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9月24日（月）

参加人数61人（男性36人、女性18人、子供7人）
pm5:00から2時間、標高500メートルの東京一高い
場所のビアガーデンで楽しい時間を過ごしました
青年部新メンバーの最初のイベントに沢山の方に
参加して頂きありがとうございました
これからも楽しんでもらえるイベントを企画しますの
でよろしくお願いします
(青年部長 舟山 雅幸)

9月24日(月)
前日の雨が嘘のように晴れた昭島市営大神
グラウンドで、第20回三多摩理容組合ソフトボ
ール大会が開催されました。
今回は参加人数が少なく多摩立川支部は町田
支部と連合チームを組み若手選手の活躍で連
勝し優勝いたしました。
その夜は、皆、勝利の美酒に酔い遅くまで盛り上
がりました。
皆様の応援ありがとうございました。
ソフトボール同好会では会員を募っております
042-54-4610 伊藤まで連絡下さい。
(昭島地区 瀧沢 孝之）
優 勝
準優勝
３位
４位

多摩立川・町田連合チーム
西東京・八王子連合チーム
福生チーム
調布チーム
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9月26日(水)
東理同組専任講師の長野竜次先生を迎え、武蔵村山
地区「理容キング」にて、地区講習会を行いました。
25名の参加でした。
５枚刃レザーの仕組み、各社の刃の比較、長野先生
独自の柄の研究など道具の説明、1枚刃も交えた実技
のテクニック、お得な裏情報など、惜しみなく披露して
いただきました。
参加した技術者全員のシェービングテクニックが、確
実にワンランク上がる講習内容で、５枚刃レザーを使っ
てみたくなりました。
（武蔵村山地区教育部員 川田 幸一郎）

10月4日(木)
高田雅浩先生を招いて「今時のアイロンパーマ」を
テーマにして東大和地区講習会を行いました。
参加人数は、31名でした。
まず、カットからアイロン技術と進められ、液タイム中
にはアイロンを毛束に入れた時の熱の伝わる場所な
どを分かりやすく教えてもらいました。
また昔のパンチ・アイパーの考え方を変える事。例
えばスライスを厚く取り、かからない部分を意図的に
つくり、アイロンパーマも髪を洗ったら形になっている
のではなく、お客様が日々ドライヤーでスタイルを変
えて遊べるぐらいのかかり方。それがパンチパーマを
知らない今の世代、これからの世代にアピールして行
くアイロンではないかという事でした。最後にアイロン
技術をなくさない為にもサロンでお客様に伝えて
くださいと締められて終わりました。とても分かりやす
い講習内容でした。
（東大和地区教育部員 堤 真一郎）
10月15日(月)
この度、砂川地区に新たな組合員さんとして
入って来ていただいた有村弘一さんの歓迎会
を立川すずかけ通り 「華屋与兵衛」にて開催
いたしました。
有村さんのサロンは立川市すずかけ通り沿い
のコスモ石油の前にあります店名「FURA」です。
多摩立川支部組合員の皆様、今後ともよろし
くお願いいたします（＾＾）V
（砂川地区長 松田 淳一）
（
部長 高橋 明）
（
会計 河橋 啓之）
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10月15日(月)～16日(火)
昭島旅行会では、10月15,16日に信州に
行ってきました。象山地下壕の見学やりんご
狩りなど楽しい2日間でした。
会員も随時募集しておりますので興味のある
方は伊藤利光会長までご連絡ください。
(昭島地区部長 紺野 勝広）

10月22日(月)
参加者 150名
昭和記念公園にて「三多摩フットサル大会」
が開催されました。
午前１０時開会式のあと、全14チームによる
熱戦が繰り広げられました。
その後バーベキュー、表彰式があり楽しく
みんなで交流して終了。

優 勝
準優勝
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位

筋肉バスター （多摩立川）
アロッツォーラ（豊島）
タカーニャ
（三鷹）
西多摩青年部
目白台FC
カミングA
（西東京）
シザース
（多摩立川）
渋ハチ
（渋谷）
カミングB
ナオプレスタ （東村山）
OTA 41
品がき
（品川）
E-toco
（東京都青年会議所）
インペリアル （日野）

