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9月12日(水)午後8:30〜朝日町住宅
自治会館に於いて定例常会及び暑気
払いが行われました。 まず前地区長
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の佐藤和夫さんによる乾杯の音頭で
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暑気払いは始まり、途中でアトラクショ
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ンもあり、お料理、お酒を楽しみ過ごし
ました。 最後に前地区部長の石井克

昭島地区 「第１回早朝ウォーキング」

昌さんの中締めで10:20分頃終了致
しました。
（通信

鎌田）

昭島地区講習 「美容師さんのカット講習」
９月１８日(火)

東中神のSo Hair Createにて、peace hair代表の

平成30年５月28日
（月）午前６時30分に西立川駅に集合し
今年度最初の早朝ウォーキングを行いました。当日は薄曇り
ではありましが、歩くにはまずまずの天候でした。ルートは昭
和記念公園口から階段を下りて陸上自衛隊立川駐屯地方面
へと歩き、約１時間程で西立川駅に戻り解散となりました。
当日の参加者は松本正司、清水幸雄、宮脇友光、伊藤利光、
滝沢孝之、山崎誠一、土屋聡、時田成博、鎌田良一計９名で
した。 来月は６月25日
（月）に東中神駅より歩く予定です。
（通信 鎌田）

美容師、相澤 一嘉氏をお招きして
『レディースカット』の講習を開
催しました。 ３名のモデルさんを使い、
カウンセリングの考え方

昭島地区 「役員慰労会」

やカットの技術解説、
スタイリング方法など、普段のサロンワーク
をじっくり見せて頂きました。 休憩を挟み、3時間の大盛況な講
習になりました。
２６名参加。

（通信

土屋）

平成30年６月３日
（日）山内農場昭島駅南口店の於いて
午後８時30分より、前昭島地区長の佐藤和夫さんと前地
区部長の石井克昌さんの慰労会を行いました。
お二人は
２期６年間勤め昭島地区に貢献して参りました。
まずは
松本正司新地区長の挨拶、乾杯の音頭で始まり、慰労会
は約18名の参加者で和やかに始まりました。約２時間料
理とお酒で楽しみました。佐藤和夫さん、石井克昌さんに
は２期６年間ご苦労様でした。 次の地区長は松本正司
さん、部長は宮脇友光さんが受け継ぎました。慰労会は午
後10時30分頃終了致しました。
（通信 鎌田）

before

国立地区講習 「濡れパン」
7月20日㈮21:00よりヘアサロンロダンにて、
石川裕麻東理同組講師による、今話題の"濡れ
パン”講習会を行いました。 当日はさすが話
題になっているだけあり、他支部からの受講生
も含め熱気ムンムン41名の方々が参加。
フェ
ードカットも含めた"濡れパン”の定義を中心に
、
カット技術、
アイロン技術、
さらにはカラーも
行いました。 参加された方々は非常に勉強
になり、大勢の方々がポスターを購入され23
時に終了となりました。
（通信 野島）

before

before

砂川地区 「暑気払い」

三多摩ブロック講習 「2019全理連ニューヘア Tlish ~トリッシュ~」
2019全理連ニューヘア
『Tlish』
（トリッシュ）のブロック講習が7月
25日、国立市・商協ビルで開催されました。全理連中央講師でニ
ューヘア設定委員の工藤貴徳講師をお招きして、“大人女性を理
容サロンで輝かせる”をコンセプトに創作された、
きちんと感のあ
るショートボブにやわらかいカールを加えた上品で知的なスタイ
ルを、わかりやすいデモストで披露されました。
また、
スタイルだ
けではなく、女性に好まれるサロンづくりと、女性を迎え入れる接
客法なども提案していただきました。
2015年の制度改正で理容店で女性のパーマが可能になったこと
で、
レディスシェービングをはじめ、
カット、パーマなど女性を理容
サロンに定着させていくことが一番大切で、女性に選ばれるサロ
ンづくりの提案に会場は熱心な方で満員大盛況でした。

8月9日、砂川地区として初めて暑気払いを開催しました。
20名の参加で、おおいに盛り上がりました。
（通信 梅田）

国立地区 「暑気払い」
平成30年８月９日
（木）午後８時30分より
「和魚菜〜わとな
〜」にて国立地区恒例の暑気払いを開催いたしました。大日
向前地区長の乾杯の音頭で始まり、15名の参加者で美味し
い料理とお酒を楽しみました。 （通信 志茂）

昭島地区女性部 「昼食会」
三多摩青年会議所イベント
「高尾山ビアマウント」
8月6日三多摩青年会議所夏イベントとして高尾山ビアマウントに
行ってきました。 多摩立川支部からは19名の参加でした。
今年も天候に不安があるなかの開催でしたが、会議所員の願いも
叶わず暴風雨でケーブル停止と災難に見舞われましたが、怪我無
く無事に帰って来れました。

昭島地区女性部で３０年度初めての企画！！
９月３日
（月）台風が近づき、お天気が心配でしたが、８名の参加者で
イタリア料理「Pizzeria e Osteria MUGI」
で、
ランチを楽しんできました
。 ピザ・パスタを皆でシェアして色々美味しくいただきました。 話に
夢中になり２時間があっという間に過ぎてしまいました。
楽しいひとときでした。
参加して頂いた方ありがとうございました。
(通信

次回は10月29日三多摩フットサル大会ですので、記念公園に散歩
がてら見に来て下さい。

（通信

舟山）

松本)

第61回三多摩理容野球大会
第61回三多摩理容野球大会が8月27日、9月10日の二
日間に渡り開催されました。保谷淳選手の選手宣誓で始
まり、初日２勝０敗、二日目１勝１敗で、結果３チーム
が３勝１敗の同率となり、我が多摩立川ビーバズは惜し
くも優勝を逃し３位でした。

（通信

高木）

【大会結果】
優 勝 西多摩支部
福生ミューズ
準優勝 八王子支部
ハンドレッズ
３ 位 多摩立川支部 ビーバーズ
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