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昭島地区・女性部共同レクリエーション
11月５日(月)昭島地区と女性部との共同レクリエーションを開
催致しました。行き先は山梨県富士川クラフトパークへ25名の
参加で行って来ました。 午前７時40分昭島駅南口に集合し、
バスにて山梨へ目指しました。 当日はとても良い天気で日中
は半そででいられるくらいの温かさでした。 まず、最初に立ち
寄ったのは身延町なかとみ和紙の里の西嶋和紙体験コーナー
に於いて参加者全員で和紙作りの体験をしました。 和紙は
40分程乾かし、上下に木の棒を付けて出来上がりました。出来
上がりました。 作品はそれぞれ持ち帰りました。続いて昼食は

富士川クラフトパーク内バラ園に囲まれたカジュアルフレンチ
レストランスヴァニールにて美味しいお肉と魚料理を頂きまし
た。 昼食の後は富士川・切り絵の美術館を見学し、最後に山
梨県立富士川観光センター道の駅みのぶにて、お土産などを
買い、バスは帰宅の途につきました。帰りのバスの中ではカラ
オケで盛り上がりました。昭島駅南口到着６時の予定でしたが
事故渋滞などがあり２時間遅れで８時過ぎに到着しました。
（通信 鎌田）

立川スターレーン

＜男子＞
優 勝 三津谷謙二（６７１ピン）
準優勝 武澤 義博（６６２ピン）
３ 位 塚本 洋 （６３７ピン）
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（４５９ピン）
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今月号より全店舗に配布することになりました。 各店舗１部づつお取りください。

砂川地区講習 「簡単！おしゃれメンズ・ヘア」
9月28日(金曜日)出席23名。 会場「hair salon どれっしんぐ」
東理同組講師で、2015年度全国理容競技大会2部チャンピオ
ンの蓮沼拓人講師をお呼びして、めっちゃ売れている
「簡単おし
ゃれメンズ・ヘア」
と言うテーマで講習会を行いました。
蓮沼拓人講師は全国大会2部「レディース」部門のチャンピオン
ですが、お店がユニセックスサロンと言う事もありメンズ・レディ
スともに得意とされています。 今回の講習では、
プロジェクタ
ーを使用してメンズカットの切り方やスタイルのバリエーション
説明して下さり、技術はもちろんの事、理論的で分りやすい講習
会になりました。 モデルさんはブリーチ後にカラーを行なって
いてダメージが大きかったのですが、傷めずにパーマを掛ける
方法等、大変勉強になりました。 センスの良いオシャレな仕上
がりを拝見して、
「さすがチャンピオンは違う!」
と参加者からは驚

多摩立川支部 ボウリング大会
平成３０年１１月２６日
（月） 多摩立川支部ボウリング大会

東理同組多摩立川支部

嘆の声が上がっていました。 テクニックはもちろん蓮沼講師の
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、
今までの普通のヘアスタイルに
「流行」や「オシャレ」の要素をプ
ラスする事で、理容師の持つ高い技術力をアピール出来ると思
います。 今こそ理容本来の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蓮
沼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。 蓮沼拓人先生ありがとうございました！
！ 大勢の皆様に
、夜遅くまで講習に参加して頂きましてありがとうございました。
(通信 武藤栄一)

３ゲーム戦

平成３１年２月４日
（月）
第３３回三多摩理容協調会ボウリング大会
多摩立川支部代表選手
Aチーム
三津谷謙二
武澤義博
塚本洋
椎名四郎
大友鈴香スターシャ
和田真澄

Bチーム
岡村勲
晴山勝利
榧下一樹
成田浩一
岡村ワカ子
榧下愛美

国立地区女性部講習 「シェービングカップデザインレッスン」
11月26日
（月）国立駅前市民プラザで全理連講師の菅家絵利子先生のご指導でシェ
ービングカップの絵付けを行いました。 豊富な図柄シールの中から好みのものを選
び 組み合わせ デザインを考えて貼り付けます。 皆 鋏・カッターを手に夢中で作業
に没頭していました。 これを先生が焼き付け処理して下さって 後日 各自の手元に
届きます。 できあがりが楽しみです。 その後 近くのレストランで先生を囲んでの食
事を楽しみました。 参加者8名＋3名
（通信 長島）

昭島地区

第５回早朝ウォーキング

平成30年９月24日(月)午前６時30分JR拝島駅に集合し早朝ウォー
キングを行いました。当日の天気は曇りで弱い雨が降ったり止んだり
でしたが、歩くには支障のない程度でした。 歩いたルートは拝島駅
から睦橋通り方面まで歩き、多摩自慢（石川酒造）前まで歩いて拝島駅
まで戻りました。当日の参加者は10名でした。次回10月は昭島駅より
スタートで今年度の最終回ですので参加者皆さんで朝食ブランチを行
います。
（通信 鎌田）

