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Message 

  平素より当工業会の活動にご支援を賜り、誠に有難うございます。昨年度の創立50周年記念を

経て、現在の会員数が80を超え、創業100周年を経験する会員も多くなるなか、当工業会の果た

す役割が、益々大なるものとなっていることは、皆様のご認識の通りです。日本のキッチン・洗面

化粧台・浴室ユニット製品は、快適性や感性の追求、急速に進行する少子高齢化等の課題、エネ

ルギーや材料資源の課題の克服などに対して、先進的なハードウエアとソフトウエアを巧みに使

いながら世界に誇れる製品として発展してきました。また日本固有の製造～流通～設置～アフ

ターサービスの一気通貫の事業は、ユーザーの方々にとっての優れた特長であるとの認識を新た

にするところです。 

  当業界のさらなる発展に向けて、これまで以上の皆様方の一層のご協力をお願い申し上げ、6年

目を迎える本誌の巻頭のご挨拶とさせていただきます。 
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11月2日 
は 

キッチン・バスの日 

！ 

広めよう 

キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ 

2016.6 No 011 

第11号 

K B 通信 

キッチン・バス工業会 副会長 
パナソニック株式会社  

ハウジングシステム事業部 

水廻りシステムビジネスユニット長  

小早川 益律 

平成28年度定時総会（6/2） 



 4月28日（木）に浜松町東京會舘にて、平成28年度第1回理事会が

以下の議事に従い開催されました。当日、会長人事審議において、大

道副会長（永大産業）が新会長に選出されました。 
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   平成28年度 第1回理事会開催                          

１．審議事項 

(1) 平成27年度事業報告及び平成28年度事業計画（案） 

(2) 平成27年度事業収支決算報告及び平成28年度収支予算（案） 

(3) 平成28年度役員体制（案） 

 

２．報告事項 

(1) 会員移動について〈入会、退会、社名変更、代表者変更〉 

(2) 熊本地震による応急仮設住宅について 

 

３．特別報告 

①合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案 

②工業会の委託における学術研究研修会への講師派遣の件 

③JIS原案作成の進捗について 

④関連するJISの今後の対応について 

⑤平成27年度自主出荷統計報告 

⑥情報処理の実態調査アンケート報告 

⑦製品の長期使用に関する実態調査アンケート報告 

⑧ホームページリニューアルの件 

⑨事務局報告 

 ・第12回川柳事業の件 

 ・今後の行事日程〈公式行事・委員会開催日程他〉 

   第12回 KB&Gコラボ代表者会議開催 

理事会終了後、引き続き日本ガス体エネルギー普及促進協議会と

の第12回KB&Gコラボ代表者会議を開催しました。 

同協議会内田会長のご挨拶の後、平成27年度活動報告や平成28

年度活動計画についての報告がされました。 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

続いて、マーケティングライター、マーケティング評論家である牛窪

恵氏から、「現40・50代男女が求める暮らしの未来像とは」と題して、

世代別の購買者志向が大きく分かれ、多様化している実態など、非常

に有益なお話をいただきました。 

最後に有代会長からご挨拶をいただき閉会しました。 

理事会の様子 

代表者会議の様子 



   平成28年度 定時総会・全員懇談会開催     
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 6月2日（木）に日本工業倶楽部にて平成28年度定時総会・全員懇談会が、下記議事に従い開催されました。有代会長を議長とし、理事会で選出

された大道新会長の人事のほか、議事が進行しました。 

 総会の席で、2年間、会長として工業会を導いてくださいました有代会長より、会長退任のご挨拶をいただきました。（※有代会長、２年間本当にあ

りがとうございました！ ご挨拶内容は次ページ） 

 総会終了後、経済産業省、国土交通省からご来賓をお迎えし、会員及び関係団体の代表者の方々のほか総勢270名を超える出席者による懇親

パーティーを盛大に開催しました。（※大道新会長の就任ご挨拶内容は次ページ） 

定時総会議事 
1．審議･報告事項 

(1) 平成27年度事業報告及び平成28年度事業計画（案） 

(2) 平成27年度事業収支決算報告及び平成28年度事業収支予算（案） 

(3) 平成28年度会長人事・役員体制 

2．平成28年度会員移動について【入退会・社名変更・代表者変更】 

3．特別報告 

 

