
砂川地区　新年会
1月６日(月) 懐石料理「がんこ」立川店 にて地区新年会を開催
しました。　１９名の参加者で大いに飲んで、食べて盛り上が
りました。　　　　　　　　　　　　　(通信　梅田)

１月６日（月）　国立理容親睦会の新年会が「千成寿司」にて参
加者１４名で開催されました。　杉山地区長、高木支部長、小
野地区部長と新年のご挨拶のあと、川崎巡二氏の乾杯で開宴し
、美味しい料理とお酒を和やかに楽しんで過ごしました。志茂親
睦会々長の中締めでお開きとなり、２次会へとつづきました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通信　志茂）

国立地区　新年会

１月６日（月）昭島の「フォレストイン昭和館宴会棟１Fフリージア」に
於いて午後６時より新年会を開催致しました。　まず松本地区長より
新年の挨拶があり、その後乾杯の音頭で和やかに新年会は始まりまし
た。新年会には自民党衆議院議員の井上信治氏、昭島市議会議員の大
島博氏、昭島市長の臼井伸介氏の３方お招き致しました。　途中でカ
ラオケタイムなども有り楽しい新年会でした。　最後に佐藤彰則副支
部長よりしめのお言葉を頂き午後８時頃新年会は終了致しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通信　鎌田）

昭島地区　新年会

立川地区　新年会
１月６日(月)６時よりビストロこづに
て新年会を開催。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　

1月6日 今年も「味処喜多郎」さんで新年会を行いまし
た。　今年は親睦と合併の意見交換のため、東大和地
区部長の西川さんに参加していただきました。　地区
員さんの素朴な疑問を直接聞いていただき、合併に
向けてさらに前進できたと思います。　もうすぐ新しい
仲間が加わる予定もあります。今年も地区員さんたち
と一致団結して取り組みたいと思います！　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（通信　川田）

武蔵村山地区　新年会

国分寺地区　新年会
１月１３日（月）成人式の日にて、国分寺地区の新年会が開催されました。
国分寺市東元町『カラオケ スナック 常連』にて、14名の参加で、スナックのママさんとその
お母さんがおもてなしして下さいました。　軽食とそれぞれ皆さんの挨拶などで楽しく会
は進み、中締めをしそのまま二次会カラオケに。　手作りのピザも出て来て美味しく頂き
ました。　皆さん歌も披露して、宴もたけなわ、楽しい時間は過ぎるのも早いです。　１８
時３０分から２３時頃まであっという間の３時間半でした‼　　　　（通信　熊谷）

砂川地区講習　「刈り上げ」
う!」と参加者からは驚嘆の声が上がっていました!　テクニックは
もちろん野平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、 私たちのお店でしかできない今風の「刈り上げ」
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
きな野平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。野平先生ありがとうございました! 
 　　　　　　　　　　　　(通信　教育部副部長　武藤栄一) 

1月23日(木曜日)出席22名。 会場「hair salon どれっしんぐ」
新宿「メンズヘア・ササキ」店長で、2019年度全国理容競技
大会・世界大会ウイッグ種目「ロースキンフェード」チャンピオ
ンの野平直希講師をお呼びして「若手理容師の作るメンズウ
イッグ刈り上げ講習＋人間モデルカット」と言うテーマで講習
会を行いました。　野平講師は若干26歳と若いのですが、全
国学生コンテストミディアムカット部門優勝、THDCクラシカ
ルセット部門優勝、FADEバトル、全国大会2018優勝、2018
国際理容競技大会FADE部門優勝、（2019LA国際大会 日本
代表）部門のチャンピオン等素晴らしい経歴の持ち主です。　
勤め先が新宿という場所柄、SNSを見た外国人も多く来店し、
メンズショートスタイルを得意とされています。 　今回の講習
では、プロジェクタ ーを使用して過去の作品や優勝した時の
模様を説明して下さり、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。 ウイッグのほかに素敵なモデルさ
んも連れて来ていただき大変勉強になりました。 センスの良
いシャープな仕上 がりを拝見して、「さすがチャンピオンは違

支部講習　「理容と相続」
ある場合と相続人どうしの話し合いで相続割合を決める場合で異
なります。そのためにも「残したい資産がある場合には、遺言書を
書いておきましょう!」と教えて頂きました。
今回の講習では、誰がどれぐらい遺産をもらえるか?といったこと
や必要な手続きなど、遺産相続について知っておきたい事項を楽
しく具体例をあげながら教えて頂きました。
家族間のトラブルをなくし、事業を後継者に残す為にも是非活用
したいと思います!! 　　　　(通信　教育部副部長　武藤栄一) 

1月27日(月曜日)株セレモア本社ビルにて「行政書士の磯村
修世先生」をお招きして支部講習会を、「これだけは知ってお
きたい理容と相続」というテーマでお話して頂きました。
(参加者　26名。)
遺産相続では家族同士でトラブルになることは少なくありま
せん。　また場合によっては財産分割のためお店の理容室を
手放さなければならなくなることもあります。　「誰がどれぐら
い遺産をもらえるか」を正しく理解することで、このようなトラ
ブルは防ぐことができるそうです。　遺産相続にはさまざまな
手続きがありますが、手続きをしなければ思いもよらない不
利益を被るためことも多いそうです。　そのためには、遺産相
続で誰がどれぐらいの割合で遺産をもらえるのか? 遺言書が