第１２回東理ボウリング大会
平成３０年１０月１日
（月） 品川プリンスホテルボウリングセンター

【第１２回東理ボウリング大会結果】
＜団体＞

優 勝 多摩立川支部
１４１３ピン
（ハンデ３０）
準優勝 荒川支部
１２２４ピン
３ 位 江戸川支部
１２２０ピン
＜個人＞ 優勝 武澤義博 （国分寺地区) ３７６ピン
２位 椎名四郎 （国分寺地区) ３６５ピン
４位 塚本 洋 （国分寺地区) ３４４ピン
９位 三津谷謙二（東大和地区）３２４ピン
（ハンデ５０）
ハイゲーム賞 武澤義博（国分寺地区）２１６ピン
ローハイ賞
椎名四郎（国分寺地区）

（通信

昭島地区

支部講習 「東京しゃんぷー&東京しぇーぶ」
10月4日(木曜日) 髪職人YOSHIZAWAにて 出席者25名。
今回の多摩立川支部講習会では、毎月認定講習会が行われ、認
定サロンが増えている
「東京しゃんぷー&東京しぇーぶ」の認知
講習会を行いました。(認定講習会の行なわれている
「東京しゃ
んぷー&東京しぇーぶ」
を知ってもらう為の認知講習会として、支
部の皆様への認定講習会参加情報の提供&デモンストレーショ
ンを行いました。) 講師として、
プロジェクトメンバーの佐藤大
蔵 東理同組専任講師、江黒和広 東理同組専任講師、柳田真希
東理同組講師をお招きして、
プロジェクターを見ながら細かく説
明を聞き、続けてデモンストレーションを見学しました。普段私
達が行なっているシャンプーやメンズシェービングとは違い、マ
ッサージのテクニックや剃刀・替刃、
ラザーリングのブラシや石
鹸、
フェイスマスクに至るまで、
『どのようにしたら、
もっとお客様

昭島地区

に喜んで戴けるのか?』
を考えた結果、今のスタイルになったとの
事です。今までこのようにやって来たから、
と妥協することなく日
々精進する事の大切さを改めて教えて頂きました。
東理同組が満を持してプロジェクトを立ち上げたと言うだけあり
素晴らしい技術内容で、
これからの営業に役立つヒントを沢山
頂きました。組合のスケールメリットを活かし、2020年に向けて
ブランド力を高め、総合調髪内のメニュー革新を行い、適正料金
の確保、理容組合サロンの更なる増益を目指す為にも是非活用
したいと思います。
「東京しゃんぷー&東京しぇーぶ」
プロジェクトメンバーの講師の
皆様ありがとうございました。
(通信 武藤栄一)

三津谷）

第６回早朝ウォーキング

10月29日
（月）午前６時30分にJR昭島駅改札前に集合し、第６回目
の早朝ウォーキングを10人の参加で行いました。 今回は今年最後
のウォーキングとなりました。 昭島駅北口より、昭和の森を抜けてゴ
ルフ場方面を目指して、松中橋交差点左を曲がり玉川上水沿いを歩き
フォレストイン昭和館まで戻り約１時間チョットで昭島駅北口へと到
着しました。 今回は最終日という事で参加者でモリタウン飲食店街
フォレストにてコーヒーやサンドイッチ等朝食ブランチを頂きました。
（通信 鎌田）

三多摩理容協調会 「TAMA FESTA 2018」
平成３０年１１月１２日
（月） タマフェスタ2018

三鷹産業プラザ７Ｆ

出場選手１５２名（多摩立川支部より１１名）

小田原きよし君を励ます会

10月1日
（月）昭島地区を代表して衆議院議員『小田
原きよし君を励ます会』に松本正司地区長・元地区
長の服部謙一郎・佐藤和夫、３名が参加しました。国
会議事堂近くの憲政会館にて２５０名ぐらいの参
加者が集まり盛大に行われました。来賓の方には新
大臣の柴山昌彦 文部科学大臣・山下貴司 法務大臣
・片山さつき 内閣府特命担当大臣など国会議員・都
議会議員・市議会議員の多数参加されました。三多
摩不動産業界理事の方々と名刺交換し代議士と記
念撮影もおこないました。異業種の方とも知り合え有
意義に過ごせました。
（通信 松本正司）