【平成28年度事業計画の概要】 
■総務委員会 

(1)工業会の地位・認知度向上の推進 

(2)傘下の6委員会課題の推進 

(3)各種課題に対応するための体制、規程類の整備 

(4)会員拡大の施策検討と推進 

(5)関連行政機関・団体等との連携強化の推進 

(6)関連法令や行政施策の情報収集と共有化 
 
■技術委員会 

◇浴室分野 

(1)入浴剤と浴室製品との技術整合（日本浴用剤工業会様協同） 

◇キッチン、洗面、浴室 共通分野 

(1)「標準設置マニュアル」の拡充更新と周知の促進 

(2)商品の技術動向変遷の調査 

(3)製品関連 環境対応推進 

(4)関連情報の収集、対応策の検討 

◇規格基準検討専門委員会（キッチン、洗面、浴室） 

(1)キッチン、洗面関連の3JIS改定原案作成完了、公募事業終了 

(2)「排水器具（トラップ）」に関するJIS維持および改定の方針決定 

(3)浴室関連の10JIS規格の改廃提議に向けた原案作成準備推進 
 
■調査統計委員会 

(1)自主出荷統計内容の充実 

(2)統計3専門委員会の充実（キッチン、洗面、浴室の各専門委員会） 
 
■ＰＬ関連委員会 

(1)製品安全に対する啓発 

(2)「カタログ表示ガイドライン」の見直し 

(3)関連他団体、関連機器メーカー様との交流会 

(4)関連法案の情報収集と対応 
 
■情報化推進委員会 

(1)IoT、インダストリー4.0等のインターネット技術に関する研究 

(2)ロボット技術、ビッグデータ、ウェアラブル端末等IT新技術調査・研究 

(3)シーサートなどのセキュリティ対応に関する調査・研究 

(4)会員企業の共通システムに関する情報交換と研究 

(5)各社の情報処理の実態調査に関するアンケートの継続実施 

(6)工業会の業務効率化のためのITサポート推進 
 
■消費者関連委員会 

(1)長期使用アンケートの分析結果の深掘り 

(2)関連団体、関連業界との意見交流会実施 

(3)HPコンテンツの拡充 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

定時総会の様子 

経済産業省 中内様よりご挨拶 国土交通省 真鍋様よりご挨拶 

日本ガス体エネルギー普及促進協議会 
内田会長による乾杯のご発声 

林副会長による中締めのご挨拶 



11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

 この度、有代前会長のご推薦を受け、会長を仰せつかることになり

ました。副会長会社の中では最も規模が小さいこともあり、就任に際し

ましては、会長会社として相応しいかを悩んでおりましたが、歴代会長

の渡辺社長、井上社長からも力強い激励のお言葉をいただき、お引き

受けすることといたしました。小粒ながらもぴりりと辛さを出しつつ、工

業会の運営のため尽力いたします。ご支援を賜りますようお願い申し

上げます。 

 工業会では、合法伐採木材等の利用促進法への対応など、取り組

むべき各種課題があります。工業会の役割は、関連行政機関に我々

現場の声を確実に届け、また課題についてどう考えていくかを現場へ

お伝えすることが重要であると考えております。工業会および会員各

位の皆様方の益々のご発展のため、寄与してまいりますので、更なる

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  新会長ご挨拶 

永大産業株式会社 代表取締役社長 大道 正人 
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 平成28年度～ 

 2年前にキッチン･バス工業会の会長に就任させていただきましたが、

今日の退任の日を迎え、感慨無量であります。 

 在任期間中、会員数は81社になり、事業環境としては消費税の反動

などがあったものの統計上もまずまずの数字を示しており、また昨年

度は当工業会の50周年という大きな節目の年を無事に迎えることが

できました。 

 これら全ての工業会活動の成果は、会員の皆様をはじめとした関係

者の皆々様からの多大なるご支援の賜物であると、あらためて深く御

礼申し上げます。 

 今後は副会長として、新会長を全力で支援させていただきますので、

引き続きよろしくお願い致します。  

  前会長ご挨拶 

株式会社ＬＩＸＩＬ 副社長執行役員 有代  匡 

 平成26年度～27年度 

 これからよろしくお願いします。  ありがとうございました。 



     平成28年度 役員体制 
業界一丸となり活動しています。 

（敬称略） 
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11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

会  長 永大産業（株） 代表取締役社長 大道 正人 

副会長 クリナップ（株） 代表取締役社長  井上 強一 

副会長 タカラスタンダード（株） 代表取締役社長  渡辺 岳夫 

副会長 トクラス（株） 取締役 常務執行役員 白川  勝 

副会長 ＴＯＴＯ(株) 取締役 常務執行役員 林 良祐 （新任） 

副会長 (株)ハウステック 専務取締役 五十嵐 稔  

副会長 
パナソニック（株） 
エコソリューションズ社 

ハウジングシステム事業部 

水廻りシステムビジネスユニット 

ビジネスユニット長 

小早川 益律  

副会長 (株)ＬＩＸＩＬ 副社長執行役員 有代  匡 

理事 積水ホームテクノ(株) 代表取締役社長 前田 昌敬 

理事 （株）長府製作所 代表取締役社長 橋本 和洋 

理事 東京ガス(株) リビングマーケティング部長 野口 尚史 （新任） 

理事 ナスラック（株） 代表取締役社長 左右田 稔 

理事 (株)ノーリツ 代表取締役社長  國井 総一郎  

理事 富士工業(株) 代表取締役社長 柏村 浩介 

理事 （株）ベルキッチン 代表取締役社長 竹内  敏 

理事 リンナイ(株) 代表取締役社長 内藤 弘康 

監事 （株）トヨウラ 代表取締役社長 坂井 良行 

監事 （株）和光製作所 代表取締役社長 西田 隆一 

常務理事 工業会事務局 工業会常任  事務局長 高木 利一  

※2016年6月2日現在 
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     新規会員ご紹介                                                          

 この度キッチン・バス工業会に入会させていただきました、「株式会

社TJMデザイン」と申します。今後とも何卒ご指導宜しくお願い致しま

す。 

 弊社は1909年、金属製直尺の製造として起業した100年企業です。

現在の商品アイテムはおよそ2000種類。会社はツール事業部と住設

事業部の2事業部門に分かれています。 

 ツール事業部はコンベックス、レーザー墨だし器のジャンルではトッ

プシェアを獲得しており、TAJIMAブランドは世界中のプロユーザーに

愛されています。 

 また2005年から始まった住設事業部は量産品では満足しないハイエ

ンド層を顧客とし、オーダーメイド的なカスタムキッチンの要求にこた

え続けており、kitchenhouseブランドは高級キッチン市場で高い評価

を得ています。 

 TJMデザインは、トップクオリティ＆ハイセンスをより磨いていくため

に、規模を追いかけずに徹底して質を追求してまいります。 

 社員ひとりひとりが目前の仕事に真撃に取り組み、ひとつひとつの仕

事の質を極限まで高めることが、最良品質の提供に繋がると考え、今

後も企業活動に取り組んでまいります。 

株式会社TJMデザイン 

代表取締役社長  
田島 庸助 
（たじま ようすけ） 

本社所在地     ：東京都板橋区小豆沢3-4-3 

おもな製造品目：キッチン、レンジフード 

           建築用ハンドツール 

ホームページ   ： www.tjmdesign.com 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

