令和2年12月

中部会連絡

１２月常任理事会

議事録
２０２０．１２．１４
県組合事務所にて
令和2年12月14日

常任理事会前に株式会社「ミツウロコヴェッセル中部」加藤様、南様から組合メリットとしてのミツウロコ電気加入
とENEOS

FCカードの説明があった。

今後、各部会において説明していただく。

１，県理事・支部長会(11/1６)報告について
書面議決により中間報告を行い理事支部長31名全員承認。

定款の変更挿入の件は来年４月の理事会で決議する。

２，全理連第5回理事会(11/19)報告について
【報告事項】
◎厚生大臣表彰、

森 正延 （天竜支部長）

◎生衛中央会理事長表彰、林 敏也（副理事長）
来年３月５日の全理連評議員会で表彰が行われる。
（2）理容ボランティア活動の実施報告について
訪問理容24県、献血11県、清掃24県、その他24県、（募金・車椅子・タオル寄付）
新聞18紙、テレビ６局

。

静岡県は中部会実施を静岡新聞、西部会実施を第一テレビが報道してくれた。
（3）令和2年秋の叙勲・褒章について
【旭日単光章】大橋眞輔（青森県組合副理事長）
【黄綬褒章】花島和久（千葉県）、宇佐美勉（神奈川県）長谷川重夫（大阪府）
【卓越技能者】大導寺正毅、伊藤和幸、靭尾正人
（４）令和2年7月豪雨による被害状況について
福岡県―50,000円
熊本県―全壊3, 半壊大2、半6戸、1,390,000円
以上、全理連の災害規定に沿って見舞金として支払われた。

（５）2020全理連・理容業界振興論文の審査結果について
最優秀賞、原田良太（兵庫県）
優秀賞、佐久間 博（福井県） 糸田泰典（和歌山県）
奨励賞、林敏也（静岡県）西 栄三（京都府）
来年３月５日の全理連評議員会で表彰が行われる。

【協議事項】
（1）令和2年度決算見通し及び財政検討打ち合わせ結果について
全理連各種会議、ニューヘア発表会・全国大会の中止で剰余金が約8500万円
出る。各県へ配布など使途を、次年度４月までに決定する。

（2）令和3年度予算の基本方針について
全理連会費は上げない方針でいる。5期15年上げていない。４５０円のまま。
（４）災害に関する特別表彰候補者について
台風や地震災害によりご尽力された２７名の方々が推薦され受賞。
災害が多かった岩手県や福島、栃木など２２組合から推薦。
（５）新春の宴の開催について
毎年新年に行われる「新春の宴」は議員や生衛関係者が多く出席される宴。
来春の開催は新型コロナウィルス感染対策で中止とした。
（６）令和2年度各種表彰式典について
②

厚労省・医薬区・生活衛生局長表彰について
小田敏也様（富士宮支部長）が表彰される。

③

全理連理事長表彰について
橋本浩一様（富士宮副支部長）遠藤由起夫様（賀茂副支部長）
秋山育男様（島田副支部長）３名が表彰される。

（7）新型コロナウイルス感染症に関するアンケート調査の実施について
全理連総務より各支部に12月10日頃届、令和3年1月末までに連合会に送付する。
問１については静岡県は実施していないので記入は不要。問2については「ガイドラインセ
ミナーDVD」を視聴された方のみ回答。視聴されてない方は記入不要。
（8）全理連ナショナルチームの編成について
ディレクター
チーフトレーナー
トレーナー

・

飛田英雄（全理連教育委員長）

・ 飛田恭志（全理連中央講師）
・ 片桐寿彦・栗野大輔・石川信次（全理連中央講師）

（10）第73回全国理容競技大会（神奈川県）の競技種目及び大会要項について
【第１部門】

Ｂａｒｂｅｒ

Ｓｔｙｌｅ（バーバースタイル）

【第２部門】

レディスカット・パーマスタイル『Leap』

【第３部門】

メンズカット・パーマスタイル

カット・セット35分
カット・セット40分

カット20分、セット10分

競技要項はコチラから
第73回全国理容競技大会要項 | 全国理容生活衛生同業組合連合会 (riyo.or.jp)

（11）

第74回全国理容競技大会の開催実行担当について
東北協議会主幹・秋田県組合担当
日時・令和4年10月17日

あらやちょうあざ さ

ぬ

き

場所・秋田県立武道館（秋田市新家町字佐奴奇2-2

（12）

Tel‐018-862-6651）

理容歴史大全集について
日本の理容の歴史等

1,000部製本、組合や学校へ配布

制作予算9,945万円（税込）
◆

理政中央会。第４回常任就行委員会
政党との会議出席、補助金の折衝など。経過報告された。
１月に決算報告が出る。

（その他）２０２１理容業界振興論文募集要項

（別紙参照）

３． 衛生講習会「新型コロナウィルス」ガイドラインセミナーについて
ＤＶＤを200枚作製して各支部へ店舗数により配布。（10店舗に1枚割り）
聴いてアンケートを回収。提出者に修了書を授与する。
支部でまとめてアンケートを組合へ送付する。
常任理事に配布済みのDVDコピー制作費、森正延氏に5000円支払う。
４，

令和３年度静岡県理容競技大会(3/２９)について
東部会担当、東部総合美容専門学校（三島市）
フォトコンテスト導入
「２０２１」フォトコンテスト部門
「新型コロナウィルスを吹き飛ばすようなヘアスタイルをフォトで創ろう」
マスクやスカーフを装着したヘアスタイル作品を、スマホかタブレットで撮影し
組合メールアドレスへ送付する。（2月1日締め切り）
写真サイズ２種（１００円・４００円）は出場選手数を見て判断する。
大会は無観客で開会式および閉会式はなし。

