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Message

平素は、キッチン・バス工業会の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。

今年も11月2日に「キッチン・バスの日」記念「第14回台所・お風呂の川柳」の表彰式を開催いたしま

した。多くの応募をいただきましたことからは、家族が集うキッチンやバスに関心を持たれている生活

者が多数いらっしゃることがうかがえました。

さて、住設業界だけでなく生活者全般に影響がある消費税の10％への増税が、2019年10月1日か

ら実施される予定というニュースがございました。国内景気に及ぼすインパクトは多大であることが予

想されますが、駆け込み需要増、また、反動減を抑える対策と組み合わせて、システムキッチン・シス

テムバス・洗面化粧台の出荷数に好影響が出ることを期待できるものと前向きにとらえております。

より良い商品を、より多くのお客様にお届けできるように、今後とも会員企業が一丸となり、業界のさ

らなる発展を目指してまいりましょう。

当工業会並びに会員企業各社様の益々の飛躍を祈念いたしますとともに、引き続き一層のご支援

ご協力を賜りますことをお願い申し上げ、本誌の巻頭のご挨拶とさせていただきます。

発行日：2018.12.26 広報専門委員会
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「11/2 キッチン・バスの日」記念 第14回 川柳入賞者表彰式典開催
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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

受賞者・選者・プレゼンター・ご来賓の皆様

内閣府 鈴木様 経済産業省 縄田様 国土交通省 阿部様

★ご来賓の皆様から、ご挨拶をいただきました。

差し替え

今年は第14回目を迎え、「台所・お風呂の川柳」に毎年応募される川

柳愛好家の皆様や新しく川柳を応募いただいた方など、総数は173,677

句と昨年を上回る応募数となりました。また学校関係からは、21校より

3,820句の応募をいただきました。今年の応募作品は時代を反映したも

のや、家族の温かさを感じる、特にお母さんを中心とした家族団らんを

思い浮かべられるような、ほっこりさせるものが多く集まりました。

式典では、高木常務理事による開会宣言の後、林会長から「平成最後

の式典と記念すべき日にあたり、キッチン・バスの日の目的である家庭

文化の有様を家族みんなで考える日を川柳事業を通じて、温かい家庭、

そして温かい国づくりに工業会が努めていきたい」とのご挨拶がありまし

た。中山川柳事業専門委員長による今年の傾向等が述べられ、続いて

選者紹介後に各賞受賞者への表彰が執り行われました。各受賞者表彰

では、プレゼンターにより各賞を選び抜いた決め手や思いが述べられ、

終始和やかな表彰式となりました。

表彰式の後には、来賓として、内閣府 鈴木永政策企画調査官、経済

産業省 繩田俊之住宅産業室長、国土交通省 阿部一臣企画専門官か

らご挨拶をいただきました。今後も川柳事業が温かい家庭、温かい国づ

くりのお役に立てることを祈念しつつ、受賞者、来賓、プレゼンターの皆

様による記念撮影が行われ、式典は講談師の神田阿久鯉さんの名司

会により滞りなく終了することができました。

懇親会に移る前には、最終選者のお一人である講談師の神田松鯉先

生に情熱のこもった語りを聴かせていただき、その引き込まれる世界に

感動しました。

懇親会では、日本ガス体エネルギー普及促進協議会 高松会長によ

るご挨拶、ベターリビング 長﨑常務理事による乾杯のご発声の後、歓

談が行われました。会場内では受賞者とプレゼンター、受賞者同士の

川柳談義に花が咲き、和やかな交流の場となりました。

その後、ステンレス協会 鵜澤常務理事により中締めいただき、盛況

のうち閉会となりました。

内閣府 子ども・子育て本部 政策企画調査官

鈴木 永 様
内閣府では11月の第3日曜日を「家族の日」と制定し、その前後1週間

を「家族の週間」と定め、子育てする家族や家族を支える地域で家族を

考えることを推進しています。川柳事業では「家族の日・家族の週間

賞」で優秀作品を表彰いただいていることに感謝しています。受賞句は、

子供が小さかった頃のことを思い出させてくれる心温まるよい川柳だと

感じました。

国土交通省 住宅局 住宅生産課 企画専門官

阿部 一臣 様
建築基準法での住宅の定義はキッチン・バス・トイレの水回り3点セッ

トが住戸内にあることで、キッチン・バスなどの水回りは住生活の豊かさ

を感じる空間であり重要です。川柳の受賞句はキッチン・バスを思い描

きながら、さりげない日常を切り取って、両親への感謝とか子供の成長

などの句が多く、感動しました。この川柳事業により、豊かな住生活を

考えるきっかけにつながっていくことを祈念いたします。

経済産業省 製造産業局 生活製品課 住宅産業室長

繩田 俊之 様
工業会は発足以来、キッチンや浴室などの品質向上に努められ、省

エネや働き方改革、子育て支援、高齢者社会などの課題に対して、新

しい製品供給をしていただき心強く感じています。受賞句には家族のコ

ミュニケーションの場となるキッチンや風呂での思い出や願いなどが込

められたものがあり、改めて台所・お風呂の重要性を認識しています。

当省では今後もキッチン・バスを通じ省エネや安心・安全の施策を

行っていきます。
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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

キッチン・バス大賞 角森さん（島根のぽん太）

「キッチンで 宿題も見る 二刀流」
妻は川柳を作るのが大好きで、このような大きな賞を取るのが夢でし

たので、大賞の受賞を非常に喜んでおりましたし、自宅が遠方のため授

賞式に出席できないことを残念がっておりました。

今回の作品は、子供が小さい頃の妻の実体験を二刀流とかけて川柳

にしたと聞いております。私も少しばかりお手伝いしたつもりではありま

すが、家事と子育てを頑張ってくれた妻の二刀流には頭が下がる思い

です。

妻のペンネーム（島根のぽん太）を他の受賞者にご存じの方がいて驚

きましたし、そういったところでも妻の偉大さを実感しました（笑）

代理：夫 角森勇様

準キッチン・バス大賞 鈴木さん（ひよこまめ）

「擦り傷も 悔し涙も 湯が包む」
お風呂の句を作ろうと思った時に最初に思い出したのが、お風呂は私

にとって様々な涙を流せる場所だったということでした。子供のころは転

んだり喧嘩したりして擦り傷を作ってたくさん涙を流しましたし、思春期

の頃は辛い思いをしたときに一人悔し涙を流した場所でした。そのたび

に温かいお湯が包んでくれてリセットをすることが出来、もう一度頑張ろ

うと前に進むことが出来ました。今回の句はそういった経験を作品にす

ることが出来ました。

今日はここに来れなかった3人の子供たちも今後は悔し涙を流すよう

な経験をするかもしれませんが、お風呂を家族の笑顔が集まる場所に

したいなと思っております。

三遊亭金遊師匠・山遊亭金太郎師匠・神田松鯉先生によるご講評

式典に参加された受賞者の皆様

家族の日・家族の週間賞 瀬尾さん（乙女ちゃん）

「子の夢を 初めて聞いた 親子風呂」
「学校の先生になりたい」という夢を、子供から初めて聞いたときの情

景ですが、今は、夢が叶って、立派な学校の先生になりました。

暮らしの安全・省エネ賞 清水さん（ハルル）

「何事も 無き一日の 風呂に入る」
キッチンとお風呂は、一日のスタートとゴールで、「今日も無事に終

わった」というホッとした様子を詠みました。

豊かな住生活賞 上原さん（たけっち）

「湯の中に カラダ沈めて ココロ浮く」

三遊亭金遊賞 大雄寺さん（ひろし）

「一番に 起きて最後に 寝てた母」
幼いころに見た母のことを思いおこしてつくりました。亡き母もきっと喜

んでくれていると思います。

山遊亭金太郎賞 小鮒さん（小鮒）

「いつかはね 孫とお風呂だ まず彼女」
おじいちゃんが大好きだった人生の目標は「おじいちゃんになること、

そして孫とお風呂に入ること」 でもふと現実と照らし合わせるとまだ彼

女がいない自分がいて、そのギャップが自分自身面白いと感じました。

そんなところからできた句です。

神田松鯉賞 石井さん（つぶやき）

「ぬくもりを つないで入る 家族風呂」

中山委員長による選考経過報告

林会長の挨拶

司会の神田阿久鯉さん

★受賞句とコメント （当日、受賞者から喜びのコメントをいただきました）
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ベターリビング賞 松永さん（さごじょう）