  新任役員ご挨拶                          

 この度、副会長に選任いただきましたＴＯＴＯの林です。 

 平素から会員企業の皆様にはキッチン・バス工業会に対して多大

なるご尽力を賜っており心より御礼申し上げます。住空間の主役で

あるキッチン・バスを、より機能的で快適な生活空間アイテムとして

進化させ続け「国民の住生活文化の向上」に貢献していくことがキッ

チン・バス工業会の大切な使命だと考えます。その使命を全うすべく、

微力ながら精一杯の活動をして参ると共に会員企業の皆様のお役

立ちできるよう力を尽くす所存ですので、今後とも、変わらぬご指導、

ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任いたしました野口

でございます。平素は会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

 弊社は総合エネルギー企業といたしまして最適なエネルギーソ

リューションのご提供に加え、高効率で付加価値の高いガス機器を

はじめとする生活関連機器、住宅設備機器のご提案などを通じて、

「お客様の豊かで快適な暮らし」に貢献してまいりたいと考えます。 

 今後とも、当工業会の発展に向け、微力ながら、精一杯とりくんで

まいりますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

東京ガス株式会社 

リビングマーケティング部長 

野口 尚史 
（のぐち ひさし） 

TOTO株式会社 

取締役 常務執行役員 

林 良祐 
（はやし りょうすけ） 

http://www.tjmdesign.com/index_full.php


  代表者変更のお知らせ                          
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11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

 平素は当社事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 関西電力グループは、お客さまの立場に立った安心、快適、便利

なサービスを幅広くお届けし、暮らしのべストパートナーとして信頼さ

れ、選ばれることで、エネルギー分野におけるリーディングカンパ

ニーとしての役割を果たしていきます。  

 当社の知見をキッチン・バス工業会の発展に貢献すべく精一杯努

力してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

関西電力株式会社 

理事 お客さま本部 

副本部長 

有吉 猛 
（ありよし たけし） 

 平素はキッチン・バス工業会会員各社の皆様には大変お世話にな

り、ありがとうございます。心よりお礼申し上げます。 

 当社は、都市ガス・電力・ＬＰＧのエネルギーの供給に加え、「ガス

機器・住宅設備」、「省エネシステム」、「安心安全・保証サービス」等

の提供を通じ、お客さまのお役に立てるよう取り組んでおります。

キッチン・バスと厨房・給湯機器を一体のシステムとして、最適な提

案することが、お客さまの豊かな暮らしの実現に資すると認識してお

ります。 

 キッチン・バス工業会の活動に貢献すべく、微力ではございますが

精一杯努力してまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。 

大阪ガス株式会社 

代表取締役 

副社長執行役員 

松坂 英孝 
（まつざか ひでたか） 

西部ガス株式会社 

理事 住宅エネルギー本部長  

松田 和久 
（まつだ かずひさ） 

 この度、JFEスチール株式会社 ステンレス・特殊鋼営業部長に就

任しました田川竜介と申します。 

素材・原材料供給会員である当社は日頃会員各社様に大変お世話

になっております。 

 会員各社様への安定供給に留まらず、多用なニーズに対応した製

品をご提案出来るよう引き続き技術開発に注力し、今後とも工業会

の発展に向け邁進していく所存です。 

 今後ともご指導下さいますようお願い申し上げます。 

JFEスチール株式会社 

ステンレス・特殊鋼 営業部長  

田川 竜介 
（たがわ りゅうすけ） 

 この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任致しました松田で

す。 

 平素は、会員各社さま、また事務局の皆さまには大変お世話になり、

感謝申し上げます。 

 弊社はお客さまからの信頼にお答えし、地域社会とともに発展して

いく総合エネルギー企業を目指しております。お客さまの快適生活を

実現していくためには、システムキッチン・バスとガス機器のハーモ

ニーが必要不可欠と考えており、会員各社さまと協働して取り組む所

存です。 

 今後とも、工業会の発展に、微力ながら寄与できるよう精進してま

いりますので、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。  
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 この度、ＤＩＣ株式会社の代表者として就任致しました遠嶋伸介でご

ざいます。平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

 当社は彩りを提供する「色彩ビジネス」、機能性材料を応用し快適

空間を創造する「快適ビジネス」を事業の二本柱としており、当社が

保有する様々な素材と塗工・印刷・成形加工などの技術を複合する

ことによって多種多様な応用製品をご提案しております。 

 今後も工業会の発展に寄与できるよう色彩と機能性部材を継続的

にご提供していく所存でございます。ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願

い申し上げます。  

DIC株式会社 

執行役員  

アプリケーションマテリアルズ製品部門長 兼 

アプリケーションマテリアルズ製品本部長 

遠嶋 伸介 
（とおしま しんすけ） 

 この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任しましたダイ

キョーニシカワ株式会社の和木でございます。 

 平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

 当社は自動車部品製造で培った設計・開発・成形・塗装技術、そし

て品質管理力を生かし、住宅部品など、総合プラスチックメーカーと

して事業を展開しております。 

 今後とも、キッチン・バス工業会の発展に微力ながら貢献できるよ

う努めてまいる所存ですので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。  

ダイキョーニシカワ株式会社 

常務執行役員 和木 深水 
（わき ふかみ） 

凸版印刷株式会社  

生活・産業事業本部 

 環境デザイン事業部 

 取締役事業部長  

山中 紀夫 
（やまなか のりお） 

 この度、株式会社ハーマン代表取締役社長に就任いたしました池

田英礼でございます。平素より、工業会会員各社様には格別のご高

配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 当社はこれまで、ガス小型湯沸かし器・ビルトインコンロ等の分野

で数多くの「業界初」を実現してまいりました。これからも「人」と「技

術」の「調和」により、お客様の豊かで快適な生活を支える商品を提

供し続けてまいります。 

 今後とも、キッチン・バス工業会のますますの発展に貢献できるよ

う努力してまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し

上げます。 

株式会社ハーマン 

代表取締役社長  

池田 英礼 
（いけだ ひでなり） 

 この度、株式会社トッパン・コスモは、「建装材事業」を分割し、 

凸版印刷株式会社 生活・産業事業本部 環境デザイン事業部とし

て新たなスタートを切りました。 

担当させていただきます取締役事業部長の山中でございます。 

 平素は会員各社様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

 私どもの考える環境デザインとは、人々の暮らしと、それをとりまく

都市空間を意匠と性能の両面から捉え、快適に彩っていくことである

と考えます。より多様化する、お客さまのご要望にお応えするため、 

トッパングループの総力を結集し、新しい体制で商品とサービスの強

化に取り組んでまいります。 

 何卒、ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 

  代表者変更のお知らせ                          
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 この度、株式会社ムラコシ精工代表取締役社長に就任いたしまし

