
各部・各地区・各イベント等、情報をお寄せください

E-mail  kobox@nifty.com ,  shimo@shi-mo.com

平成２７年（２０１５年）

１１/０５ 第３７号

東京都理容生活衛生同業組合 多摩立川支部ホームページ
http://tama-tachikawa.com/

編集・発行 多摩立川支部広報部

東理同組多摩立川支部
支部長 成田弘之

広報部長 長島和男
副部長 志茂一弘

多摩立川支部の野球部「ビーバーズ」では老若男女？野球部員を広
く募集しております。
活動内容としては三多摩理容協調会の大会に参加していて
春＝６試合、秋＝６試合の年間計１２試合です。
現在のチームの年齢層は１９歳～７１歳と幅広い構成になっています。
次に思い当たる方は是非グラウンドで一緒に汗を流してみませんか？
１、野球・ソフトボール等の経験のある方！
２、野球経験は無いけどキャッチボールがしたい方！
３、野球は無理だけど日頃の運動不足を解消したい方！
４、一緒に試合後のお酒を飲みたい方！
５、サポーターとして参加してみたい方！

野球部員一同、皆様の入部を心よりお待ちしております。
まずはご一報ください！

多摩立川支部野球部監督：大貫友健
連絡先：ヘアーサロンおおぬき TEL 042-528-0809

８月３１日に開幕した第５８回三多摩理容野球
大会も１日順延があったものの９月２８日に全日
程が無事に終了しました。
４勝１分の多摩立川ビーバーズと、４勝１敗の福
生ミューズとの 終戦、どちらも勝った方が優勝と
いう事実上の決勝戦に於いて、序盤に先制を許し
たものの２回には小原結樹のタイムリーヒットで１点、
４回にはヒットで出塁した３番佐藤彰則を５番髙橋
一哲のタイムリーヒットと片居木一義の内野ゴロの
間に２点目を返し同点、５回には先頭で出塁した
２番鈴木祐生が４番塚本洋の犠牲フライと相手の
エラー等で一気に生還し逆転！３回以降は髙橋
一哲投手が相手打線を２安打０点に抑え見事勝
利を収め第５８回大会も多摩立川支部の四連覇
で閉幕しました。



10月7日(水)20:30～ 国立商協２Ｆ
「さくらホール」にて三多摩ブロック講習
が開催されました。第１部では、全理連
５共済について保険会社の方から各共
済の特徴等について説明がありました。
第２部では、飛田東理同組理事長が
「豊かな理容人生と絆のために」のテー
マで講演されました。参加者多数。
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10月5日(月)11時30分より、品川プリンスホテルボウリン
グセンターにて東理ボウリング大会が開催されました。多摩
立川支部より代表4名が参加し、チームハンデ-120ピンを
はねのけ、団体2連覇を達成いたしました。

【団体】 優勝 多摩立川支部 1414ピン
２位 江戸川支部 1222ピン
３位 北支部 1195ピン

【個人】 優勝 塚本 洋
３位 晴山 勝利(-50)
４位 三津谷 謙二(-40)
７位 武澤 義博(-30)

【ハイゲーム賞】 三津谷 謙二

9月27日（日）、昭島地区の役員関係者が集
まり、平成27年度下半期の話し合いを持ちまし
た。忙しい日曜日の仕事の後でしたが、皆さん
時間通りに集まっていただき、とても建設的な
意見の交換を行えました。今回も、新年会への
新しい試みの提案など、モチベーション向上に
繋がりそうな幾つかの意見が出され、今後の展
開に期待の持てる会議となりました。緊張感あ
る話し合いの後はガラリと雰囲気を変え、美味
しい鍋を頂きながらの後半戦です。会議前半
に出た意見や案をビールと一緒にさらに考察を
し、程良く見込みのついた所で、和やかな雰囲
気と共に閉会しました。（通信 宮脇 友光）

9月28日（月）爽やかな秋晴れの
中、参加者12.5名での親睦早朝
ウォーキング開始です。午前6時
30分昭島駅南口に集合。昭島市
エコ・パークではラジオ体操に飛び
入り参加をしつつ、玉川上水に
沿って昭島駅北口へと戻りました。
ここ 近では多めの約4.9km（1時
間強）と、少し速めのウォーキング
ペースでしたので、帰宅後には程
良い疲労感が両脚に感じられまし



10月8日(木)午後8時に理容ナカ(中谷 要氏
経営)店前に集合し、6名の参加で第３回チョキ
ちゃん防犯パトロールを行いました。新堀1丁目
～3丁目、東村山市富士見町区域を不審者の
確認、消えている街路灯のチェックを行いながら
約1時間のパトロールを無事終了しました。後日、
東大和警察署及び東大和市役所へパトロールの
報告を致しました。

当日の参加者は以下の方々です。

中谷 要、辻 勉、成田弘之、久江

敏直、西川哲弘、三津谷謙二

(敬称略)

(通信 三津谷謙二）

昭島地区で初めての試み、女性部との共同企画が多数
の参加者を迎え無事に、そして盛大に開催されました。
爽やかな秋晴れとなった10月5日（月）、参加者36名（男
17名：女19名）と『昭和の森車屋』さんご協力によるマイ
クロバス2台で、日高市巾着田「曼珠沙華の里」から始ま
り、食と健康のユートピア「サイボクハム」、川越市「小江戸
散策」、日本料理 車屋「豪華懐石料理」と、書き出すだ
けでも盛り沢山のレクリエーションを堪能する事ができまし
た。 初の曼珠沙華の花は、今年は早めに満開を迎えて
しまったようで、残念ながら満開を観ることはできませんで
した。代わりに「コスモスまつり」が開催されており、彩り豊
かなコスモスに囲まれて集合写真を撮ることができました。
「サイボクハム」は当初の企画にはありませんでしたが、咲
き終わってしまった曼珠沙華の代替え案としてバス内で
急遽浮上。即時に参加者にシークレットでの案内とな
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りましたが、なかなか好評で、多くの皆さんにお買い物を楽しんでい
ただけました。川越での「小江戸散策」は風情ある町並みを楽しみ
つつ、様々な甘味のお店などで買物を楽しみました。特に女性部
参加者にはお土産も付き、一層お楽しみいただけたかと思います。