「聞かれます 昔湯加減 今安否」
この度は素晴らしい賞をいただきましてありがとうございました。

2年前の受賞時同様、現在も福祉関係の部署におりますので、安否と

いったフレーズが身近にあることが幸いしたのかもしれません。こ

れを励みにまた頑張りたいと思います。

住宅リフォーム推進協議会賞 吉田さん（まるまる）

「リフォームで 家族がそろう 機会増え」

日本ガス協会賞 岩本さん（黄くま）

「風呂温度 下げる指先 春感じ」
川柳コンクールにはいろいろ応募していますが、今回入選し、立派な会

場で表彰を受けることを大変ありがたく思っています。風呂温度の設定の

句はこの時期ですと風呂の設定温度を暖かくするなど普段から行っている

ことを表したものです。

電力賞 当間さん（モトイチ）

「夕暮れの 帰宅待ってる 窓灯り」
家に前に立つたびに台所の灯りが点いていることに安堵する、点いてい

ない時は何かあったか、妻の機嫌が悪いのか、気にしながら家に入る常日

頃の生活を句にしました。

日本ＬＰガス団体協議会賞 渡辺さん（ポコ）

「炊き立ての 土鍋ご飯に 四季かおる」
土鍋を火にかけ、蓋を開ける前から良いにおいがしています。炊き上が

り、蓋を開けた時にもまた違った良いにおいがして感動します。

日本ガス石油機器工業会賞 宇於崎さん（ねぼすけ）

「路地裏で 一人頑張る 給湯器」
給湯器はガス機器の中でもキッチンにあるコンロやリビングにあるガス

ファンヒーターと違って家の陰に設置されています。ただ、故障してお湯が

出ないとみんな本当に困ると思います。そんな家の陰で健気に動いてい

る給湯器に想いをはせてこの句を作ってみました。

日本バルブ工業会賞 中川さん（しずく）

「締め直す 蛇口ガス栓 夫婦仲」
悩まずにさらっと出来た句で受賞できてよかったです。

日本琺瑯工業会賞 小出さん（大海の真珠）

「美味かった 声が聞こえる 鍋の底」

ステンレス協会賞 松崎さん（かっぱる）

「退院し 自宅のシンクを 撫でる母」

日本建材・住宅設備産業協会賞 杉本さん（ほのぼの）

「一食を 共にしてから 五万食」
一次審査は妻でした。妻が良いと思う作品を投稿しました。来年も応募さ

せていただきます。

インテリア産業協会賞 余田さん（さしすせそ）

「食卓の キャンバス染める 夏野菜」
映像として印象的な句になればと思い、白いテーブルクロスをキャンバ

スに見立てて詠みました。

日本繊維板工業会賞 羽渕さん（カエアマ）

「リフォームで 増える手摺と 減る段差」

リビングアメニティ協会賞 山本さん（山本）

「『湯加減』を 死後にしちゃった 給湯器」
日本が生んだ「給湯器」の素晴らしさを句にしました。寒空の下、薪をく

べながら「湯加減はどう❓」なんて昔の風呂風景も素敵ですけどね。

日本コミュニティーガス協会賞 林さん（アンビシャス）

「懐かしき 下は水風呂 上熱湯」
私が子供の頃に暮らしていた家では、お風呂はかき混ぜてから入ってい

たことをふと思い出して作った句です。17万3千万句の中からの受賞とい

うことで大変驚いています。ある世代以上の方には懐かしい記憶として共

感いただけたのかもしれません。

学校奨励賞 千葉県我孫子市立新木小学校 横山悦子校長

児童の感性を磨くために俳句の校内コンクールを行っています。今回、

金太郎師匠にご紹介いただき、川柳は季語が要らないので子供たちも親

しみやすく応募しました。このような賞をいただくことができ大変光栄です。

★プレゼンターの皆様からの各賞へのコメントを一部ご紹介いたします。

ベターリビング賞 長﨑常務理事

「聞かれます 昔湯加減 今安否」

ヒートショックという言葉が知られるようになりました。重い背景を持った

句を、川柳によって夫婦間で営まれる時間的なドラマに感じさせるという

素晴らしい句です。

日本繊維板工業会賞 長谷川専務理事

「リフォームで 増える手摺と 減る段差」

五七五の中で「増える」「減る」のギャップ法の対比が素晴らしく選びまし

た。高齢化社会においてバリアフリーリフォームを進めなければならない

中、当工業会も建材や設備の中でご協力していきたい。

日本建材・住宅設備産業協会賞 奥田専務理事

「一食を 共にしてから 五万食」
五万食について、朝昼を共にすると68年、朝昼晩を共にすると45年か

かります。夫婦の長い絆、年月を感じる作品でした。

高松様によるご挨拶（懇親会）

長﨑様による乾杯のご発声
（懇親会）

懇親会の様子 鵜澤様による中締め（懇親会）



平成30年度 全員懇談会開催

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH  20185

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

全員懇談会の様子

秋野弁護士によるご講演 佐々木副会長による乾杯のご発声と懇親パーティの様子

平成30年度第2回全員懇談会が、9月20日（木）にリーガロイヤルホテル京都にて開催され、以下の議事に従い報告が行われました。

今年はキッチン・バス工業会の顧問弁護士であります匠総合法律事務所 秋野弁護士により「改正民法・改正製造物責任法がキッチン・バス業界

に与える影響」と題して、改正民法等に関する講演が行われました。全員懇談会終了後には懇親パーティが催され、佐々木副会長（トクラス株式会社

代表取締役社長）から乾杯のご発声をいただき、盛況のうちに終了いたしました。

【議事・特別報告】

①会員移動の件（代表者変更）

②工業会組織図リニューアルについて

③子育て支援パスポート事業への取り組み報告

④中小企業等経営強化法及び

生産性向上特別措置法に係る証明書発行業務に関して

⑤浴室ユニットアセスメント実施状況調査報告と3R事例集について

⑥標準設置マニュアル改訂について

⑦自主出荷統計の概要報告について

・概況報告

・キッチン統計専門委員会報告

・洗面統計専門委員会報告

・浴室統計専門委員会報告

⑧カタログ表示ガイドライン第2版について

⑨工業会ホームページ アクセス状況の報告

⑩第14回川柳事業について

⑪経済産業省人事について

⑫今後の行事日程、その他

【講演会】

「改正民法・改正製造物責任法がキッチン・バス業界に与える影響」

弁護士法人匠総合法律事務所 代表弁護士 秋野卓生様

（当工業会 顧問弁護士）

林会長の挨拶
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東京電力エナジーパートナー株式会社

リビング事業本部

第一営業部 部長

渡部 光夫
（わたなべ みつお）

この度、キッチン・バス工業会の東京電力エナジーパートナー株式会

社代表に就任いたしました渡部でございます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は『お客さま第一の視点でエネルギーの未来をつくる 総合エネ