た 村越雄介でございます。平素は、会員各社の皆様には格別のご

高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 弊社はお客様のニーズに「静か（Silent）」「安全（Safety）」「滑らか

（Smooth）」の3要素でお応えし、お客様の満足（Satisfaction）を高め

る「3＋」を開発コンセプトにしております。今後も、住インテリア事業

部・ファインコンポーネンツ事業部を核に、ムラコシ工機をはじめとす

るグループ・協力企業と連携し、グループシナジーによる総合力で、

お客様の快適な暮らしを支え、キッチン・バス工業会の発展に寄与

すべく邁進する所存です。ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

株式会社ムラコシ精工 

代表取締役社長 

村越 雄介 
（むらこし ゆうすけ） 

 この度、丸一株式会社の代表取締役社長に就任致しました冨岡市

子でございます。平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 当社は排水トラップを主力に、水廻りのパーツからシステムの製造

開発を専門に行うメーカーです。昭和21年の創業、昭和38年の設立

以来、キッチン・バス製品を陰ながら支えて参りました。 

 今後も微力ながら工業会の発展に寄与できるように取り組んで参り

ます。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。  

丸一株式会社 

代表取締役社長  

冨岡  市子 
（とみおか いちこ） 

  登録社名変更のお知らせ                          

 平素はキッチン･バス工業会会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 2016年４月１日、東京電力株式会社はホールディングカンパニー制へ移行し、電気の販売や契約などの小売電気事業を、東京電力エナ

ジーパートナー株式会社が分社化により引き継ぎました。 

 今後とも、会員の皆様とともに、工業会の発展に向け、微力ながら精一杯取組んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。 

東京電力エナジーパートナー株式会社 

住生活事業部長 

大野 浩司 

  代表者変更のお知らせ                          



    2015年度 自主出荷統計概況 
                                       調査統計委員会 委員長  神谷 剛志（ナスラック） 
調統 

 2015年度の出荷統計につきまして概況をお知らせします。 
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■キッチン

2015年度台数 2014年度台数 前年度比 前年度増減台数 構成比

1,746,643 1,762,265 99.1% ▲15,622 －

1,273,558 1,274,412 99.9% ▲854 72.9%

473,085 487,853 97.0% ▲14,768 27.1%

■ビルトイン機器

2015年度台数 2014年度台数 前年度比 前年度増減台数 装着率

446,031 435,147 102.5% +10,884 37.0%

341,035 362,963 94.0% ▲21,928 28.3%

ガスドロップインこんろ 574,439 565,192 101.6% +9,247 47.7%

288,326 268,414 107.4% +19,912 23.9%

■レンジフードファン

2015年度台数 2014年度台数 前年度比 前年度増減台数 構成比 装着率

1,219,050 1,182,042 103.1% +37,008 － 78.4%

1,137,723 1,096,528 103.8% +41,195 93.3% －

33,833 34,712 97.5% ▲879 2.8% －

29,044 34,456 84.3% ▲5,412 2.4% －

換気フード 18,450 16,346 112.9% +2,104 1.5% －

■洗面化粧台

2015年度台数 2014年度台数 前年度比 前年度増減台数 構成比

1,804,142 1,768,731 102.0% +35,411 －

595,712 667,665 89.2% ▲71,953 33.0%

261,451 251,460 104.0% +9,991 14.5%

946,979 849,606 111.5% +97,373 52.5%

1,217,017 1,207,876 100.8% +9,141 67.5%

■浴室

2015年度台数 2014年度台数 前年度比 前年度増減台数 構成比

1,584,584 1,556,129 101.8% +28,455 －

1,423,541 1,381,241 103.1% +42,300 89.8%

764,926 749,587 102.0% +15,339 48.3%

588,711 572,586 102.8% +16,125 37.2%

ホテル・その他 69,904 59,068 118.3% +10,836 4.4%

161,043 174,888 92.1% ▲13,845 10.2%

19,838 22,858 86.8% ▲3,020 1.3%

3,094 2,953 104.8% +141 0.2%

16,123 17,698 91.1% ▲1,575 1.0%

121,988 131,379 92.9% ▲9,391 7.7%

■新設住宅着工戸数

2015年度着工数 2014年度着工数 前年度比 前年度増減台数 構成比

920,537 880,470 104.6% +40,067 －

284,441 278,221 102.2% +6,220 30.9%

383,678 358,340 107.1% +25,338 41.7%

246,586 236,042 104.5% +10,544 26.8%

118,432 110,215 107.5% +8,217 12.9%

5,832 7,867 74.1% ▲2,035 0.6%

持家住宅

洗面化粧台総計

陶器

戸建住宅用

浴室総計

キッチン総計

システムキッチン

セクショナルキッチン

合成樹脂

ＩＨクッキングヒーター

シロッコファン

ターボファン

食洗機

浄水器総計

プロペラファン

レンジフードファン

人大

新設住宅着工戸数（合計）

シャワー搭載数

集合住宅用

単体浴槽総計

システムバス総計

鋳物ほうろう

ステンレス

金属・その他

分譲住宅

マンション（内数）

給与住宅

貸家住宅

樹脂FRP
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 2月19日（金）、浴室技術専門委員会と営業企画推進委員会合同に

て、九州小倉市の株式会社タカギ様のコミュニケーションセンター並

びに本社工場を見学させていただきました。 

 コミュニケーションセンターでは、タカギファンを構築するための懇切

丁寧、且つ迅速な電話対応、また顧客情報を徹底管理されている様

子は非常に勉強になりました。本社工場では、様々な精密金型、成型

設備を見学させていただき、金型メーカーとしての一面も拝見させて

いただきました。 

 最後になりますが、水を第一に扱うメーカーさんらしく、従業員の

方々は全員爽やかで好印象のうちに帰路につきましたが、いつの間に

か私もタカギファンに．．．。「くらしに、みらいに、活かす水」安心して

使えるタカギの浄水器、皆様もいかがですか？ 

    『株式会社タカギ様』を見学させていただきました！ 
                                            浴室技術専門委員会 山根 誠 （積水ホームテクノ） 

