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10月2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4連覇を達成いたしました。
また、個人でも三津谷 謙二（東大和地
区）が優勝しました。
（通信 三津谷 謙二）

【団体】 優勝 多摩立川支部
２位 港Ａ支部
３位 荒川支部

【個人】 １位 三津谷謙二
２位 晴山 勝利

10/2(月)青年部ストレス解消イベント｢飲んで食べて歌って｣を
開催いたしました。参加者15名
軽くお酒と食事を楽しんでからの高得点を目指したカラオケ大
会！89,518点の昭島地区 宮脇さんが｢愛をとりもどせ｣で賞品
getしました。あっという間の楽しい3時間でした。
(通信 舟山雅幸）

東理同組講師 、髪ingテクニカルマネージャー濱野 雄一先生
をお招きして、「フェードカットスタイル」の講習を開催いたしまし
た。。リクルートが昨年予想した2017年トレンドキーワード「バー
バー新時代」シェービングをいかしたメニューの充実や、男の社交
場づくり、新しい価値を提案するバーバーの出現など、これからの
理容室に必要な情報や、フェードカットとは何なのか？をプロジェ
クターで解説。 後にモデルを使ってのフェードカットやスタイリン
グを丁寧に指導して頂きました。大好評の講習会でした。

（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。
２08名の選手が出場。多摩立川支部より23名の選手が熱戦を繰り
広げ、第４部レディス グラデーションカット部門で栗原選手が優勝し
ました。

☆４部 レディース グラデーション カット

東京No.1 マネキンコンテストが11月13日

優勝：栗原貴史（砂川地区 ドレッシング）

10/22(金) 会場：SO hair create 38名参加

（昭島地区教育部員 土屋聡）



平成29年／2017年12月06日 第54号 （2）

10月16日(月) 12名の方にご参加頂きました。当日は
10月としては46年振りの低温。更に、電車で現地移動し
たので湯冷めしないかと心配だったのですが………..黒茶
屋さんのご厚意で、全て送迎して頂き暖かく快適に過ごせ
ました。食事を頂いた後は地元「国分寺」に戻り、恒例の
カラオケ大会。丸一日使って、皆さんと楽しみました。今
回は千葉に移った組合員さんも、2年ぶりにご参加。「楽し
かった、また呼んで下さいね。」と、言葉をかけて頂きまし
た。地区旅行を続ける意味を感じた一日でした。

（国分寺地区 笹原博英）

10月30日（月）国立地区では趣向を凝らしたバスツアーに
25名で行って来ました。今回の集合は12時。朝には台風が
通過し、風は強かったもののピーカンの青空。バスに乗り込
むと足置き、枕、スリッパ付のゆったりシートに洗面所付トイレ
完備のデラックスバス。早々に車内昼食は「さぼてん」のサ
ンドウィッチ3種からお好みをチョイス。2箇所の見学を終える
まではアルコールは我慢の約束。

1時間半ほどで「海猿」の舞台 第3管区海上保安本部 羽
田特殊救難基地に到着。職員から職務内容の説明を受け、
ヘリコプター、装備品等を見学。日本の海を守るため、日々
厳しい訓練を行っている隊員に感謝。続いて、予約がすぐ
埋まってしまい、予約の取りづらい大人気の工場見学地
ANA機体工場見学へ。会議室で30分ほどビデオを使って
説明を受けた後、ヘルメットを被り、グループに分かれてCA
（?)のお姉さんに先導されドック（格納庫）へ。間近に迫る機
体やエンジンの大迫力、それを何機も納める格納庫の桁外
れな大きさにア然。すぐ外は滑走路になっており、各社の飛
行機が頻繁に着陸する様子を眺めることができました。