優

国分寺地区

秋の懇親会

10月15日(月)、国分寺駅近くの「うな太郎」
さんにて食事会を開
催しました。 お酒の席が入る時は、夜に集まる事が多いので
すが今回は珍しく昼の開催。 串物やおつまみで一杯頂いた
後、最後は鰻重で締め。贅沢な一時を過ごしました。
その後は、恒例のカラオケへ。昼酒と鰻の効果で、何時もより皆
さん良い声が出ていました。 昼酒に鰻！ 最高です！
！
（通信 熊谷）

砂川地区 ミステリーツアー
10月15日
（月）砂川地区ミステリーツアー18名の参加で、神奈
川県方面に行って来ました。 まず、横須賀で船に乗り軍港めぐ
りをして、次に猿島に渡り小一時間の島めぐり。昼食は、観音崎
京急ホテルでバイキング。美味しい料理をゆっくりと味わいまし
た。最後は江ノ島で、
ショッピング&散策をして午後7時頃立川
に戻りました。砂川としては、天候に恵まれ楽しいツアーとなり
ました。
（通信 梅田）
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多摩フェスタ2018の表紙デザイン公募でK's
Hair（片居木一義氏経営）
スタッフの福島竜
世（ふくしまりゅうせい）
さんの作品が選ばれ、
表彰式の前に賞金が授与されました。

昭島地区

１泊バスツアー

10月15、16日に毎年恒例の昭島旅行会一泊二日バスツアー
で石和温泉に行ってまいりました。１日目はサントリー白州工
場や甲斐善光寺の見学 。 夜は美味しい食事とお酒に楽しい
宴会で大盛り上がり。2日目は信玄餅で有名な桔梗屋でお買
い物。湖と富士山の眺めが素晴らしい河口湖大石公園を散歩
してお腹を減らして、お昼はお鍋と焼き肉。
あっという間一泊二
日の楽しい旅でした。
（通信 土屋）

青年部イベント ｢ビリヤード大会｣
10月22日青年部イベント｢ビリヤード大会｣開催しました。
参加者15名、
くじ引きで5チームに分けての対抗戦！
全勝した杉山さん佐藤さん加藤さんチームにクオカード！
！
飲んで、食べて、
プレーして楽しんでいただきました。
（通信 舟山）

女性部 「お料理教室」
10月22日(月）午前の部13名（昭島・立川・砂川）
、午後の部14名（
国立・東大和）に分かれて昭島ガス本社の調理室にて行いました
。 高坂講師の丁寧な説明とアシスタントの方の周到な下準備の
おかげをもって、みな手際よく？わやわや賑やかに事は進みまし
た。最新のガス機器によって20分で五穀米は炊き上がり、生姜の
効いた鶏と緑豆の中華スープ、短時間でできる白菜の辛み漬、食
べ応えのある大きなエビのチリソース、
しっとり焼豚、紅玉をキャ
ラメリゼしたケーキのおみやげまで …
お腹も心も満たされた一日でした。
（通信 長島）

武蔵村山・東大和地区講習 「フェードカット」
10月19日(金) 武蔵村山・東大和地区で初の
合同講習会が行われました。 講師は、パリで
開催されたヘアワールド2018で見事に金メダ
ルに輝いた選手団にコーチとして帯同された、
飛田恭志 全理連中央講師です。
テーマは『フェードカット』。 他支部の参加者
も含め、40人弱の人数が集まりました。技術的
なものはもちろん、世界を体感した視点から、
今のトレンドやこれからの理容業界の広い考
察についての講義が行われました。
(通信 西川)

東京都青年会議所 「チャリＴ」
東京都青年会議所の西日本豪雨災害チャリティー
Tシャツ
「チャリＴ」。
皆様の御協力により販売枚数1746枚1765000円
（多摩立川支部では74枚）の売上となりました。
ありがとうございました。
責任をもって被災地に送らさせて頂いきます
（通信 舟山）

第13回三多摩フットサル大会
10月29日三多摩青年会議所主催
「第13回三多摩フットサル大会」が開催されました
参加10チームが優勝目指して晴天の中頑張りました。
多摩立川支部から4チームが参戦！惜しくも準決勝で敗
れて仕舞いましたが、榧下一樹くんが5点で得点王にな
りました。 BBQには沢山の方(ペピーズ)に来てもらい楽
しんで頂いたと思います。
（通信 舟山）

優 勝 専修同窓会チーム
準優勝 タカーニャ(多摩府中北)
３ 位 ペピ男
４ 位 SCISSORS team HO
８ 位 ペピスター
９ 位 SCISSORS team JK