がんばってます 委員会・WG！ 

 2月19日(金)、20日(土)の浴室技術専門委員会・営業企画推進委員

会合同の移動委員会2日目に小倉にあるTOTOミュージアムを見学さ

せて頂きました。平成27年8月の開館以来、年間20,000人の予測を大

きく上回り、5ヶ月で50,000人が来場されたそうです。TOTO株式会社

様は1917年(大正6年)に東洋陶器株式会社として創立され、来年100

周年を迎えられます。TOTOミュージアムはその記念行事の一環として

「緑豊かな大地」と「水滴」をコンセプトに、「水・熱・電力・素材・緑・長も

ち・空気」の7つの視点から「TOTOは人と地球のまいにちに潤いをもた

らす環境づくりに貢献する」というメッセージをお伝えする施設として設

立されました。総工費はなんと60億円との事です。 

 エスカレーターで2階に上がると、各種遺産に認定された商品が迎え

てくれました。腰掛式サイホンゼット便器C38はアメリカ式の便器で開

発には10年もかかったそうで、その隣には昭和55年に開発された初

代ウォシュレットGが展示されています。次に日本の貿易業の草分け

であり、TOTO様のルーツでもある「森村組」から現在までのあゆみの

紹介があり、1970年の事業停止まで続いた様々な食器の展示が続き 

    TOTOミュージアム見学会 
                                            営業企画推進委員会 中島 宏文 （タカラスタンダード） 

浴室 

営業 

ました。その中には天皇家に献上するために作られた瑠璃色のディ

ナーセットもあり、この瑠璃色がTOTO様のコーポレートカラーになって

います。驚いたのは次のコーナーに展示されていた「トイレバイク」で、

座席部分が便器になっており、4年前に実際に東京まで走ったそうで

す。弥生時代から現代までのトイレの展示パネルを抜けると実物の大

便器の変遷が展示されており、ユニットバスルームのコーナーでは

1964年の東京オリンピックの際にホテルニューオータニに納入され、

同ホテルの改修工事の際に奇跡的に残っていたユニットバスルーム

が当時のまま移設展示されていました。ユニット式にする事により

1,000室を超える客室に約2ヶ月で完納したというのも驚きです。水栓

金具やキッチン、洗面化粧台の変遷も詳しく紹介されており、最後の

展示室では中国を初めとするアジア進出からアメリカ、ヨーロッパ等の

海外進出に際しての、それぞれの気候や地域性を盛り込んだ商品展

示で「その国のTOTOになる」というTOTO様の強い意気込みを感じまし

た。約1時間半の見学でしたが、とても時間が足らず、参加者全員が恐

らく「もう一度ゆっくり見学してみたい」と思うだろう今回の見学会でした。 

参加メンバー 

参加メンバー トイレ、浴室、キッチンの歴史パネルを見学する様子 

浴室 

営業 



    視察報告「バイオマス産業都市さが」 ～循環型社会構築を目指す～ 
                             広報専門委員会 GKP･KB広報連携WG 中山 勲 （下水道広報プラットホーム） 

12 Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH  2016 

広報 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

 キッチン・バス工業会広報専門委員会代表と下水道広報プラット

ホームで構成されるGKP・KB広報連携WGは、キッチン･バス業界と下

水道業界の相互理解を深め両者事業の認知力向上を目的に、交流を

行っています。 これまで、ショールームや下水道施設見学、下水道

展で排水トラップの実物展示、台所・お風呂の川柳の紹介等を行って

います。 

 ここ数年、両者は共通の目的として、循環型社会構築のため協力で

きることを模索していました。そんな中、下水道等をエネルギーに変え

て循環型社会の構築を目指している「バイオマス産業都市さが」の取

り組みは、行政からも高い評価を受けていることから、一年前から視察

を計画。平成28年2月26日から27日にかけ、ようやく実現しました。 

 この取り組みは、下水処理場やごみ処理場をエネルギーの生産拠

点として整備し、 “迷惑施設”のイメージが強かったものを”歓迎施設”