ルギーサービス企業』を目指しております。お客さまに寄り添うサービ

スとして、24時間365日、住まいのトラブルに対応する「TEPCOメンテナ

ンスセンター」開設、省エネリフォーム事業を行う「TEPCOホームテック

㈱」設立等、お客さま第一のサービスを数々展開しております。

会員の皆さまとともに、工業会の発展に向け微力ながら精一杯取り組

んでまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上

げます。

この度、株式会社ベルキッチン代表取締役社長に就任しました竹田

平でございます。

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っ

ており、厚く御礼申し上げます。

私どもは「木の温もりのある暮らし」を提供することで、業界の中での

存在感を高めつつ、お客様にとってなくてはならない会社になれるよう

日々努力を続けています。

今後とも会員の皆様のご協力をいただきながら、工業会の発展に貢

献できるよう取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

株式会社ベルキッチン

代表取締役社長

竹田 平
（たけだ ひとし）

登録社名変更のお知らせ

2018～2019年度 公式行事
年間、下記の主要行事のほか、関連団体行事、各委員会行事など活発に活動しています。

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

行事内容

第12回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト

第6回暮らし創造研究会

第15回KB＆Gコラボ代表者会議（理事）

第14回ウィズガスCLUBシンポジウム

第6回エネファームパートナーズ総会

▼関連団体行事

・2019年 1月27日（日）

・2019年 3月11日（月）

・2019年 4月24日（水）

・2019年 6月 （調整中）

・ 同

行事内容

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル） （実施済み）

懇親ゴルフ会 （京都 城陽カントリー倶楽部） （実施済み）

キッチン・バスの日式典 第14回川柳優秀作品表彰式 （日本工業倶楽部）（実施済み）

2019年 新年賀詞交歓会（東京會舘 本館）

2019年度 第1回理事会（浜松町 東京會舘）

2019年度定時総会・第1回全員懇談会懇親パーティ（九段 ホテルグランドパレス）

懇親ゴルフ会（相模原ゴルフクラブ）

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル）

懇親ゴルフ会（京都 城陽カントリー倶楽部）

▼工業会行事

・2018年 9月20日（木）

・2018年 9月21日（金）

・2018年 11月 2日（金）

・2019年 1月11日（金）

・2019年 4月24日（水）

・2019年 5月30日（木）

・2019年 5月31日（金）

・2019年 9月19日（木）

・2019年 9月20日（金）

平素は会員各社様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、10月1日をもちまして社名を「デュポン・MCC株

式会社」に変更させていただきました。

これを機に社員一同新たな気持でより一層業務に邁進いたす所存で

ございます。

今後も会員の皆様とともに、当工業会の発展に取り組んでまいります

ので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

デュポン・MCC株式会社
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2018年度上期は、出荷動向先行指標の一つである新設住宅着工戸数が、6月、7月、9月の3カ月が前年同月比マイナス、上期計もマイナスになり

ました。システムキッチンは、6ヵ月連続で前年同月比がマイナス、セクショナルキッチンも同様で17ヵ月連続の前年同月比マイナスという結果でし

た。洗面化粧台は7月が前年同月比微増となりました。それ以外はマイナスで、上期計でもマイナスとなりました。システムバスは前年同月比4月微

増、5月増、それ以外はマイナスとなり、上期計では前年同期比99.3％とほぼ前年並みでした。単体浴槽は5月、7月が前年同月比増でしたが、上期

計ではマイナスとなりました。

上期は厳しい結果となりましたが、予定されている消費税増税前後の動き、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催など経済動向に注視し、

今後も出荷動向の変化を情報共有していきます。

2018年度（平成30年度） 上期自主出荷統計

調査統計委員会 委員長 柴崎 和彦（クリナップ）

（戸）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2016年度 82,398 78,728 85,953 85,208 82,242 85,622 500,151 87,239 85,051 78,406 76,491 70,912 75,887 473,986 974,137

2017年度 83,979 78,481 87,456 83,234 80,562 83,128 496,840 83,057 84,703 76,751 66,358 69,071 69,616 449,556 946,396

2018年度 84,226 79,539 81,275 82,615 81,860 81,903 491,418 83,330

前年比 100.3% 101.3% 92.9% 99.3% 101.6% 98.5% 98.9% 100.3%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2016年度 100,525 94,171 105,609 107,025 99,515 113,788 620,633 103,944 115,977 113,858 97,782 115,336 119,746 666,643 1,287,276

2017年度 99,493 101,164 112,333 110,594 102,825 114,280 640,689 113,494 118,465 118,082 99,953 115,980 128,767 694,741 1,335,430

2018年度 98,353 100,746 107,835 110,131 101,148 108,336 626,549 113,110

前年比 98.9% 99.6% 96.0% 99.6% 98.4% 94.8% 97.8% 99.7%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2016年度 36,098 36,432 37,150 38,009 35,500 38,667 221,856 38,567 39,790 37,369 36,674 46,787 48,741 247,928 469,784

2017年度 36,426 34,394 36,115 34,863 32,738 36,673 211,209 36,610 37,391 35,041 31,354 37,732 42,145 220,273 431,482

2018年度 33,170 33,267 33,973 33,386 32,324 31,698 197,818 36,677

前年比 91.1% 96.7% 94.1% 95.8% 98.7% 86.4% 93.7% 100.2%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2016年度 142,499 132,796 150,394 149,223 136,875 157,108 868,895 146,840 165,238 164,952 145,106 166,557 175,588 964,281 1,833,176

2017年度 140,101 141,230 153,802 149,677 141,398 156,592 882,800 154,252 165,895 165,101 140,000 162,917 173,205 961,370 1,844,170

2018年度 137,237 140,690 148,613 150,405 136,623 143,316 856,884 154,383

前年比 98.0% 99.6% 96.6% 100.5% 96.6% 91.5% 97.1% 100.1%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2016年度 113,648 106,265 126,570 125,301 111,790 122,392 705,966 126,108 137,381 131,886 116,242 121,979 122,800 756,396 1,462,362

2017年度 116,373 116,598 131,664 126,301 113,738 124,959 729,633 135,051 138,071 134,536 114,906 119,757 122,178 764,499 1,494,132

2018年度 117,033 120,475 130,084 126,055 113,620 116,934 724,201 134,570

前年比 100.6% 103.3% 98.8% 99.8% 99.9% 93.6% 99.3% 99.6%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期計 年度計

2016年度 12,878 11,948 13,057 11,972 10,640 12,224 72,719 12,337 13,408 12,327 11,375 12,747 13,166 75,360 148,079

2017年度 11,650 11,403 12,588 11,478 10,831 11,739 69,689 13,814 12,367 12,699 11,954 12,998 13,661 77,493 147,182