(写真提供 青沼 尚樹)
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10月25日(木)
昭島地区で始めての健康セミナー『パームセラピー』
を市内朝日町会館で行いました。講師には、細胞矯正
医学学士の西川 廣先生と5名のパームセラピー認定
士にお願いしました。パームセラピーとは「手のつぼを押
して血流をスムーズにさせ、病気予防・改善をさせる
事」です。33名の参加者があり、1時間30分の勉強会
でしたが、みなさん真剣に勉強し、ある地区員の方は、
最初に血圧を測定した時、明らかに高血圧でしたが、
勉強終了間際に再測定しましたら平常に戻っていて、
いかに血流をよくすることが大事か実感していたようで
す。
(昭島地区部長 紺野 勝広）

10月25日(木) 21:00～23:00
立川地区の「髪職人」さんのお店をお借りして、飛田恭志氏
（全理連中央講師）によるクリープアイロン有料支部講習を
行いました。
教育部初めての試みで夜間有料支部講習を行いましたが、
当日は39名（支部員37名・支部外2名）もの参加者が集まり、
会場の中もいっぱい！前列の人達と後方の人達と順番に先
生の手元を拝見するぐらい熱気に満ちていました。
少しでも良いものを自サロンに持って帰り、明日からの営業に
役立たせようとする参加者の眼差しが、更に先生の心をヒート
アップ！
薬剤やトリートメント剤の詳細内容、アイロン技術の細かな
テクニック、更にはどの様にサロンで売っていくと成功する
かなど、成功事例も話していただき、非常に内容の濃い講
習会となりました。
今後も教育部では皆さん方からの声を聞きながら、いろいろ
な講習会を企画していこうと考えておりますので、是非リクエ
ストなどがございましたら各地区教育部員までお願いします。
(教育部副部長 野島 真樹)

10月29日(月)9:00～
もしもの時…家族の命、友人、知人の命助けられますか？

くにたち福祉会館4F大ホールで東京消防庁から2名
の講師をお招きして普通救命講習会を開催しました。
講師の熱意のある指導の下、 心肺蘇生やAED、異物
除去、止血法を学びました。参加者25名 休日の朝か
ら3時間熱心に実技、質問とたいへん有意義な講習で
した。是非、皆さんも体験される事をお勧めします。
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11月5日(月)

(通信 総務部長 高木祐次)

多摩立川支部の善意を気仙沼支部へ届けました！
11月５日（月）まず現地を訪れ、現状をこの目で見て、
今もまだ不便の中頑張っておられる仲間の顔を見て、
そして我々の心のこもった善意を直接手渡そうと、
成田支部長以下三役、高木総務部長、加藤経理部
長、松本共済部長の４名が支部の代表として現地視
察を兼ねて行ってまいりました。
現地に於いては気仙沼支部の小野総務部長らの出
迎えを受け、被災された組合員の仮店舗や仮設店舗
などを案内していただきました。やはり場所によっては
まだまだ現状復帰とはほど遠い状況でしたが、みなさ
ん元気に過ごされていました。この日、宮城県の支部
長会議に出席されていた阿部支部長も後から合流し、
「本当に有り難く感謝しています。１軒１軒状況が違う
ので、昨年度は差し当たり見舞金という形で被災状況
に応じて段階的に配分させていただきました。２４年
１１月現在１４店舗が再開のメドが立っていない状況
です。今後は営業が出来ていない方々への支援と、
この状況下に於いても正常な組合運営が出来るよう、
活用させていただこうと思っております。」というお礼の
言葉と今後の復興に向けてのお考えを聞かせていた
だきました。
※今回は交通機関に乗用車を使用し、視察費用を
昨年の約５０％に抑えました。
※詳しい視察レポートは後日発行します。

11月
12 月

11:00～

三多摩

TAMAフェスタ

三鷹産業プラザ7F

26 月

14:00～17:00 教育部

シニア技術者へ「今時のヘアースタイル」立川柴中公会堂

28 水

21:00～23:00 教育部

世界チャンピオンが創るサロンヘアー 国立商協2F大ホール

14:00～

国立女性部

お手軽エステでスッキリ小顔

ヘアーサロン ロダン

16:30～

厚生部

支部ボウリング大会

立川スターレーン

12月
3 月
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