に転換、さらに、新たな産業や雇用を生み出そうとするものです。 

 上下水道局の前田純二・環境政策調整監のほか、岡健太郎・下水エ 

ネルギー推進係長、施設管理係の山口徳雄氏、バイオマス産業都市

推進課の諸富里子氏、創エネ戦略室の前田修二氏に対応いただき、

佐賀市下水浄化センター、佐賀市清掃工場、バイオマス資源の供給

先である海苔の養殖・加工場やアスパラ農家などを訪ねました。 

 以下、今回視察した中から、循環型社会構築のため行われている一 

部を紹介します。 

【宝の水】 

 窒素やリンといった栄養塩を豊富に含む処理水のこと。通常、下水

処理場は窒素・リンを最大限に除去して放流しますが、同浄化セン

ターでは季節に応じて除去率をコントロールする「季別運転」の考え方

を導入。 

海苔の養殖期に当たる冬場は放流基準の範囲内で栄養塩を多く残し

て放流します。放流先の有明漁連の海苔生産量は12年連続で日本一、 

売価も12.26円/枚で、県全体の11.84円/枚より高値で品質のよさが

窺えます。 

【宝の肥料】 

 下水道由来の肥料というと、安全面に疑問を持つ方も少なくないで 

しょう。現実には国の安全基準に基づくチェックが行われ、極めて優秀 

な数値でクリアしています。ヒ素成分に注目してみると、2878年連作し 

ても基準値を上回ることがないレベルです。 

 また、肥料のもとである泥を脱水する工程では、薬品の使用を抑え

て均質化を図り、YM菌を使った発酵工程では味の素の副生物を混ぜ

ています。この副生物はアンモニアガスの発生を防ぎ、肥料の発酵を

促進させる効果があります。視察先のアスパラ農家さんでは、同肥料

に独自の工夫を施し使用したところ、化学肥料使用時に比べえぐみが

消え、旨み成分のアミノ酸含有量が18%アップしました。 

【二酸化炭素（CO2）で産業振興】 

 佐賀市清掃工場では、ごみを焼却した時に発生する排出ガスから二 

酸化炭素を取り出し、それを植物（サラダ菜）の栽培に活用する研究

に取り組み、約1.5倍の成長促進効果が実証されました。また、 「夢の

資源」と期待されている微細藻類の培養に、二酸化炭素を活かす計画

が進行中で、1日10トンの二酸化炭素を回収する装置の建設が進ん

でいました。同市では化粧品の原料などを製造する㈱アルビータと提

携し、8月頃をめどに、回収した二酸化炭素の一部を同社の藻類培養

施設へ供給することが決まっています。 

 今後も循環型社会構築という共通の目的で交流を深めるため、7月

26日～29日に名古屋市で開催される下水道展での協力、直投式ディ

スポーザーの取り組み事例視察等を検討していきます。 

GKP･KB広報連携WGメンバーと、 
2日間対応いただいた前田様（前列右から2番目）、諸富様（前田様の右） 

下水道処理施設を見学 

浄化センター内で岡様より、下水道浄化に関する講義をうける 

下水道由来の肥料蓄積場 
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室内 

空気 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

    室内空気環境特別委員会 移動委員会 

   日本臨床環境医学会学術集会（郡山）に参加 
室内空気環境特別委員会 副委員長   大島 一洋 （LIXIL） 

 室内空気環境特別委員会では、これまで、室内空気を汚染する化

学物質としてホルムアルデヒド、4VOCの対策に取り組んでいますが、

未だに解消しないシックハウス問題に注目し、業界として対応すべき

事案について日々様々な情報を収集しています。 

 そんな中、日頃当委員会と懇意にして頂いている東北文化学園大

学大学院の野崎淳夫教授のお誘いがあり、日本臨床環境医学会学術

集会に参加してきました。 

 この学術集会は2016年6月17・18日、福島県の郡山商工会議所で

開催されました。 『医学と科学技術による健康環境の創造』と題して

様々な分野の研究発表がプログラムされています。 

 大会長を務められている野崎教授から、産業界の取組としてキッチ

ン・バス工業会及び、当委員会の日頃の活動発表のオファーを頂き、

『良い機会だ』という事でお受けし、当日は約20分枠で前委員長の新

井委員が登壇しました。 

 ①キッチン・バス工業会の生い立ち、主な活動 ②シックハウス関連

の法規制と動向・効果 ③そして、現在業界で運用されている【住宅部

品ＶＯＣ表示ガイドライン】を説明し、当委員会が業界をリードして策定

してきた事で、現在大多数のメーカーが同じガイドラインに基づいて分

かり易い表示が出来ているという事をアピールしてきました。 

 他の発表は、化学物質過敏症に関するテーマ、空気清浄器の汚染

物質除去性能に関するテーマ、などなど臨床環境医学会の名立たる

著名な先生方が登壇され、当委員会メンバーも熱心に耳を傾けてい

ました。（その中でも新井委員の発表はテンポも良く、何より美声で非

常に分かり易いと評判でした！） 

 早朝からの慣れない学術集会で疲れた1日目の夜は、大会長をはじ

め各研究発表に携わった方々との懇親会に参加してきました。 

キッチン・バス工業会のVOC汚染対策の取組みについて講演する新井前委員長(ウッドワン） 
講演の最後には、VOC対策をしたおすすめのキッチン製品も紹介されました 

本学術集会への活動発表のお誘いを頂いた東北文化学園大学大学院の野崎教授（前列右）と
参加したキッチン・バス工業会室内空気環境特別委員の皆様 

臨床環境医学の先生方に混じって最新の研究発表に 
熱心に耳を傾ける委員の方々 

蕎麦、福島の地酒などご当地の美味しいモノを堪能しながら、先生方

と交流を深めてきました。 

 懇親会は、はじめこそ学会の理事長や次回大会長の挨拶、新任監

事の先生方のご紹介と挨拶などがあったものの、後半はバイオリンや

サキソフォーンなどの音楽演奏や、フラダンスの披露などもあり、大会

長の心配りで楽しいひと時を過ごすことができました。 

 

 2日目は、【環境汚染と健康】と題して複数の大学の学長・教授らによ

るシンポジウムがありました。放射線、マイクロバイオーム（細菌叢）、

エアロゾル（PM2.5等の浮遊粉塵）、化学物質、電磁場の及ぼす健康

影響についての講演があり、この学会で現在取組んでいる臨床環境

医学の諸問題について理解を深めることができました。 

 午後からは、同じ郡山にあり、日頃からお世話になっている “暮らし

の科学研究所”を訪問し、大型チャンバー試験機などの設備を見学さ

せて頂きました。 

 同研究所の成田マネージャーにご案内頂き、大型チャンバー試験機

は、試験条件が一番厳しい中国の規格に対応できる１４畳もの空間で

あるとの説明を受けました。空気清浄機やエアコンなど最新機器の性

能評価が行えるため、各社から試験評価依頼が舞い込んでいるとの

ことで、試験環境が整っていることにとても感銘を受けました。 

 また、他の設備では放射線量測定や温度変化測定など、多岐にわ

たる測定もでき、非常に高度で、正確なデータ収集が可能であること

もわかりました。 

 日頃何気なく使用している家電などがこのような試験結果に基づい

て、発売されていることをあらためて実感し、評価の大切さがよくわか

る興味深い見学となりました。 

暮らしの科学研究所の成田マネージャーの案内で 
室内空気質を評価する大型チャンバー試験機などを見学 



VOICE 
! 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

秋野顧問弁護士から 
匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生 
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 2016年上半期の法律相談の傾向は、概要、以下の3点がポイントです（匠総合法律事務所かぎり） 
 