2018年度 11,598 11,709 12,108 11,518 9,926 10,225 67,084 12,626

前年比 99.6% 102.7% 96.2% 100.3% 91.6% 87.1% 96.3% 91.4%

セクショナルキッチン　(完成品+トップ）

システムバス

洗面化粧台

単体浴槽

新設住宅着工戸数

システムキッチン　(完成品+トップ）



9月3日（月）、キッチン・バス工業会事務所にて、林会長就任後、初め

ての会長報告会が開催されました。特別委員会委員長も含め、計11名

の各委員長・事務局が出席し、平成30年度第2回全員懇談会の特別報

告事項などの事前報告が行われました。

新体制での報告会であり、会長からは委員会活動に対して、ご意見や

質問をいただき、時には緊張もありながら終始和やかに進み、有意義な

報告会となりました。各委員会からの報告では、子育て支援パスポート

事業の全国展開や中小企業等経営強化法等へ対応状況、標準マニュ

アルやカタログ表示ガイドライン改訂への取り組みなどさまざまな取り

組みの説明がありました。

最後に会長より2020年に向けて、各業界が動き出しており、今後も法

改正などウォッチし活発な委員会活動を行っていくようにとのお言葉が

あり、これからの委員会活動などを通じて業界発展や社会に寄与してい

くことの重要性を再認識したとともに身を引き締めて、今後も委員会活

動に取り組んでいくことを決意しました。

会長報告会 開催
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総務委員会 委員長 中村 覚（TOTO）

あきた次世代エネルギーパークを見学させていただきました委員会

営業
営業企画専門委員会 副委員長 馬路 貴光（パナソニック）

がんばってます 委員会・分科会！

7月6日（金）、営業企画専門委員会で、あきた次世代エネルギーパーク

を秋田市環境部 環境総務課の方にご案内いただき、見学させていただ

きました。

あきた次世代エネルギーパークは、秋田市の森林資源、風土を生かし

た再生可能エネルギーを発電、利用した39施設のことで、秋田市が環境

にやさしい都市を目指す姿勢を強く感じることができました。

まずは、秋田市総合環境センターの溶融施設を見学させていただきま

した。ここは、家庭ごみ、粗大ごみ等々の多様なごみをシャフト炉式ガス

化溶融炉で処理する施設で、熱エネルギーで電力を発生させたり、ごみ

を高温溶融処理し、スラブ・メタル等に再資源化できるということでした。

発生させた電力は、この施設の設備を稼働させることにつかわれ、余剰

電力を売電したりすることで1億円ほどの収入があるということで委員一同

驚きました。

次に、最終処分跡地に建設されたメガソーラ発電施設を見学させていた

だきました。最終処分跡地ということで、土地価格がかからないが、非常

に地盤が弱いため、2種類の架台で対応して建設し、非常に苦労したこと

を説明いただきました。秋田市の創意工夫を垣間見えることができました。

また、木質ペレットボイラー、地中熱ヒートポンプエネルギーを冷暖房

に利用した秋田公立美術大学、秋田の風況を生かした風力発電施設も

見学させていただき、秋田市の幅広く、奥深い再生可能エネルギーの

取組の一端を理解することが出来た見学会となりました。

見学の途中には、日本で教育充実度、国際性No.1の国際教養大学に

も立ち寄りました。

すべての授業が英語で、1年間の海外留学が必須と特徴的な大学で

そこでは、24時間365日開館されている図書館も見学させていただきま

した。秋田杉を生かした傘型屋根で建設されており、非常に安らぎを感

じる空間でした。

懇切丁寧にご案内いただき、御礼申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。

秋田市総合環境センターにて

溶融炉風景

国際教養大学
図書館内

会長を囲んで



委員会

ＰＬ
ガス機器等の検査の第三者認証機関を訪問しました！
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JIA名古屋検査所玄関前にて

当委員会と交流のあるガス石油機器PLセンター様の紹介により、夏

真っ盛りの7月20日（金）に、一般財団法人日本ガス機器検査協会様

（以下、JIA）へ訪問し、検査施設内の見学をさせていただきました。

JIAは東京、名古屋、大阪に3つの検査所があり、どこのご家庭や飲食

店などにもあるガス機器を安全に安心して使用するために法律、規格、

基準に適合をしているかの検査、認証を行っている第三者認証機関で

す。

私たちPL関連委員会が訪れたのは、3つの検査所の中の愛知県小牧

市にあるJIA名古屋検査所です。名古屋検査所は昨年春ころから建て

替えし、今年4月1日に新しく開所された検査所とのことです。

最初の見学は、「10m法電波半無響室」で異次元空間に迷い込んだか

と思わせる場所でした。白い四角い部分は発砲スチロールで一つ一つ

の表面には無数の突起があり、天井、四面壁に張りめぐらせた室内、床

に張っていないので「半無響室」というそうです。ここでは電子機器から

放射される電磁波、周波数ノイズの測定や機器に電波を当て、誤動作

を起こさないかを検査します。主な設備はエミッション測定システム、イ

ミュニティ試験システムがあり、主に燃料電池、マイコンメーターを試験

体としているそうです。

がんばってます 委員会・分科会！

ＰＬ関連委員会 副委員長 岡部 光朝 （ナスラック）

10m法電波半無響室での見学風景

他にも各種の試験室を見学しました。業務用厨房試験室、温水試験

室（給湯器試験）、多目的試験室（数種類あるガス種の試験）、散水試

験室（降雨を想定した試験）、ガスコンロ・ストーブ中心試験室、塩水噴

霧試験室（さび試験）、粉塵試験室と、試験室では実際に試験している

様子も見られました。各種ある試験室でさまざまな自然や生活環境に

対応すべく日々製品検査が行われ、当工業会におけるキッチン分野に

は欠かせない調理機器についてさまざまな角度から検査され、製品品

質が保たれていることを確認でき、使用者が安全に、かつ安心して使用

できる機器が届けられていることを実感しました。

次の場所は「環境試験室」で4室ありました。温度や湿度条件の制御

で屋内や屋外環境が再現できます。試験室の中には低温（-30℃）・高

湿度の環境が再現できる部屋もあり、これらも試験室で設定した環境下

での機器の動作試験が行なえる場所です。

装置の説明を聞き入る委員会メンバー有風試験装置

続いて見学をした場所は「有風試験装置」で、ジェット機のエンジン（プ

ロペラ）を思わせる形態で、その大きさに圧倒されました。ここでは家庭

用密閉式給湯器や屋外設置型給湯器を燃焼した状態の機器に風を当

てて消火しないか、また風を当てた状態でも点火するかの試験が可能

な装置です。写真のグリーン色のアーム先端にある送風機は、水平方

向のほか真上や真下から送風することができます。最大30m/sの風速

を出すことが可能です。

この装置は、JIS S 2093「家庭用ガス燃焼機器の試験方法」に規定さ

れた試験を行なうことが可能な装置です。

環境試験装置の概要説明パネル環境試験室装置のある場所の見学



委員会

合同
三委員会合同 昭和へのタイムスリップと近未来への移動委員会を実施
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酷暑・台風・地震と自然の猛威にさらされた今夏、9月7日（金）～8日