５，「医療用ウィックサロンづくりセミナー」講習会について （添付報告書あり）
11月16日に愛知県理容会館において行われた東海北陸協議会実施の
「医療用ウィッグサロンづくりセミナー」講師認定研修会に栩木県講師が
参加。今後は県内、各部会などで講習会の技術指導を担当する。

６，産学連携就職情報交換事業について
理容学校と連携して生徒入学の協力をし、学校は生徒に組合加入店舗を紹介する事業。
紹介してもらうには「雇用保険」「厚生年金」「社会保険」加入や家族従業員以外の従事者がいる

条件を満たす事が必要。
新規従業者を雇用希望の店舗においては、現状で「従業者ゼロ」になるのでその場合の対応が必要
か？
県組合から各支部長に案内通知済。
７,

現在2店舗から申し込みがあった。

令和３年度事業日程について（別紙参照）

８， その他
① 令和3年度西部理容美容専門学校昼間課程生募集について
理容―19名
②

美容―60名

ZOOMリモートセミナー開催（別紙参照）
全理連講師会によるZOOMリモートセミナーを開催する。
先着１０県の申し込みで無料開催。
静岡県講師会で申し込み済

日時；令和３年１月１５日（金）２１時より
内容；ケミカル部会「大会出場者の基礎知識」
〜 大会出場に必要なカラー知識やパーマ仕込みについて
ヘアケア部会「ヘッドスパメニュー提案におけるカウンセリングシートの活用」
〜 カウンセリングの必要性とヘアケアやスキンケア、心のリラクゼーショ
ンを学ぶ。
受講の仕方やパスワードなどは中島教育部長から後日情報提供あり。
③ 生活衛生指導センター 消費者との懇談会 東部、中部、西部にて開催
沼津（東部）島田（中部）浜松（西部）にて消費者との懇談会を行った。
「理容と美容の違い」や法律の変更などを説明した。
開催地の役員に参加していただいた。
◎ヘアケアプログラム事業、国庫よりに入金がありSDTに11/30日支払い済。
◎ガイドラインセミナーDVD、200枚分8万円SDTに支払い済。

２・中部会関連
(1)
全理連無料講習会について
１月２５日（月）１０：００〜１２：００（受付９：３０〜）
パルシェ７階会議室にて開催
講師は、千葉司・全理連中央講師
募集かけほぼ定員に達した。54名定員。現在53名申し込み済。
会場内でのソーシャルディスタンスやエタノール消毒を行う。
事前に参加者へ「整理券」発行。体調など記入し持参いただく。
パルシェ１Fにて「体温測定」を行い管理する。
(2)

中部会プロジェクト「シズナカＢＢ

デジタル推進室」について

https://hmmmatsuura.wixsite.com/dsbb
（Ａ）支部別情報（Ｂ）シズナカＢＢ情報
（Ｃ）県、全理連情報
（Ｄ）訃報情報

〜

「新型コロナウィルスガイドラインセミナー」動画UP

各支部長から情報提供あった方のみ

・情報発信ツールの製作＆準備

10月に配信した「シズナカBBリモート講習動画」もビデオ配信してます。
その他「県常任理事会配布資料」や「議事録」なども閲覧できます。
今後も、中部会組合員様向けに「コロナ渦」での情報発信のツールとして活用していきたいと思いま
す。
1月25日「全理連無料講習会」
２月8日

「衛生講習会」（理容コロナ対策ガイドライン）

R３・1月

(3)

フォトコン結果発表

11月から「マスクDe

HAIR

＆

ネットDeヘアカタログ発表

アイケア

フォトコン」実施中

１１月１日からスタートしております。ふるって応募ください。支部員数の１０％の応募数を目指して
ください。
12月１２日現在１９作品の応募がありました。（一覧表参照）１２/２３現在は２７作品です。

支部

組合員数

目標

残り

2020/1２/１２現在

清水

137

14

8

6

静三

53

5

2

3

静南

51

5

1

4

静西

58

6

3

3

焼津

62

6

1

5

藤枝

67

7

3

4

島田

88

9

0

9

榛南

48

5

1

4

564

57

19

38

（４）「シズナカBBケアプラス

キラキラ感謝祭」について

中部会独自のプロジェクト「シズナカBBキラキラ感謝祭」
１２月１日より 抽選券配布 （〜１月３１日）
１月１８日（月）抽選会 当選支部へ「商品券と現金」進呈
２月１日 各店舗で当選番号発表 （引き換え機関支部で変更可）
（５）中部会 コロナ対策衛生講習会について
令和３年２月８日（月）１０：００〜
県総合病院の感染管理認定看護士の鈴木

清美先生による衛生講習会を実施します。

コロナ情報は日々更新されております。リアルなコロナ情報を勉強したいと思います。
記
１・研修名
２・日時
３・会場
４・参加対象
５・内容
６・謝金

「理容組合中部会 新型コロナウィルス対策 衛生講習会」
令和３年２月８日（月）
静岡市商工会議所 会議室
理容組合中部会（中部地区の理容組合）会員
約４０名
組合員限定のリモート配信も予定
新型コロナウィルス感染予防のための最新情報や衛生管理について
３００００円（税込）

以上、県立総合病院へ申請しました。

（６）「医療用ウィックサロンづくりセミナー」講習会について
令和3年度「女性部」対象に実施計画する。常任理事会議事録に関連情報あり。

（７）令和3年中部会総代会について
令和3年4月5日（月）10時〜
議長

島田支部

副議長

静岡市商工会議所
榛南支部

司会

４F会議室

静西支部