1 マンション杭問題に端を発し、建設業法対応について、マンション・アパート建築会社、建材商社、メーカー等 
     各企業から多くの法律相談を受けております。 
2 熊本地震を受け、「不可抗力」に関する法律見解の御依頼が多くなっております。 
3 住宅部品の経年劣化について、永久保証を求められるケースなど、長期間の対応を求めるクレーム対策の事案   
     対応の相談も複数件ありました。 
 
 工務店からは、インターネット上の誹謗中傷に悩む法律相談も寄せられており、情報化社会におけるクレーム対応
の充実化の必要性を痛感しています。 
 
 今回は、当事務所執筆書籍のなかから、下記の3冊を紹介させていただきたいと思います。 
・「耐震化の法律読本」地震に関連する法律・判例を全て網羅した一冊です。 
・「震災対応の法律実務」熊本地震対策に多く活用しています。 
・「住宅会社のブランド価値向上のためのクレーム対応術」新刊です。 

【震災復興の法律的課題】 
 
 匠総合法律事務所は、岩手県土整備部都市計
画課及び建築住宅課との間で「震災復興関連の
法律相談業務に関する協定書」を締結し、また、
岩手県山田町からは、当事務所所属の内田創弁
護士が、「山田町東日本大震災津波復興計画進
行管理支援員」として委嘱を受け、震災復興ま
ちづくり支援についての法律相談業務を実施し
ております。 
 被災自治体からの法律相談事例及びこれに対
する回答を中心に７５題のＱ＆Ａを掲載いたし
ました。 

 
弁護士法人匠総合法律事務所 編集 
3,800円＋税 日刊岩手建設工業新聞社 

【耐震化の法律読本】 
 
建築士、設計事務所、建設会社を中心に、
耐震化に取り組むさまざまな方に向けて、
住宅・建設業界における専門弁護士集団＝
弁護士法人匠総合法律事務所が、正しい法
律の考え方、トラブルの回避方法について、
厳選した80問を取り上げ、Ｑ＆Ａ形式で解
説しています。 
 
弁護士法人匠総合法律事務所 著 
2,300円＋税 建築技術 

【住宅会社のブランド価値向上のための 
クレーム対応術 10のポイント】 
 
住宅会社がクレームトラブルにどう対応すべ
きかを解説した解説書です。インターネット
時代に求められるクレーム・トラブル対応の
ポイントを住宅会社特有の事情も考慮してわ
かりやすく丁寧にまとめました。 
 
弁護士法人匠総合法律事務所 著 
1,000円+税 新建新聞社 



TOPICS！ 
いろいろな話題をお届けいたします。 

第11回ウィズガスCLUBシンポジウム開催！ 
「ストック時代の“住まいと暮らし”の未来像～これからの豊かで潤いのある社会とは～」 

総務委員会 副委員長 輿石 英夫（TOTO） 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 
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■シンポジウム内容 

 

◇開会挨拶 

◇基調講演 

  「箱の産業から場の産業へ」  
  東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻教授 松村 秀一 氏 

◇特別講演 

  「ストック時代の住宅行政について」 
  国土交通省 住宅局 住宅生産課長 真鍋 純 氏 

 

  「ストック住宅の維持管理と改修から考えるスマートウェルネス住宅」 
  芝浦工業大学 工学部 建築工学科教授   秋元 孝之 氏 

     

  「ストック時代の暮らしとエネルギーを考える」 
  (株)住環境計画研究所 代表取締役会長 中上 英俊氏 

            

◇閉会挨拶 

 

■ウィズガスCLUBとは・・・ 
住環境に携わる4つの団体【(一社)住宅生産団体連合会、キッチン・バ
ス工業会、(一社)日本ガス石油機器工業会、日本ガス体エネルギー普
及促進協議会（コラボ）】が設立（平成18年6月）した企業団体連合（コン
ソーシアム）です。 

                                                     http://www.gas.or.jp/withgasclub/ 

6月13日（月）にホテルグランドパレスにて第11回ウィズガスCLUBシン

ポジウムが盛大に開催されました。 

はじめに、日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ）の内田高

史会長より、今年のシンポジウムは住宅ストックの拡大が進む時代を捉

え「ストック時代の住まいと暮らしの未来像」をテーマとし、住宅ストック

活性化の観点でエネルギー産業ならびに住宅産業は何をすべきなの

かを考える機会としたいとのご挨拶を頂きました。 

 

続く、基調講演では東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授の

松村秀一氏より「箱の産業から場の産業」と題し、住宅ストック時代を迎

え、建築という分野の「仕事」としての可能性は、今まさに大きく広がる

時機を得ている。住宅という「箱」を生産供給する産業から、より望まし

い生活を展開する「場」を構成する或いは提供する産業への転換期とし

て、新しい仕事の形・七つの要素（1.生活する場から発想する 2.空間資

源を発見する 3.空間資源の短所を補い長所を伸ばす 4.空間資源を

「場」化する 5.人と場を出会わせる 6.経済活動の中に埋め込む 7.生

活の場として評価する）を事例を交えながらご講演頂きました。        

また、特別講演として国土交通省住宅局住宅生産課長 真鍋純氏から

「ストック時代の住宅行政について」、芝浦工業大学工学部建築学科教

授 秋元孝之氏から「ストック住宅の維持管理と改修から考えるスマート

ウェルネス住宅」、株式会社住環境計画研究所代表取締役会長 中上

英俊氏から「ストック時代の暮らしとエネルギーを考える」、をテーマにそ

れぞれご講演頂きました。 

 

真鍋氏からは住宅生産を取り巻く状況の変化として住宅ストックの現

況について紹介があり、平成28年3月に閣議決定された「住生活基本計

画」の新たなポイントを解説頂きました。秋元氏からはスマートウェルネ

ス住宅研究の成果を踏まえた上での検討課題として「建築躯体性能・

設備性能の向上による効果の提示」ならびに「住まい手の選択肢やライ

フスタイルの改善策」を挙げられ、住宅における健康リスクの評価指標

等、解説頂きました。特別講演の締めくくりとして登壇された中上氏から

はエネルギーを取り巻く環境は社会構造と共に大きく変化している中で

我が国のエネルギー政策、家庭用エネルギーの需要推移・消費構造の

変化等を解説頂きました。いずれも様々な立場、知見からの非常に興

味深い講演内容で、熱心に聴講させて頂きました。最後にシンポジウム

の閉会にあたり、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の國井総一

郎会長より業界として、今後もより安全で効率的な製品開発が求められ

ウィズガスCLUBの果たすべき責任は大きいとのご挨拶を頂きました。 

 