昭島地区

支部講習 「東京しゃんぷー&東京しぇーぶ」
10月4日(木曜日) 髪職人YOSHIZAWAにて 出席者25名。
今回の多摩立川支部講習会では、毎月認定講習会が行われ、認
定サロンが増えている
「東京しゃんぷー&東京しぇーぶ」の認知
講習会を行いました。(認定講習会の行なわれている
「東京しゃ
んぷー&東京しぇーぶ」
を知ってもらう為の認知講習会として、支
部の皆様への認定講習会参加情報の提供&デモンストレーショ
ンを行いました。) 講師として、
プロジェクトメンバーの佐藤大
蔵 東理同組専任講師、江黒和広 東理同組専任講師、柳田真希
東理同組講師をお招きして、
プロジェクターを見ながら細かく説
明を聞き、続けてデモンストレーションを見学しました。普段私
達が行なっているシャンプーやメンズシェービングとは違い、マ
ッサージのテクニックや剃刀・替刃、
ラザーリングのブラシや石
鹸、
フェイスマスクに至るまで、
『どのようにしたら、
もっとお客様

昭島地区

に喜んで戴けるのか?』
を考えた結果、今のスタイルになったとの
事です。今までこのようにやって来たから、
と妥協することなく日
々精進する事の大切さを改めて教えて頂きました。
東理同組が満を持してプロジェクトを立ち上げたと言うだけあり
素晴らしい技術内容で、
これからの営業に役立つヒントを沢山
頂きました。組合のスケールメリットを活かし、2020年に向けて
ブランド力を高め、総合調髪内のメニュー革新を行い、適正料金
の確保、理容組合サロンの更なる増益を目指す為にも是非活用
したいと思います。
「東京しゃんぷー&東京しぇーぶ」
プロジェクトメンバーの講師の
皆様ありがとうございました。
(通信 武藤栄一)

第６回早朝ウォーキング

10月29日
（月）午前６時30分にJR昭島駅改札前に集合し、第６回目
の早朝ウォーキングを10人の参加で行いました。 今回は今年最後
のウォーキングとなりました。 昭島駅北口より、昭和の森を抜けてゴ
ルフ場方面を目指して、松中橋交差点左を曲がり玉川上水沿いを歩き
フォレストイン昭和館まで戻り約１時間チョットで昭島駅北口へと到
着しました。 今回は最終日という事で参加者でモリタウン飲食店街
フォレストにてコーヒーやサンドイッチ等朝食ブランチを頂きました。
（通信 鎌田）

三多摩理容協調会 「TAMA FESTA 2018」
平成３０年１１月１２日
（月） タマフェスタ2018

三鷹産業プラザ７Ｆ

出場選手１５２名（多摩立川支部より１１名）

小田原きよし君を励ます会

10月1日
（月）昭島地区を代表して衆議院議員『小田
原きよし君を励ます会』に松本正司地区長・元地区
長の服部謙一郎・佐藤和夫、３名が参加しました。国
会議事堂近くの憲政会館にて２５０名ぐらいの参
加者が集まり盛大に行われました。来賓の方には新
大臣の柴山昌彦 文部科学大臣・山下貴司 法務大臣
・片山さつき 内閣府特命担当大臣など国会議員・都
議会議員・市議会議員の多数参加されました。三多
摩不動産業界理事の方々と名刺交換し代議士と記
念撮影もおこないました。異業種の方とも知り合え有
意義に過ごせました。
（通信 松本正司）

優

国分寺地区

秋の懇親会

10月15日(月)、国分寺駅近くの「うな太郎」
さんにて食事会を開
催しました。 お酒の席が入る時は、夜に集まる事が多いので
すが今回は珍しく昼の開催。 串物やおつまみで一杯頂いた
後、最後は鰻重で締め。贅沢な一時を過ごしました。
その後は、恒例のカラオケへ。昼酒と鰻の効果で、何時もより皆
さん良い声が出ていました。 昼酒に鰻！ 最高です！
！
（通信 熊谷）

砂川地区 ミステリーツアー
10月15日
（月）砂川地区ミステリーツアー18名の参加で、神奈
川県方面に行って来ました。 まず、横須賀で船に乗り軍港めぐ
りをして、次に猿島に渡り小一時間の島めぐり。昼食は、観音崎
京急ホテルでバイキング。美味しい料理をゆっくりと味わいまし
た。最後は江ノ島で、
ショッピング&散策をして午後7時頃立川
に戻りました。砂川としては、天候に恵まれ楽しいツアーとなり
ました。
（通信 梅田）

勝

作

品

多摩フェスタ2018の表紙デザイン公募でK's
Hair（片居木一義氏経営）
スタッフの福島竜
世（ふくしまりゅうせい）
さんの作品が選ばれ、
表彰式の前に賞金が授与されました。