次に 終見学地、国民的アイドルホース ハイセイコーが巣

立った大井競馬場へ。L-WINGスタンド４階指定席にて、飲

食自由注文で費用は会負担の贅沢な東京シティ競馬トゥイ

ンクルレース鑑賞。専門誌の見方や馬券の買い方を簡単に

教えてもらい いざ…発券機へ。ビギナーズラックですべて当

10月16日、あいにくの雨模様でしたが、22名の参加者と楽しい旅行
に行ってきました。
群馬県の大間々駅で、わたらせ渓谷鉄道のトロッコ列車に乗車して通
洞駅まで約１時間半、駅弁を食べながら車窓の景色を楽しみました。
通洞駅で下車、足尾銅山観光をして日光トリックアート美術館を見学し
ました。その後本来なら、鬼怒川温泉でライン下りの予定でしたが、鬼
怒川の水量が少なく出船出来ないとの事。大変残念でしたが、代わり
に大谷石資料館を見学。道の駅「ろまんちっく村宇都宮」に寄り帰途に
つきました。
紅葉はまだまだでしたが、雨に煙った景色もまた一服の名画を見るよう
でした。（砂川地区 梅田寛 石川裕二）
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９月２５日(月)に東大和地区の単独事業としては、10年
ぶりのイベントを企画、開催しました。
まずは富士宮にある花の中で鳥と遊べる全天候型テー
マパーク『富士花鳥園』へ。見事なフクシアやベゴニアが
配された大温室の中で、フクロウを中心とした鳥や小動
物との触れ合いを楽しみました。
その後、昭島の車屋に戻り、ランチを。総勢１９名の参
加者で、美味しいコース料理とお酒を堪能しました。
（東大和地区 西川 哲弘）

10月2日パワフルな女性達22名を乗せ、バスは一路
横浜へ、赤レンガ倉庫ではドイツのビール祭りのイベント
がありましたがグッと我慢して散策し、昼食予定の中華
街「招福門」にて昼食。次々と運ばれる料理を全て完
食。その後は中華街を各々散策、お目当ての肉まん、
小籠包などお土産を手に早めの帰路に着きました。お
天気にも恵まれ、大変楽しく満腹な一日でした。

（通信 服部和子）

ARY（昭島理容ユース）で企画された講習会です。
9月21日(木)、今回は理容技術の特権であるシェービングについて。『A&Aシステム
シェイブ』と銘を打たれ“肌の安全と安心”を基本コンセプトに持ったシェービング剤を
用いたシェービングメニューを、販売元であるA&Aシステム 眞田代表よりご説明を
いただき、ARYメンバー土屋さんの実演と参加者の相モデルによって、このシェービ
ング剤を使ったメニュー化と使用意義について勉強をしました。
また、それぞれが持ちあった異なる形状と各メーカーの剃刀についての利点や欠点
について話し合うこともでき、お互いの知識と技術を深め、理容を業とする活力を生
むことができました。（撮影・記事：宮脇 友光）

2017年の区割り変更により東京都の25の選挙区のうち21の選挙区で対象
区域の変更がされました。これまで第21区だった昭島市は今回より「東京
第25区」となり、青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡と一緒の
区域となりました。 その為、昭島市の私達の選挙対象者はこれまでとがらり
と入れ替わります。
10月11日(水)の昭島地区定例会には前衆議院議員の井上信治さんの代
わりに、妻の尚子さんがご挨拶においでになりました。そのまま街頭での選挙
演説もできそうに思えるほど滑舌が良く、通りの良いお声で近況などのお話
をいただきました。終わりには一人一人にお名刺とご挨拶をいただき、爽や
かな笑顔を残してお帰りになられました。 （撮影・記事：宮脇 友光）