その後の懇親パーティーでは一般社団法人住宅生産団体連合会の

和田 勇氏（積水ハウス(株)代表取締役会長兼CEO）のご挨拶、続いて

林 幹雄経済産業大臣、津島 淳国土交通大臣政務官をはじめとした

国会議員の方々からエネファームの更なる普及への期待を込めたご祝

辞を頂戴し、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構の村上周三理

事長による乾杯のご発声後に、おおいに活気ある情報交換が各テーブ

ルで行われました。 

最後に当工業会の大道正人会長（永大産業(株)代表取締役社長）に

よりウィズガスCLUBとエネファームパートナーズがますます連携強化し

豊かな住空間の実現を図っていく事を祈念した中締めで閉会しました。 

ウィズガスCLUBシンポジウムの様子（登壇は内田高史氏） 

大道会長による中締め 

http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/
http://www.gas.or.jp/withgasclub/


編集 

後記 

発行日：2016.6.30 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 中島 宏文 

 

     「Ｋ・Ｂ通信」に関するお問い合わせは下記Ｅメールへお願いします。 

     Ｅメール：kitchen.bath@nifty.com 

検索 キッチン・バス 

工業会のホームページは情報の宝庫です！ 

TOPICS！ 
いろいろな話題をお届けいたします。 
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 6月2日の総会にて大道新会長が就任され、いよいよ2016年度の工業

会活動も新体制で本格始動していくという印象をもちました。また、それに

先立ち工業会ホームページもリニューアルされ、各委員会も新体制の下、

様々な課題に精力的に取り組んでいく姿勢をこれまで以上に強く感じてい

ます。川柳の募集も間もなく締め切られますが、この勢いからすれば質・

量とも過去最高は間違いない？！ 

 最後になりましたが、有代前会長2年間ありがとうございました。 

                                  藤田 東一(LIXIL) 

第11号編集委員 

編集長：鈴木 優子 (トクラス)  

井上 知春 （ナスラック）  

大崎 和美 （東京ガス）   

柴崎 和彦 （クリナップ）  

滝川 光紀 （積水ホームテクノ）  

田中 佐知子 (三菱レイヨン・クリンスイ) 

塚原 敏夫 （パロマ） 

土井 隆義 （永大産業） 

中島 宏文 （タカラスタンダード）  

藤田 東一 （LIXIL）  

松本 賢治 （TOTO）  

高木 利一 (事務局) 田中 朋子 （事務局）  

 川柳の事業もだいぶ定着してきたようです。今年は第12回目となり

ます。 

 何事でも10年続けば一応世間にも知られ、定着するものですが、

キッチン・バス工業会の川柳募集もかなり世間に知られてきています。

また川柳愛好家の間では有名となってきているようです。特に表彰式

がすごいという評判ですが、それは川柳でこのような表彰式を行うの

は非常に珍しいからです。 

 今年の募集は5月1日から7月15日までです。工業会のホームペー

ジ、葉書、FAX、メールなどで応募できます。 

 何年間か続いたせいもあって、パターンにはまった作品やどこかで

見たような作品も多くなってきていますが、これからは量よりも質を大

事にしてゆきたいと思います。 

 キッチン・バス工業会にふさわしい、品格がありかつ面白い作品の

出現を心待ちしております。 

「台所・お風呂の川柳」の応募締切 迫る！ 
川柳事業推進委員会 委員長 中山 世一 （顧問） 

11月2日はキッチン・バスの日 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ K B 通信 

 昨年も記しましたが、川柳を作るコツをもう一つ二つお知らせします。 

①いい作品を読む。 

 何でもそうですがいい作品に触れておくことは、自然と目を肥やすこ 

 ととなります。サラリーマン川柳や古典などいい作品に目を通しま 

 しょう。 

②身の回りのことに注意する。 

 通勤電車内で周りの人々の様子を見てみましょう。直接台所やお風 

 呂に関係がなくてもきっといいヒントがあります。 

★今後の予定 

  ○9月27日 最終選考会 

  ○10月10日頃 入賞発表（ホームページにて） 

  ○11月2日 表彰式（日本工業倶楽部にて開催予定） 

★第11回のキッチン・バス大賞、準大賞作品 

  【大 賞】  キッチンは 季節を学ぶ 母の塾  （カジ）      

  【準大賞】  握ってる 昔君の手 今手すり   （さごじょう） 

★皆様の応募をお待ちしています。 

 熊本地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 

当工業会では、国から激甚災害指定をされて、その自治体から応急仮設

住宅建設の要請が出たら、仮設住宅対策専門委員会が中心となり情報

収集に努め、総力を挙げて応急仮設住宅への住設機器供給を迅速に行

うようにしています。熊本県内の仮設住宅が一日でも早く完成され、今も

避難されている多くの方々に住まいが提供される事を念じております。 

 4月1日に公開した新ホームページはご覧になっていただいています

か？川柳募集や当工業会に関連する様々な事象をコンテンツごとに整

理し見易くしました。 

サイトは一般向けと会員向け（専用ID/PWが必要）に分かれています。 

昨年発行した工業会創立50周年記念誌も両サイトから閲覧できます。

発行時は東日本大震災等もあり、副題として「激動の10年間」としたの

ですが、10年後はどのような副題となるか予測できません。本当に想定

外の事には備えようが無いのでしょうか？ 

 5月1日から応募受付を開始した第12回「台所・お風呂の川柳」に奮っ

て応募をお願いします。応募締め切りは7月15日です。表彰式典は11

月2日（キッチン・バスの日）に東京で開催します。 

VOICE 
! 

     事務局からひとこと 
 常務理事 高木 利一      