（土）の2日間、消費者関連委員会/キッチン・洗面技術専門委員会/中

企税関連特別委員会の3委員会合同での移動委員会を実施いたしまし

た。本土上陸としては極めて大型の台風21号の爪痕が残る大阪、パナ

ソニック株式会社様が創業100周年を記念し開設された「パナソニック

ミュ－ジアム」のある、京阪本線西三荘駅の改札前に、総勢29名が集

結。整列、点呼の後、いざ同社へと相成りました。ミュ－ジアムは「もの

づくりイズム館」と「松下幸之助歴史館」の2棟で構成されており、まずは

「ものづくりイズム館」へと歩を進めました。

■ 昭和の香り残る「ものづくりイズム館」

同社のものづくりのDNAを探る場所、「ものづくりイズム館」の中には、

誰もが懐かしく思い出すであろう家電品の宝箱がありました。「これ、子

供の頃にあったよね」や「初めての給料で買ったテレビはこんな感じだっ

たね」など、あちらこちらで弾む声が聞かれました。同館は「収蔵庫」「マ

スタ－ピ－スギャラリ－」「ヒストリ－ウォ－ル」の3つのテ－マ展示に分

かれており、それぞれのテ－マに沿って、開発者の熱意や同社の商品

に込めた想い、社会背景、時代に呼応したものづくりを商品現物や映像

などで分かりやすく説明されていました。なかでも、少しだけ上の世代の

方に特に懐かしく感じられていたのは「ナショナル坊や」です。坊やの横

に立ち記念撮影をする方もいて、気持ちは童心に帰っているようでした。

■松下幸之助翁に出逢える場所「松下幸之助歴史館」

続いて訪ねたのは、「経営の神様」との異名を持つ同社の創業者であ

る松下幸之助翁の生涯をライブラリ－形式で紹介する「松下幸之助歴

史館」です。同館の入り口前に建立されている「松下幸之助翁寿像」を

横に見ながら館の中へ。幸之助翁は多くの名言や書を残していますが、

まず目に入るのが、「道」と記された直筆の文字です。館長による歴史

館全体の説明を受けた後、みんな興味津々で中に入りました。幸之助

翁の生涯を時系列に7つの章に分けて構成されており、商人としての基

礎を築いた奉公時代から、創業、そして生産者の使命に目覚める時代、

戦中戦後の混乱期、高度経済成長期を経て現代へ。「礎」～「経世」とい

う言葉を枕に分かりやすく、興味をそそる表現で説明されました。

また同館の中には、誰もが一度は耳にしたことのある「企業は社会の

公器」「自修自得」などの30に渡る名言がカ－ド形式で配置されており、

興味のある方は30枚のカ－ド（無料）に収納ケ－ス（有料）を購入し、同

社の商いに貢献されていました。

創業100周年という一世紀に渡る長い年月が、ある意味短くも感じら

れるような不思議な感覚を抱かせる歴史館。このような貴重な経験の

機会を与えていただいた同社に感謝し1日目を終了しました。

消費者関連委員会 越道 昭徳 （クリナップ）

ものづくりイズム館

■近未来への試金石「NEXT21」訪問

翌8日（土）は、初めて見学する委員を中心とした人員構成での実施と

はなりましたが、当工業会としては2013年度浴室技術専門委員会、

2016年度総務・調査統計委員会に次いで3回目の大阪ガス実験集合住

宅「ＮＥＸＴ21」訪問となりました。冒頭、映像等で「実験過程としては、

前回2016年度に説明させていただいた第4フェ－ズの継続中で、2020

年度を目途に次フェ－ズに移行する予定」との説明があり、その後、

SOFC（固体酸化物形燃料電池）をはじめとする各エネルギ－設備や居

住スペ－スの見学を行いました。屋上では、太陽光発電と太陽熱の効

率的な組み合わせや、自然との共生を図った緑化施設等の見学を行い

ました。プラス面の評価が高い反面、都会での緑化の課題として、落ち

葉清掃での近隣住民との関わりなど考えさせられることもあり、大変勉

強になりました。

今後、これまで常識とされてきた以上の社会環境の変化も想定される

なか、21世紀の理想的な住居システムを目指す第5フェ－ズに期待し

つつ、「NEXT21」をあとに移動委員会を無事終了しました。

NEXT21 玄関前にて

ナショナル坊や

松下幸之助翁寿像をバックに全員での集合写真

松下幸之助翁と「道」掲示 名言集

がんばってます 委員会・分科会！



委員会

技術
株式会社原田伸銅所 仙台工場様を見学させていただきました
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原田伸銅所 仙台工場にて

10月5日（金）、浴室技術専門委員会の移動委員会にて宮城県黒川郡

にある株式会社原田伸銅所仙台工場を見学させていただきました。

同社は1952年埼玉に創業、1970年代には世界で唯一の、りん青銅専

業メーカーとしての道を歩み、一意専心、世界でも通用する品質・技術

を培ってこられました。

りん青銅は古くから使用されている金属ですが安定したコストと加工

性や強度、電気的特性等から電気・電子分野や自動車分野など幅広い

用途で使用されています。

今回は、りん青銅伸銅品の工程として原料の溶解、鋳造、焼鈍、エッ

ジトリミング、圧延、脱脂・洗浄、矯正、製品スリットなど、ほぼ全工程を

見学させていただきました。

背の高い建屋に入りまず気が付くのは工場の人の少なさでした。工場

の設備は自動搬送システム、自動研磨、自動倉庫など自動化が徹底さ

れ本当に稼働しているのか?と思うほどの少人数化が図られていました。

次に、高温で4tもある重量のコイルを扱っている工程でも危険な感じが

全く感じられない程に安全性に配慮された設備設計です。焼鈍装置を

一段下げた位置に配置するなどの作業しやすさを考えたレイアウト等に

は感心させられました。また、工場内には音楽が流れ20年も前に描か

れた壁画が汚れない位の清潔な環境を維持されており、とても素材を

生産・加工しているとは思えない程の工場で、製造メーカーとして見習う

べき内容が多々あると感じました。

最も同社の技術を感じたのはやはり13mmある鋳造品から圧延・焼鈍

を繰り返し、厚さがわずか50μまで薄くするにも関わらず安定した品質

の伸銅品を当たり前のように生産されているということで、トップメー

カーの底力を感じることができました。

がんばってます 委員会・分科会！

工場見学の終わりには、同社が6年くらい前から研究開発に取り組ん

でいる、りん青銅合金が保有する抗菌性に着目した試作品の紹介をし

ていただきました。浴室業界に関係する商品としては、手すり（金属）に

抗菌性を持たせた試作品や、ドアノブなど。また、インテリア材、低熱伝

導率の屋根材の実物、試作品等、新用途開発についても詳細な説明を

していただき、大変有意義な時間を過ごさせていただきました。

最後に仙台工場の皆様、本社から移動いただきご対応してくださった

皆様には心より感謝申し上げます。

浴室技術専門委員会 委員長 酒井博康 （ＴＯＴＯ）

溶解鋳造

焼鈍

圧延

製品スリット



委員会

情報
「天城ホームステッド」にて、日本IBMセミナーが開催され参加しました
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ベル・データ様によるご紹介