後は豪華な「懐石料理」です。細やかな細工の施された日本料
理を、大勢の参加者との楽しい会話とともに堪能させて頂きました。
また、車屋さんのご厚意により、グラスに波々のワインやビール、お
酒もたくさんいただき、何故か沸き起こった（？）バンザイと恒例の
三本締めで、活気を残したまま楽しいレクリエーションは閉会を迎
えました。参加者から次回開催希望の声もいただけました。初の昭
島地区単独での女性部共同企画でしたが、大成功（！）と報告の
できる内容になったと思います。（通信 宮脇 友光）

10/19(月)山梨富士山方面へ日帰りバス旅
行に行って参りました。
天気は快晴!!まず、富士山五合目に行きその後、
「ホテル鐘山苑」での昼食休憩プランで温泉と
食事を満喫。ほろ酔い気分で忍野八海、道の
駅富士吉田でお土産購入と、富士河口湖方面
の王道プラン。参加者は14名で、うち女性が6
名と少々少なめでしたが国分寺地区では10数
年ぶりの地区旅行とあって皆さん、本当に楽し
そうな笑顔。「どこに行くか」ではなく、「集まって
何かする事！」が大切なのかな～……と、感じ
た一日でした。
（国分寺地区 笹原 博英）
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10月19日(月)ミステリーツ
アーに行って来ました。参加者
24名
千葉 鋸山～東京湾フェリー～
久里浜～みかん狩り～横浜中
華街散策～帰路
鋸山の断崖絶壁の展望台から
の眺望は圧巻の一言でした。
フェリーでゆったりと40分の船
旅。何種類ものみかん食べ放
題 中華街の散策と疲れながら
も楽しい旅行でした。
（通信 梅田 寛）

10/20(火)昭和記念公園にて

参加8チーム。多摩立川支部より2

チームが出場し、熱い戦いの末、

両チーム共に決勝トーナメントに進

出しましたが、残念ながら決勝戦に

進めず、同支部による3位決定戦

を行いました。

国立地区 川崎さんのこれまでのフッ
トサル大会へのご協力に感謝し、前
三多摩青年会議所委員長 二瓶さん
より特別賞が贈られました。

優勝 多摩府中北支部
準優勝 専修学校OB
3位 SCISSORSチームＨ
4位 SCISSORSチームＪ

10/16(金)「SO Hair Create」にて 参加25名。
東理同組専任講師 島田朋之先生をお呼びして「メン
ズカットの組み立て」をテーマに講習を行いました。
プロジェクターを使った技術解説後、セニングシザーや
セットアイロンの使い方やコツ、整髪料の付け方など
トータルな技術を教えて頂きました。年齢問わず参加
者から丁寧でわかりやすいと大好評でした。
(昭島地区教育部員 土屋聡)



　

9 月 10:45～ 三多摩 TAMAフェスタ 2015 三鷹産業会館

13 金 21:00～ 武蔵村山地区 講習「鼻毛脱毛」 ヘアーサロン キング

16 月 09:50～ 国立地区女性部 精進料理の食事会 高尾山薬王院

19 木 21:00～ 支部講習 「カット&ブランディング」 国立商協ビル2F

30 月 10:00～ 女性部 おもてなしの心を学ぶセミナー 立川アイム

4 金 21:00～ 国分寺地区 「両熱平アイロンを使った縮毛矯正」 保科理容所

7 月 16:00～ 厚生部 多摩立川支部ボウリング大会 立川スターレーン
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10/26(月)9:00～ 国立商協ビル2Fホールにおいて
前回講習から3年経過したのを機に「普通救命講
習」を開催しました。参加者23名（再受講19名、新
規受講4名） 東京消防庁の2名の講師から救命処
置「胸骨圧迫」「人工呼吸」「AED(自動体外式除細
動器」等について3時間にわたりみっちり講義と実技
を学びました。胸骨圧迫の実技では思った以上に体
力が必要で、息が上がっている人も見受けられまし
た。緊急現場でも冷静に対応できるよう、日頃から繰
り返し訓練することが大事だと思いました。「あなたの
大切な人を、そして誰かの大切な人の命を救うため
に」… 応急手当の重要性を学ぶ有意義な講習で

市障害福祉課よりヘルプカード普及・
推進への協力依頼があり、地域の安全
や助けになればと受諾。10月26日(月)
市役所にてヘルプカード講習会を行いま
した。市担当者の趣旨説明の後に、身
体障害者による寸劇などがありました。こ
の取組が先進事例として東京都福祉保
健局の目に留まり、当日はテレビ朝日
『東京サイト』の取材が入りました。

(通信 東大和地区部長
西川哲弘)
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10月26日（月）午前6時30分、拝島駅に集合。
この日は「今季一番の冷え込み」と、 低気温は
一桁の天気予報でした。息が白くなるかと思えるく
らい寒く感じられ、参加者12.5人（0.5は小学生）
の中にも手袋をしている人がいました。
拝島駅から多摩川へ向かい、林の中を抜け、色
鮮やかな鯉を眺めながらの一時間。程良く身体は
温まり、気温も上がり始めるところで解散となりまし
た。次回開催予定は11月末です。今回よりさらに
寒くなり、ほぼ冬の様相となる事でしょう。
(撮影・記事 宮脇 友光)


