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平成３０年度　役員紹介

地区名 昭　島 砂　川 国　立 立　川 東大和 武蔵村山 国分寺

教育部 土屋　聡 武藤栄一 野島真樹 池野孝太郎 西川哲弘 川田幸一郎 本多貴志

青年部 吉岡義男 小林　誠 高木康成 舟山雅幸 成田浩一 塚本　洋

女性部 松本真有美 葛西千代子 長島敦子 榧下晴美 逢坂優子

　今年度より多摩立川支部の支部長を拝命することにな
りました髙木祐次と申します。１９５８年（S33）１月１７
日生まれの６０歳。　出身は昭島市で現在は国立市在住
です。　コレまでに青年部長、教育部長、総務部長と支部
のお仕事もさせて頂き、今年度から多摩立川支部の支部
長としてお仕事をさせて頂くことになりました。

　「現在の支部の状況」を見ますと、年々進んでいる組合
員の高齢化、後継者不足による組合脱退・廃業が増える傾
向が続いています。　これまでの２期、成田支部長の下で
、組合費・賦課金等の郵貯銀行引き落としにより大幅な機
構改革をした結果、支部費収入が減っていく中でも教育部
や厚生部をはじめとした各部事業が縮小することなく遂行
されて来ました。又、新事業として国際法務医療センター
における調髪業務も今年2月より開始され、現在２４名の
スタッフで対応し順調に推移しています。

　「今後の支部運営の見通し」としては、更に組合員の減
少傾向が続いて行くことは避けられない状況下ではありま
すが、なんとしてでもこの組合の良さ、そして「理容業って
やっぱり良い職業だなぁ！」と次世代を担う若い人達に胸
を張って言えるような、又思ってもらえるような、組合にし
て行きたいと思っています。　その為にはまず組合員の皆
様のお店が繁盛し、稼いで頂くことが一番だと思います。
組合は各店舗の経営を直接支援することは出来ませんが
営業支援の情報や提案は組合の情報誌や機関紙、又SNS
等でいつでも得ることができます。しかしその情報、提案に
対して受け身で待っているだけでは、残念ながら得る事は
少ないし難しいと思います。発信する情報に対して受信す
る側のアンテナ、つまり我々自身が行動した時にその情報
は得られるものだと思います。

　現在50代後半以上の店主の方々には実感があると思い
ますが、横並びで安心安全という時代が過去には有りまし

た。　つまり何も努力をしなくてもお客様がどんどん来てく
れた、そんな良い時代がありました。しかし今はそれぞれ
の特徴を生かし、それぞれの得意な技術や癒し、それ等を
前面に出すことで自由で個性豊かな横並びではないオン
リーワンサロン！を目指すことが時代にマッチした集客に
つながるのではないかと思います。

　そして最も支部員の皆様に期待するのは「地域の親睦」
です。我々の理容組合は同業者のライバルでありながら、
お互いに切磋琢磨して勉強をしたり趣味を楽しんだり、レ
クレーションで親睦を深めたりと、他の業界では考えられ
ない素晴らしい組合なのです。　今後はこの「地域の親睦
」を前面に掲げて元気で楽しい組合にして行きたいと考え
ています。郵貯自動引落によるデメリットとして地区の会合
に人が集まらなくなった。という声を耳にしますが、地区に
より異なりますが、今後は親睦を深める為の定例集会とい
う名の下に出席者が増えるよう各地区において考えて頂き
たいと思います。

　最後に、気仙沼支部への復興支援ですが、震災から7年
が経過しましたが、現地の組合員の全員復帰まであと一歩
のところまで来ていて、最後のお一人が再開するまでは支
援を続けて行こうと考えております。又晴れて全員の再開
が決まった段階で支援も区切りとすることを現地、小野支
部長とも話し合いさせていただきました。しかし、この支部
と支部との友好関係は今後も末永く続けて行く事も併せて
約束いたしました。
　まずは3年一期、一生懸命頑張りますので、皆様のご理
解とご協力をお願い致します。　　　　　　

東京都理容生活衛生同業組合
　　　　　　　多摩立川支部

　　　　支部長　髙木祐次

支部長就任のごあいさつ

総会後の懇親会では、今期で執行部を退任された成田氏、松本氏、
長島氏へ、体調不良で欠席された高木祐次 新支部長に代わり、
奥様の美智子さんより花束が贈られました。

４月２３日(月)午後２時３０分より国立商業協同組合ビル2階さくらホールに
おいて平成２９年度多摩立川支部通常総会が開催されました。　支部員総数
１５６名、出席者５３名、委任状８９名で支部規約第15条の3　総会の定足
数を充たしており開会が成立しました。
輪番制の本年度議長 榧下純一郎氏（立川地区）、副議長 織田裕英氏（国分寺
地区）の議事進行により、
第１号議案　平成２９年度事業報告の件
第２号議案　平成２９年度収支決算報告・監査報告の件
第３号議案　平成３０年度事業計画(案)承認の件
第４号議案　平成３０年度収支予算(案)承認の件
第５号議案　その他の件
第６号議案　役員承認の件
のすべての議案が慎重審議の上、可決承認されました。

平成２９年度多摩立川支部通常総会

総会の前に多摩立川保健所より、
奥村氏、上野氏をお招きして衛生
講習会を開催いたしました。

４月３日の火曜日、砂川地区恒例のお花見をしました。
18名の参加者で、泉体育館に集合して昭和記念公園の
みんなの原っぱで、菜の花とまだ満開の桜のコントラス
トが素晴らしかったです。天候も、初夏の陽気で汗かき
ながらのお花見でした。その後立川グランドホテルに移
り美味しいランチを頂き、午後2時半に解散しました。全
行程ウォーキングしました。　　　　　（通信　梅田）

砂川地区　お花見

４月１６日（月）第10回多摩立川支部親睦ゴルフコンペが山梨県都
留市の「中央都留カントリー倶楽部」で17名が参加して開催されまし
た。前日の雨や強風も収まり絶好のコンディション中、 競技は１８ホ
ールストロークプレー新ぺリア方式で各地区混成のペアリングで行な
われました。プレー後、一風呂浴びてお楽しみの成績発表。隠しホー
ルのハンディに救われたり、見放されたりで賞を貰ったり逃がしたり。
シルバーティのアドバンテージを生かしてドラコン賞はすべてシニア
の方へ。珍プレー好プレーを肴に和気あいあいのパーティーでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通信　長島）

多摩立川支部親睦ゴルフコンペ

３月２２日(木）２０時３０分から昭島市朝日
住宅会館にて平成２９年度の女性、事業、青
年、厚生、広報、経理、共済、教育、各部の会計
監査が成田支部長立会いのもと、池野富之・
岡野 勇 両監査によって行なわれました。

監査会

3位（ベスグロ）
 佐藤彰則（昭島）

準優勝
梅田 寛（砂川）

優 勝
伊藤 奨（立川）

東理同組多摩立川支部

支  部  長　高木祐次
広報部長　志茂一弘
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3位（ベスグロ）
 佐藤彰則（昭島）

準優勝
梅田 寛（砂川）

優 勝
伊藤 奨（立川）
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