10月14日（日）～15日（月）の2日間、平成30年度第4回情報化推進委

員会が、日本アイ・ビー・エム株式会社様の研修施設である「天城ホー

ムステッド」（静岡県伊東市）で開催されました。当施設は標高820メート

ルの伊豆の天城山の中腹に位置し、日々の都会の喧騒から解放される

素晴らしい環境にあることから、講演にも集中でき、活発な意見交換会

も行われて盛況のうちに終了いたしました。

■日本IBMハンズオンセミナー（10月14日）

「IBM Watsonを使ってチャットボット・アプリを作ろう！」

講師：日本アイ・ビー・エム株式会社クラウド事業本部

岸田 吉弘 様

チャットボットは、「ユーザーの要求や質問に適切に対応すること」が

主目的であり、そのためには、ユーザーは何をしてほしいのか? 何に対

して行えばよいのか? 情報をどのように得るか? の3つがポイントになり、

そのためには、発言の「意図」を読み取り、「対象」を特定し、「対話フ

ロー」を設計する必要があります。逆に、そのポイントさえ押さえておけ

ば、IBMの「Watson Assistant」（以下ワトソンと記載）を活用することで、

簡単なチャットボットであれば、専門知識が無くても短期間で作成するこ

とができます。

講演の前半では、「レストランの検索」をシナリオに設定し、意図を認

識させるための例文、対象を明確化するためのキーワード、対話フロー

を登録することで、参加者全員が見事にチャットボットを作成することが

できました。

講演の後半では、「Node-RED」をご説明いただきました。Node-REDは

ノンプログラミングでWebアプリを作成できるツールで、ワトソンと組み

合わせることで、前半で作成したレストランの検索のチャットボットを

Web上に簡単に公開することができました。

今回の講演を通して、人工知能の進歩を身近に体験することで、人と

接する製品を市場に提供している当業界への活用もすぐそこまで来て

いると、改めて実感しました。

がんばってます 委員会・分科会！

■ベル・データ株式会社セミナー（10月15日）

「最新のエンドポイント情報セキュリティサービス」

講師：ベル・データ株式会社東日本サービス・デリバリーセキュリティ

高橋 謙治 様

普段何気なくアクセスしているインターネットにはさまざまな脅威が潜

んでいます。当セミナーでは、ランサムウェアに感染したコンピュータを

事例に、その脅威を分かりやすく説明していただきました。昨今のラン

サムウェアは、バックアップデータを破壊、また、ばらまき型から小規模

攻撃型へと巧妙化しており、一般ユーザーより多くの身代金（ランサム）

を得ることが期待できる大企業がターゲットになっています。

ベル・データ様では、エンドポイント対策としての「Webroot」をはじめ、

多様なセキュリティソリューションが提供できるとのことです。セキュリ

ティを原因とするトラブルが起こった場合には企業の屋台骨を揺るがす

ことになりかねません。自社のセキュリティ対策に不安がおありでしたら、

一度同社へご相談されてはいかがでしょうか。

情報化推進委員会 委員 津島 岳志 （永大産業株式会社）

セミナーの様子 日本アイ・ビー・エム様、ベル・データ様と工業会参加メンバー

今回、はじめて当セミナーに参加させていただきました。普段は競合

となる各社の皆様が一堂に会し、時折冗談を交えながら、和気あいあい

と歓談されている姿が非常に印象的でした。キッチン・バス工業会のま

すますの発展を予感させる2日間でした。



■岩見沢市の循環型農業の取り組みについて（10月20日）
翌日は、岩見沢市で下水道資源を利用した循環型農業に取り組んで

いる峯様を訪ねました。岩見沢市役所の方々にも同席いただき、ブラン

ド米「ゆめぴりか」への下水道堆肥の活用等についてお話をうかがいま

した。

＜農家 峯淳一様の取り組み＞

峯氏は、作物残渣の処分に関する規制強化が進む中、平成22年頃か

ら、下水道堆肥を土壌づくりに活用するようになったといいます。当時の

農家にとって稲わらは厄介者でしたが、下水道堆肥に混ぜれば発酵・熟

成を促す働きをするため、その実用化に向けて試行を重ねたという峯

様。技術の確立後は組合の農家にも精力的に広めていったといいます。

下水道堆肥による循環型農業は、生産量の増加、品質（味を左右す

るタンパク質の量）の向上、化学肥料のコスト削減による収益増など、

様々な成果を上げているとのこと。今後の課題は、消費者への下水道

堆肥に対する正しい理解とマイナスイメージの払拭で、そのためには

「キッチン・バス業界の力もお借りしたい」とメッセージをくださいました。

＜岩見沢市の取り組み＞

岩見沢市からは、同市の農業基盤を支える新たな戦略としての下水

道堆肥の可能性について説明をいただきました。市が位置する空知地

方の農業は米・麦が中心で、酪農が少なく、有機分（牛糞など）の確保

が難しいために昔から化学肥料が重宝されてきました。しかしその影響

で地力の低下が懸念されており、圃場への有機分補給の切り札として

下水道堆肥に活路を求めたのだといいます。市はこれまで、脱水ケー

キや乾燥汚泥を肥料登録して普及を図ろうとしましたが、思うように

ニーズが得られませんでした。そこで農家の土づくりの技術に注目し、

必要な支援を行うなど信頼関係を築きながら、上述した生産量や品質

の向上、行政・農家双方のコスト削減など、大きな成果を得るに至った

そうです。

市は、資源循環型農業はクリーンなイメージを生み、顧客満足度の向

上や農産物のブランド化等につながると見ており、今後、企業の力も借

りながら農業と下水道の「耕下連携」を進めたいとご説明くださいました。

今回の両日の訪問では、キッチンから下水道を経て生まれる食の循

環の可能性に改めて刺激を受け、大変充実した視察になりました。快く

視察にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

委員会

広報
直投式ディスポーザ＆下水道資源循環に取り組む北海道を訪ねて
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10月19日（金）～20日（土）、広報活動で連携している下水道広報プ

ラットホームと当工業会広報専門委員会メンバーに加え、同キッチン洗

面技術委員長とディスポーザ生ごみ処理システム協会（以下、ディス

ポーザ協会）の企画広報委員長にも参加いただき、北海道における直

投型ディスポーザと下水道資源循環の取り組みを視察しました。

■石狩川流域での取り組みについて（10月19日）

北海道石狩川流域下水道奈井江浄化センターにおいて、 同センター

を管理する石狩川流域下水道組合の方々、北海道庁ならびに滝川市・

砂川市の職員の方々より、同流域下水道における直投型ディスポーザ

の普及状況と汚泥の堆肥化等の取り組みについてご説明いただき、意

見交換をさせていただきました。

同流域下水道は滝川市や砂川市など6市4町の汚水を受け入れる下

水道で、下水道資源活用の一環として、年間に発生する汚泥約3,800ト

ンのうち約2,000トン（約53％）を堆肥の原料、約500トン（約13％）を土

壌改良材に利用しているほか、汚泥消化槽で発生するメタンガスを発

電の燃料とし、年間約161万kWh（センターで使う電力の約1/3に相当）

の電力を得ているそうです。巨大切返し機を備えた施設で十分に時間

をかけて発酵された堆肥は安全・高品質で、受け取りに来られていた方

は「アスパラガスなどがとてもよく育つ」と話してくださいました。

流域内では平成18年、滝川市が直投型ディスポーザの設置を市の条

例に定めたほか、砂川市、奈井江町、浦臼町も続いて条例を施行して

おり、現在4市町で計139基の直投型ディスポーザが接続中（普及率

0.14%）とのこと。利用者のほとんどが利便性に満足されているといいま

すが、浄化センターの処理能力や諸事情により、市としては積極的な普

及活動をしておらず普及率は伸びていないそうです。

今回の視察に参加されたディスポーザ協会からは、今年11月発刊予

定の「直投型ディスポーザエリア向け ディスポーザガイドライン（案）」に

基づき、ディスポーザ設置上の留意点などが両市担当者に説明されま

した。当工業会からもキッチン関連の技術的説明をさせていただくなど、

お互いに有意義な情報交換を行うことができました。

がんばってます 委員会・分科会！

GKP-KB広報連携WG 中山 勲 （下水道広報プラットホーム）

堆肥を受け取りに
来られた方々

二次発酵槽と
切返し機

農家 峯様の
堆肥盤

自家製おにぎりを
いただきながら

峯氏の説明を伺う
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11月18日（日）、内閣府が主催する「家族の日フォーラム」が宮崎県で