9月17日(日)の20時より『大衆割烹 いのうえ』で行いました。来年は新年会の
担当班でもある事から主に新年会の事を主題として置き、希望する内容にあっ
た会場を候補会場から選び、当日の段取りと進行の内容を話し合いました。
超のつくほどの長雨で夏を感じられなかった8月の反動か、しっかりと残暑の暑さ
を感じるこの9月の店の営業の忙しさからか、参加人数5人と多くはありませんで
したが、しっかりとした話し合いと美味しい料理で、充実した懇親会を持つ事がで
きました。（撮影・記事：宮脇 友光）
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9月25日(月)、今年度 後となる早朝親睦ウォーキングは、6:30に昭島駅北口
に12人が集まりました。昭島駅から北には神社や公園は少なく、ウォーキングに
適な玉川上水もあることから、しっかりと歩く内容となり、いつもよりも多めの5.27km
をほとんど休憩無しに歩きました。その為、後半には参加者から少々の愚痴も出た
りもしましたが、早朝の涼しく爽快な空気の中のウォーキングでとても良い満足感を
感じ取る事ができました。 終日ですので朝食会も持たれました。モリタウンのイタリ
アンレストランのモーニングメニューでコーヒーとトーストを楽しみ、一部の方はモーニ
ングメニューには不掲載の黄金色の泡を楽しんでいました。

今年度も全6回（内中止1回）を無事に終える事ができました。ご協力、ご参加どうも
ありがとうございました。（撮影・記事：宮脇 友光）

待ちに待ち、そして練りに練った女性部企画、『女性部共同企画 日本
長吊り橋を渡る静岡の秋満喫ツアー』の開催が11月6日(月)に無事

に行われました。参加者は29名とほんの少しだけ見込み人数を割ってし
まいましたが、その分充分に晴れ渡った空と山々、爽やかな海風が理容
組合昭島地区員の参加者を迎え入れてくれました。
女性陣は大型バスのサロン席に程良く収まり、とても良い賑わいを。男性
陣は各自席にて大人しく（？）バスの時間を楽しみました。
通称『三島スカイウォーク』と呼ばれる三島大吊橋は、歩行者専用とし

ては日本 長400mの吊り橋で、富士山と駿河湾と伊豆の山々を一度
に眺望できる非常に贅沢な橋となっています。残念ながら、先の台風に
よって富士山の代名詞の冠雪はありませんでしたが、橋の上からの眺め
は絶景で、あたかもドローンからの空撮を眺めているかのようでした。

沼津港では全員で昼食とお酒と会話を楽しみ、市場形式に並んだ土産
物店でお土産や珍味の買い物を楽しむことができました。港ならではの
深海魚のお寿司を堪能されたグループもあり、多種多様に過ごしました。
とてもお天気も良く、道路もスムーズで工程計画通りに進み、素晴らしい

秋旅行となりました。 （撮影・記事：宮脇 友光）

11月20日(月)昭島ソフトボールチームの忘年会がおこなわれました。
滝沢さんの乾杯で始まり、美味しいお酒と料理、カラオケで大いに盛り上がり、
あっという間の4時間でした。 来年も皆が元気で怪我をせず、楽しんで参りたい
と思います。
(撮影・記事：土屋 聡)

三多摩青年会議所主催のヨガ「心と身体を
整える」が11月27日（月）国立商協ビルで開
催されました。参加者は18名で皆さん日頃
の固まった身体のほぐしと精神修行で心身
共にリフレッシュさせていただきました。
（通信 舟山雅幸）



22 月 17:00～ 多摩立川支部 支部役員新年会 立川パレスホテル

25 木 21:00～ 三多摩 E・toco フライトコンパス21 国立商協ビル2F
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12月4日(月) 支部ボウリング
大会が立川スターレーンにて３
４名の参加で開催されました。
成績は右記のとおりでした。
（通信 青沼尚樹）

【男性】 優勝 三津谷謙二 (東大和地区)
２位 武澤義博 (国分寺地区) 
３位 松本一将

【女性】 優勝 岡村ワカ子 （立川地区）
２位 和田真澄 （立川地区）

第３２回三多摩ボウリング大会
立川支部代表出場者

【Aチーム】
三津谷謙二
武澤義博
椎名四郎
岡村勲
岡村ワカ子
和田真澄

【Bチーム】
石川裕二
小林勝夫
青沼尚樹
塚本洋
竹ノ内彩花
青沼智愛


