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10月13日(木)午後8時より、ヘアーサロン ミツヤ店
集合出発で、第3回チョキチャン防犯パトロールを行
いました。当日は7名の方に参加頂き、清原、新堀区
域を不審者の確認等行いながら、約40分のパトロー
ルを無事ケガ無く終了。 近は街路灯もLEDになり消
えた街路灯もめっきりなくなりました。

後日、東大和市役所、東大和警察署へパトロール
の報告を致しました。

尚、当日の参加者は以下の方々です。(敬称略)
成田弘之、佐々文男、久江敏直、西川 勉、加藤
桂亮、西川哲弘、三津谷謙二 (報告 三津谷) 

10月3日(月) 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、
団体３連覇を達成いたしました。
また、個人でも武澤義博（国分寺地
区）さんが優勝しました。

【団体】 優勝 多摩立川支部
２位 江戸川支部
３位 新宿（A）支部

【個人】 １位 武澤 義博 513
２位 塚本 洋 395(－50)
５位 晴山 勝利 346(－30)

【ハイゲーム賞】
武澤 義博 277

11月21日(月)～22日（火）支部執行部と一般参加で希望した
15名で1泊2日気仙沼市視察と合同セミナーに行って来ました。
早朝、大宮駅に集合し東北新幹線はやぶさで一関へ。出迎えに
来てくれた貸し切りバスに乗り換え、気仙沼支部役員さんの案内
で車窓から被災地を視察。一昨年の訪問時に比べ盛土も進み、
大きな公営住宅が出来ている地区もある一方、これから かさ上げ
作業を行うところもあり、街全体の復興にはまだまだ時間が掛かる
ようでした。
海の市で昼食をとった後、中央公民館で両支部合同の講習会を
開催しました。セミナーに先立ち、多摩立川支部からの支援金が
気仙沼支部へ手渡されました。 第1部は片居木一義 講師よる
「アイロン技術で単価アップを」～薬剤の種類と配合による効能と
様々なアイロンテクニックのデモスト 。第2部は野島真樹 講師によ
る「アデノバイタルの育毛メニューで来店サイクルアップ」の営業支
援セミナー「売り上げアップのヒント」に皆さん熱心に耳を傾けてい
ました。
今宵の宿は気仙沼プラザホテル。一風呂浴びて5時半からの懇
親会へ。居酒屋「ぴんぽん」にて開催され、両支部の絆と親交を
深める宴席となりました。

22日早朝、携帯電話の緊急地震速報が一斉に鳴り起床。固い地
盤に建つホテル5Fでの体感は震度3程度でしたがテレビをつけると
福島沖でマグニチュード7.4の地震が発生し津波の情報も。その後、
津波注意報、避難勧告、津波警報と続々エリアメールが届き、待
機指示の館内放送、街中にサイレンが鳴り響き、湾内から非難す
る船舶と大変な事態に。バスでの移動は不可となり、急きょ予定を
変更。この日の観光はキャンセルしてJR気仙沼線で一関を経由し
て無事に帰途に着きました。改めて災害対応について気付かされ
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10月3日(月)どんよりとした小雨まじりの天気の中、ミステリーツアーと
迷打っての小旅行へバス２台で３０名の美女たちを乗せて出発。まず
勝沼でのぶどう狩り、小雨の中ぶどうを狩る人 買う人。次に石和のモ
ンデ酒造工場へ見学をし試飲をしほろ酔い気分でバスへ。この頃はす
ごい雨で美女たちもビジョ ビジョ。談合坂S.Aへ来ると雨も小雨程度で
良い気分。 終目的地 昭島フォレストイン昭和館の「車屋」へ。そこで
美味しい料理を食べ、ワンドリンクサービスで喉も潤いおしゃべりをし女
性の元気に雨などどこへやら…美女たちのお顔の保湿も保たれ良
かった 良かった !
要は「車屋」のバスツアー食事のたびに行ってきました。の・よ ! （通
信 服部和子）

国分寺地区では、多摩湖畔にある
「貯水池鳥山」にて昼食会を行いました。
こちらのお店は…………….
● 寄り駅までの送迎
●離れでいろりを囲んでのお食事
●少しならお酒の持ち込み可
と、使いやすい良いお店。
焼きたての鳥や野菜の串をこの時期にしか頂けない
日本酒の「ひやおろし」で美味しく頂きました。
お酒を頂けない女性陣にはケーキセットをご提供。
お天気は生憎でしたが
それを上回る楽しいひと時でした。
（国分寺地区 笹原 博英）