開催され、子育て支援特別委員会メンバーで参加しました。内閣府では

子どもを家族が育み、家族を地域社会が支えることの大切さについて

理解を深めてもらうために、平成19年度から11月第3日曜日を「家族の

日」、その前後各1週間を「家族の週間」と定め、理解促進を図っていま

す。平成19年、富山県で「家族の日フォーラム」が開催されて以来、毎

年全国各地で開催されていますがキッチン・バス工業会としては平成

24年から参加しており、昨年の福井県開催への参加に続き、6回目の参

加になります。当日はTOTO宮崎ショールームに立ち寄り、施設見学をさ

せていただきました。当委員会で展開している内閣府「子育て支援パス

ポート事業」の協賛店舗としてお客様対応されている状況も確認するこ

とができました。

その後、「家族の日フォーラム」会場に向かいましたが宮崎県らしい穏

やかな晴天に恵まれたこともあり、会場には大勢の家族連れが訪れて

いました。オープニングとして都城市立高城小学校吹奏楽部による演

奏が元気一杯に披露され、開会主催挨拶として内閣府子ども・子育て

本部統括官 小野田 壮様、宮崎県知事 阿部俊嗣様から子育て世帯へ

の応援メッセージがありました。

基調講演では東北大学教授 瀧 靖之様より「子ども達の健やかな成

長のために～子どもの才能を引き出す家族の会話とは～」というテーマ

で「子どもの脳の成長スピードは驚くほど速く、成長段階に応じて親子一

緒になって子どもの知的好奇心を伸ばすことが重要。親子関係はメー

ルやLINEではなくリアルなFACE TO FACEでのコミュニケーションが大

切」という脳科学者ならではの解説があり、大変興味深く、聴講しました。

また映画監督の吉田康弘様より「家族をテーマにした作品を撮る～映

画監督になるまで～」というテーマでのトークショー、最後に瀧教授と吉

田監督とのクロストークセッションがあり大変充実したフォーラムで「家

族・育児・地域との絆」を改めて考えさせられた貴重な一日になりました。

なお、会場内には川柳作品集を置かせていただき、活動をPRしました。

さて、「子育て支援パスポート事業」ですが、ご賛同いただいた会員企

業により全国都道府県への協賛登録を進めていただいており、10月末

現在で444ヶ所のショールームが「子育て世帯を応援する協賛店舗」と

して登録されています。子育て支援特別委員会では1社でも多くの会員

企業に協賛いただけるよう引き続き活動します。今後とも、ご支援、ご

協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

がんばってます 委員会・分科会！

協賛店舗のTOTO宮崎ショールームを視察 「家族の日フォーラム」 瀧教授の講演 参加メンバー

子育て支援特別委員会 委員長 輿石 英夫 （TOTO）

平成30年度「家族の日フォーラム」に参加しました
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■ TOTO株式会社 TOTOミュージアム様見学(12月1日)

同社は1917年創立で、100周年記念事業として開設されたTOTO

ミュージアムは、来場数が月平均6,000人、その9％が海外の方とのこと。

見学に先立ち、鳥越様より概要説明がありました。施設内には、食器

の歴史、大便器・便座、小便器、バスルーム、水栓金具をはじめとする

水回り製品の変遷が展示されていて、温水洗浄便座が歴史的価値のあ

る資産と認定されていることがわかります。同社のこころざしコーナーで

は、創業者・大倉和親氏が欧州視察で衛生陶器と出会い、日本にも絶

対必要であると判断されたことや、豊富な石炭や輸出港があった小倉

を拠点としたことが紹介されていました。衛生陶器は、下水道が本格的

に整備された1964年東京オリンピックの時から市況がよくなりましたが、

売れない時期が長いことを知っていながらの事業展開に感動です。ま

た、世界に製品を輸出するにあたり、地域別にデザインコンセプトを確

立して対応していることの説明をいただき、地域に根ざした事業展開を

目指されていることが理解できました。基調な資料に感動しました。

委員会

合同
三委員会合同 ものづくり原点を訪ねて
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11月30日(金)～12月1日(土)、3委員会合同の移動委員会で、会員3

社のものづくりの歴史や技術を見学・体感してきました。

■ 株式会社パロマ 直方工場様見学(11月30日)

はじめに宇佐美工場長から概要説明がありました。直方工場は1968

年9月創立で、今年で創立50年を迎えられ、主に小型湯沸器と給湯器

を製造し、素材購入、部品加工(プレス、溶接、樹脂成型、熱交換器な

ど)、組立、出荷まで一貫生産される製品は年間約45万台とのことです。

続いての工場見学では、宇佐美工場長と山口様に案内していただき

ました。組立ラインではガス消費量や水量確認のほか、各種検査、テス

トを行いながら作業が進み、フロントカバーにはシルクスクリーンによる

印刷、そして組立・梱包され完成します。プレスラインでは、7t～180tの

プレス19台による作業を見学ののち、200tのプレス6台に順送りされ仕

上げられる給湯器カバーを見ることができました。時間の関係で塗装作

業を見学できなかったのは残念でしたが、国内だけでなく、主に北米に

輸出される同社工場を見学でき、参加者一同、大いに勉強になりました。

がんばってます 委員会・分科会！

材工課題専門委員会 委員長 中島 宏文（タカラスタンダード）

総務委員会 委員長 中村 覚（TOTO）

概要説明の様子

材工課題専門委員会・総務委員会・調査統計委員会

■ 株式会社タカギ コミュニケーションセンター様、

本社工場様見学(11月30日)

はじめにコミュニケーションセンター（小倉北区）にて、岩崎営業企画

部長より概要説明をいただきました。「いつでもつながる安心」「お客様

に笑顔で寄り添う対応」をモットーに全国のお客様からカートリッジ申し

込みやお問い合わせを365日24時間体制で対応され、受付件数はなん

と月3万件（繁忙期は4万件）とのこと。お客様の声を形にするVOC活動

として、みず工房ｍｉｎｉの商品箱の改善事例をご紹介いただきました。

続いて、本社工場（小倉南区）へ移動し、田村生産本部長のご案内で

金型工場を見学させていただきました。自動車部品や殺虫剤ノズルな

ども手がけられており、その金型数は九州最多の8,000型とのことです。

金型製作にはマシン加工のほか、手作業で行う鏡面仕上げなどがあり、

日本のものづくりの原点を感じました。その後、散水用品や浄水器の組

立工場、物流センターを見学し、小さなロボットが精密かつ的確な作業

をしている様は感動ものでした。ありがとうございました。

調査統計委員会 委員長 柴崎 和彦（クリナップ）

参加メンバー

展示説明の様子



委員会

室内
最新の品質評価機関とその分析計測機器のルーツを見学
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がんばってます 委員会・分科会！