令和２年 多摩立川支部 役員新年会

多摩立川支部役員新年会が1月2７日（月）午後5時より『立川
パレスホテル』にて開催されました。 片居木総務部長の司会で
進行し、駒形経理部長の開会の辞、高木支部長、来賓の年頭挨
拶と続き、成田相談役の「乾杯！」からは和やかに、美味しい料
理を口に運びながらの歓談となりました。　余興のゲーム大会
では勝った方にタカラベルモントよりコーヒーメーカー、トギノ
ンよりシザーケース、パレスホテルよりランチお食事券、メイセ
イより高機能空気清浄機と豪華な景品がプレゼントされました
。佐藤共済部長の閉会の辞の後、榧下立川地区長の手締めで
お開きになりました。

女性部　新年会
1月20日(月)立川駅北口『がんこ』にて支部女性部新年会
を行いました。　葛西部員の挨拶に始まり、髙木部員の司
会進行で２時間半ゆっくりと料理を味わい、おしゃべりを
楽しみ懇親を深めました。　『がんこ』さんから柚子酒の差
し入れもあり、特別なお品書きも用意していただきうれしさ
倍増でした。　参加25名　　　　　　(通信　長島)

新規加入店紹介（武蔵村山地区）

氏名：林 竜也 
店名：Hair 's  RAPA
住所：武蔵村山市本町1-3-1
電話：042-843-5308
趣味：ダーツ・スノーボード

昭島地区　早朝ウォーキング
令和元年10月28日（月）ＡＭ６時30分昭島駅北口に集合し、今年
最後の昭島地区早朝ウォーキングを行いました。 　天気まずまず
でウォーキング日和でした。　まず、昭島駅北口を出て栗田工業ラ
グビー場を目指して歩き、そのまま美堀町方面へと歩きました。　
湯楽の里付近から玉川上水沿いを歩るき、昭和の森ゴルフ場方面
へとそのまま昭島駅北口へと戻りました。　
約１時間30分ほどのウォーキングでした。   　　（通信　鎌田）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通信　熊谷）

東大和地区　チョキちゃんパトロール
令和元年12月11日(水)　急に寒くなり、天候も不安な中で
したが、令和元年最後のチョキちゃんパトロールを行いま
した。　理容ナカに集合し、新堀地域を中心に、小一時間ほ
どを参加者5人で夜警しました。　今年は雨に祟られ、開催
出来ない事も多かったですが、これからも続けて行けるよう
に頑張って行きたいと思います。　　　　（通信　西川）

立川地区講習　「ポスティングの成功術」

12月11日　ペピーズヘア立川店
今回は「ポスティング」という実際に行うにはハードルの高
い内容とは思いましたが、関口講師のわかりやすく丁寧な
講習により、最後は質問が止まらない状況になりましてと
てもうれしく思いました。
今後も教育部として一辺倒にならずに様々なものにチャレ
ンジしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
　　　　　　（通信　立川地区教育部　池野孝太郎）

東大和地区講習　「セルフブランディング」

令和２年1月15日(水)
天候が不安定で冷たい小雨も降る中でしたが、今年最初
の地区講習会を東大和市商工会館で開催しました。
テーマは「セルフブランディング」です。
ペピーズの乾瞳講師をお招きし、ご自身の失敗談なども交
えながら、実戦的な方法を教えていただきました。
他支部からも受講者が集まり、30人程の参加者が熱心に
メモを取っていました。
　　　　　　（通信　東大和地区教育部　西川哲弘）
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東大和地区　チョキちゃんパトロール
令和元年12月11日(水)　急に寒くなり、天候も不安な中で
したが、令和元年最後のチョキちゃんパトロールを行いま
した。　理容ナカに集合し、新堀地域を中心に、小一時間ほ
どを参加者5人で夜警しました。　今年は雨に祟られ、開催
出来ない事も多かったですが、これからも続けて行けるよう
に頑張って行きたいと思います。　　　　（通信　西川）

立川地区講習　「ポスティングの成功術」

12月11日　ペピーズヘア立川店
今回は「ポスティング」という実際に行うにはハードルの高
い内容とは思いましたが、関口講師のわかりやすく丁寧な
講習により、最後は質問が止まらない状況になりましてと
てもうれしく思いました。
今後も教育部として一辺倒にならずに様々なものにチャレ
ンジしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
　　　　　　（通信　立川地区教育部　池野孝太郎）

東大和地区講習　「セルフブランディング」

令和２年1月15日(水)
天候が不安定で冷たい小雨も降る中でしたが、今年最初
の地区講習会を東大和市商工会館で開催しました。
テーマは「セルフブランディング」です。
ペピーズの乾瞳講師をお招きし、ご自身の失敗談なども交
えながら、実戦的な方法を教えていただきました。
他支部からも受講者が集まり、30人程の参加者が熱心に
メモを取っていました。
　　　　　　（通信　東大和地区教育部　西川哲弘）

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

編集・発行　多摩立川支部広報部

2020年2月6日

vol.70

http://tama-tachikawa.com/

koho@tama-tachikawa.com【情報をお寄せください】