新宿メンズヘアSASAKI(佐々木貴保氏経営)の支店である、杉並区
高円寺「OAZO BARBER」店長で、昨年度TAMA FESTAブロース部門
チャンピオンの出羽徹也講師をお呼びして、「マネキンによるブロース
カット・コンテストスタイル」の講習会を行いました。

ブロースを切りながら会話をする事は大変難しいと思いますが、出羽講
師はとても丁寧に解説を入れながらカット技法を説明して下さり、理論
的で分りやすい講習会になりました。普段見慣れた「スポーツ刈り」とは
全く異なる、研ぎ澄まされたテクニックを拝見して、「さすが現役のチャ
ンピオンは違う!」と参加者からは驚嘆の声が上がっていました。
(出羽講師は昨年のTAMA FESTAはもちろん、今年のDHK FESTIVAL
や過去にはほぼ全てのブロース大会でチャンピオンを獲得しています。) 
テクニックはもちろん出羽講師の会話が楽しく、参加者一同時間の経つ
のを忘れて仕事に魅入っていました!

私達のサロンに来店して頂くお客様に対しても、理論や実績の無い「軽
い」技術だけではお客様に満足して頂けない時代になっていると思いま
す。今こそ理容本来の「重厚な」技術を今一度見直し、お客様から支
持されるお店作りに役立てて行きたいと思います。

今回の講習では、技術はもちろんの事、笑顔満面で何事にも前向きな
出羽先生から不況に打ち勝つヒントやパワーを戴いたように思います。
出羽徹也先生ありがとうございました!! (あいにくの雨にも係わらず、参
加して下さいました皆様ありがとうございました。) 

9/28(水) 「hair salon どれっしんぐ」にて 出席者22名



晴れる日のほとんど無かった9月でしたが、早朝親睦ウォーキングの開催日
9月26日(月)は薄曇りで動きやすい朝となりました。気温差のある日が続いた
事もあり、風邪などで休む連絡のあった人が複数ありました。参加人数の大幅
な減少も心配されましたが、11人の参加でいつも通りの明るい雰囲気でス
タートを切る事ができました。
出発直後に拝島駅前の噴水で集合写真を撮影しました。その後多摩川を目
指して南下をし、川沿いを歩いて行きました。今回初の試みで、途中のベンチ
での休憩時間を取り、木々の緑を楽しむ時間を設けました。いつもよりゆったり
とした歩調で、トータル2時間弱の朝の空気を楽しみました。
昨年秋のイベントで観ることができなかった曼珠沙華を観ることもでき、正に
「収穫の秋」といった早朝親睦ウォーキングとなりました。
(撮影・記事：宮脇 友光)

10月24日｢青年部ストレス解消企画サバイバルゲーム｣を
開催しました。参加者16名(男性14女性2)に参加して頂き
ました。
装備完了の後、注意事項などスタッフに説明してもらい
ゲーム開始です。初心者集団を2チームに分けての旗取り
ゲーム。一般客の経験者に入ってもらい、アドバイスをもら
いながらのあっという間の楽しい2時間でした。
その後の懇親会(参加11名)も美味しいお酒が飲めました。
今後も青年部イベント企画しますので大勢の参加お待ちし
ております。（通信 青年部長 舟山雅幸）

一年で も大きな行事になりつつある、地区女性部合同
レクリエーション。今年も実りの秋11月7日(月)、昭島地区
女性部員を中心に37名が一台のバスに集まりました。

今回は(株)理美容流通新聞社社長 浅利巨志 氏をゲスト
にお迎えし、バス内でミニ講演を行っていだきました。実情
を捉えた鋭い視点から、理容業界の様々なお話をいただき
ました。身の引き締まる思いの後は、バス内で楽しい飲食の
時間です。各自持ちあった軽食にアルコールやジュースを
いただいていると、あっという間にメインイベントの無農薬野
菜の収穫体験の畑へ到着です。暑いくらいの陽気の中、緑
いっぱいの野菜を土からの収穫しました。
畑での収穫体験の後は、その野菜とお米と新鮮な自家製
卵で作られた、美味しい卵かけご飯の昼食をいただきました。
広い庭で太陽の光と空の下、心と身体もが無農薬になるよ
うな味を堪能する事ができました。

八ヶ岳花の森公園では小粒ながらもたわわに実るりんご狩り
を楽しみ、仕上げにはパノラマの湯で一日の心地良い汗を
流し、盛り沢山体験と無農薬野菜をお土産に、女性部日帰
りバスイベントを無事に終えることができました。
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（月）10：45～三鷹産業プラザ７Ｆホールにおいて開催されました。こ
れまでで も多い２１１名の選手により熱戦が繰り広げられました。多
摩立川支部より２１名の選手が参加しましたが、ブロース部門で
鈴木選手が優勝、富島選手が３位に、またグラデーションカット部門
で栗原選手が２位、加藤選手が３位にそれぞれ入賞致しました。
入賞者は以下の通りです。
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11/28(月)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。
今回は埼玉、栃木と遠方からのチームも有り、全9チームの参加で行われ
ました。（通信 青年部長 舟山雅幸）

優勝 多摩立川 ペピーズ
準優勝 多摩府中北 タカーニャ
3位 多摩立川 SCISSORS

11月22日(火)午後3時より昭島市役所403会議室に
おいて、地区長である佐藤和夫さんと一班の班長 清水
幸雄さんが、平成28年度昭島市技能功労者に選出をさ
れ表彰されました。
表彰者は自動車整備士、溶接工など、特殊な技術を必
要とする様々な職種より9名が選出されました。一人一
人に、この10月の選挙で新たに市長となられた臼井 伸
介市長より表彰状と記念品が授与され、これまでの長年
に渡る功労が称えられました。
表彰式終了後は、臼井市長と受賞者を交えての茶話会が行われました。表彰者各人、様々な経験や苦労の
話がなされ、互いの懇親が深められました。 （記事：宮脇 友光）

☆３部ブロース

☆４部グラデーション

ブロース優勝作品

東京No.1 マネキンコンテストが11月14日

優勝：鈴木祐生（国立地区 ロダン）
３位：富島静香（国立地区 ロダン）

２位：栗原貴史（砂川地区 ドレッシング）
３位：加藤絵莉香（立川地区 ペピーズ）



2 金 21:00～ 教育部 ニューヘア「gain-G」講習 国立商協ビル2F

5 月 厚生部 支部ボウリング大会 立川スターレーン
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10月7日、武蔵村山地区講習「フローレザーと
J－ポリッシュ」を行いました。「フローレザー」では、
剃られ心地、使い方など、従来のレザーとの違い
の説明。「J－ポリッシュ」では、新品の替え刃の刃
先を整えてアタリを柔らかくする道具の説明と、未
加工と加工済みの刃のアタリの違いを、参加者で
実感しました。
デモストでは、すぐに使える顔そりのテクニックも教
えていただきました。

10月17日（月）あいにくの雨の中でし
たが、19名の参加者で、和気あいあ
い楽しんできました。アサヒビール工
場見学（できたてのビール３杯）～韮
山反射炉（世界遺産）～三島スカイ
ウォーク～鮎壺の滝～沼津干物セン
ターと回り、帰途に着きました。強い
雨も午前中までで後半は日もさしてと
ても楽しめた一日でした。

ようやく長雨が明け、秋の終わりの冷え込みを感じ始めた10月12日（水）
の定例会。週末に昭島市長及び昭島市議会議員補欠選挙が控えている
ことから、東京都議員 神野次郎氏、市長候補 うすい伸介氏、市議会議
員候補 森田ひさお氏に、選挙への立候補のご挨拶をいただきました。
両候補共に、理容業界、各商店に影響するであろう具体的な昭島市の動
向を交えながら、お持ちになっている政策と信念をお話くださました。
撮り終えた写真を見返して、市長候補のネクタイがそれらしい（！？）ことに
気が付きました。 (撮影・記事：宮脇 友光)

朝晩の冷え込みはぐっと深くなり、紅葉の始まりが感じられた10月
末の月曜日。いよいよ今年 後の昭島地区早朝親睦ウォーキング
開催です。この 終回は、集合時間を8時と設定しました。従来の6
時30分からでは、なかなか都合のつかない方の参加を募りました。
初めてのこの試みは大正解となり、なんと過去 高の22人ものご参
加をいただけました。かつて無い大人数での移動のため途中の工事
現場の作業員さんから、「今日は何かあるのかな？」という声も聞か
れました。そんな大移動の影響か、道程後半の交差点では追突事
故にも遭遇。穏やかな朝の雰囲気に、ちょっとしたスパイスを加える
形となりました。
一時間弱、約4.14kmのゆっくりウォーキング。今年 後の親睦
朝の空気を楽しむことができました。 （撮影・記事：宮脇 友光）

10月31日

ウォーキングにふさわしい快晴で、とても心地良い

その場で購入を決めた方も出るなど、明日からすぐ使いたくなるような実践的な講習でした。参
加者18名 （武蔵村山地区教育部員 川田幸一郎）