室内空気環境専門委員会では、12月7日（金）に、大阪市港区にある

一般財団法人ボーケン品質評価機構様を訪問させていただきました。

同機構は繊維製品の輸出振興と品質向上を目的として1948年（昭和

23年）に商工省（現在の経済産業省）の許可を得て設立され、繊維を中

心とした試験・研究を行う日本を代表する中立、かつ公正な総合的試験

機関です。現在では、繊維製品の評価で培った技術力をベースに、異

業種業界へ参入されています。家具・インテリア・プラスチック製品など

については、VOCなどの化学的な安全性、強度などの物性的な安全性

の確認をワンストップで測定されています。

当日は、会社案内、シックハウスの対応試験方法（VOC分析）のご説

明の後、以下の各試験センターを見学させていたきました。

①繊維試験センター：混用率、耐選択性、遊離ホルムアルデヒド試験

②生活用品試験センター：環境室、家具試験室

③微生物試験センター：抗菌試験、抗ウィルス試験

④化学分析センター：デシケーター試験室、有害物質試験室

⑤機能性試験センター：接触冷温感説明、温湿度可変試験室 など

当委員会では室内空気を汚染する化学物質としてVOCの対策に取り

組んでいますので、有害物質試験室では、物質により測定方法が違うこ

との説明や、揮発性有機化合物試験機などを見学し、物質の測定方法

について詳しく説明をお聞きし、貴重な体験をさせていただきました。

翌日は、島津製作所株式会社 創業記念資料館様を訪問しました。

同資料館は、社屋であった約140年前の和洋折衷型町屋形式である

建造物の面影を色濃く残しており、そこには科学技術の歴史証左品、例

えば空気中CO2濃度測定装置の理化学器械や国内初の医療用X線装

置の医療用機器、環境汚染物質や食品添加物を分析するガスクロマト

グラフの産業機器など、数々の実証品や模型が展示されていました。

参加メンバーは終始、超ベテラン説明員の流暢かつユーモアたっぷりの

説明に心酔しながら見入っておりました。展示内容でメンバーが特に興

味津々だったのが、「球体衝突の原理実験器」「坂を“上がる”コマ」等遊

び心のある器械を体験できる“おもしろ実験コーナー”でした。メンバー

も実験体験しながら「なぜなぜ」を繰り返し原理を解こうと躍起になった

り、おもちゃを遊ぶようにのめりこんだりと、大人と子どもが同居したひと

ときでした。個人的には、車のバッテリーで有名な「GSユアサバッテ

リー」の“ＧＳ”が創業者である島津源蔵のイニシャルだったのが驚きで

した。

今回ここで体感した同社の経営理念「『人と地球の健康』への願いを

実現する」をカタチにした研究熱心さ、ひたむきさ、そして欠くことがあっ

てはならない「人への優しさ」を今後の仕事や生き方に活かしていくと、

各メンバーが課題としたことでしょう。

同資料館見学後は、坂本龍馬襲撃事件で有名な「旅籠 寺田屋」前ま

で足を運び、伏見独特の風情を肌で感じながら帰路につきました。

室内空気環境専門委員会 副委員長 吉田 尚生 （永大産業）

副委員長 吉田 光宏 （クリナップ）

BOKEN様にて。様々な試験設備を見せていただきました 島津製作所記念館にて。童心に返り「なぜ？」を体験

島津 源蔵が16歳の時に完成させた起電機の模型シックハウス、VOCの分析に関する説明を真剣に聞く委員会メンバー



委員会

川柳
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がんばってます 委員会・分科会！

今年も11月2日（金）に、ご来賓や受賞者をお迎えし、「台所・お風呂の

川柳」表彰式を盛況に開催することができました。無事に終えることが

でき、関係業界や当工業会の皆様のご協力に感謝いたします。

今年の応募句は173,677句、昨年よりも約800句増えています。14回

も続けば定着したと見てもいいのではないでしょうか。

選考は1次選考会4回を経て、2次選考会を行い、その後、盗作や類句

のチェックをし、312句に絞られた候補作品が最終選考会へ送られまし

た。最終選考会は9月28日（金）、林会長・渡辺副会長・佐々木副会長を

はじめ落語家の三遊亭金遊師匠、講談師の神田松鯉先生や協力団体

の代表の方々に出席いただき（当日ご欠席の山遊亭金太郎師匠からも

選考結果をいただいて）、当工業会会議室で行われました。

今年も例年に劣らず力作が選ばれましたが、

・キッチン･バス大賞：「キッチンで 宿題も見る 二刀流」 （島根のぽんた）

・準キッチン･バス大賞：「擦り傷も 悔し涙も 湯が包む」 （ひよこまめ）

と、うまい具合に台所、お風呂とテーマが分かれた受賞となりました。

来年の第15回目も皆様方の大いなるご協力をお願いいたします。

第14回 「台所・お風呂の川柳」選考を終えて
～ まだまだ川柳のネタはあります！ ～ 川柳事業専門委員会 委員長 中山 世一（顧問）

最終選考会の様子

委員会

広報
「台所・お風呂の川柳」事業は、学校教育ともつながっています！

広報専門委員会 委員長 藤田 東一（LIXIL）

11月2日（金）の「台所・お風呂の川柳」表彰式の懇親会の席で、我ら

が川柳事業専門委員会 中山委員長と、学校奨励賞の代表として受賞

された千葉県我孫子市立新木小学校の横山校長先生とが何やら盛り

上がっておられる・・・、なんと、同小学校の俳句活動の講師として中山

委員長がお話されることになったとのこと！ 広報専門委員会として、そ

の様子を取材させていただきましたのでご報告します！

■新木小学校での俳句の取り組みと川柳について

同小学校では2018年4月から、児童の感性を磨くことを目的に、全学

年を対象に校内で毎月俳句コンクールを開催されていて、優秀作品に

は横山先生（実は童話作家でもあられます）の自筆の色紙（写真参照）

や短冊をプレゼントされています。これは子供たちも力が入りますよね。

第1回は1週間で2,000句も俳句ポストに投函されたとのこと。横山先

生曰く「賞を取るのが目標ではなく、心の中を見つめて命の大切さに気

づき、人を愛せる大人になってほしい」とのこと、大変素晴らしい活動と

思います。さらに素晴らしいのは、俳句で培った感性を「台所・お風呂の

川柳」にも向けられたことでしょう！ ＼(^o^)／ さすが、校外コンクール

でも入賞される実力者ぞろいだけあって、「台所・お風呂の川柳」優秀作

品集にも多数掲載されました。ありがとうございました！

■中山委員長による子供たちへの俳句作りのお話

12月18日（火）、いよいよ中山委員長による新木小学校での俳句のお

話の日になりました。はじめに、横山先生からの「今日は『台所・お風呂

の川柳』の審査委員長が俳句作りのお話をしてくださいます。」との説明

に子供たちは大喜び。なるほど、俳句への熱意は相当なものです。

中山委員長からは、「俳句は自分で作らないと面白くない」との基本的

心得や、川柳との違い、季語のいろいろ、芭蕉と子規の紹介などのお話

をしていただいた後、子供たちに（先生方や私にまで）短冊を渡され、い

よいよ冬の季語での俳句作りを促されました。わずか10分間でも、短冊

の追加を求める子も多く、4句も作ってしまう子もいたのには驚かされた

とともに、ボーっと生きてる私の感性を高めていただいた良き一日でし

た！以下に当日の優秀句として選ばれた作品の一部をご紹介します。

冬の星 風におされて どっか行く （稲井くん）

すすはらい 汚れといっしょに 悪りょうが （鈴木さん）

校長室に飾られている入選俳句 中山委員長による俳句のお話の様子



「第50回洗浄に関するシンポジウム記念大会」にポスター展示
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展示内容

8月30日（木）～31日（金）の2日間、（公社）日本油化学会 洗浄・洗剤

部会からの依頼により、「第50回洗浄に関するシンポジウム記念大会」

に、関連業界団体として当工業会の活動内容のポスター展示を行いま

した。洗剤業界の方には、当工業会の「洗剤の知識」を発行する折に大

変お世話になった経緯もあり、また、最新の洗浄に関する情報を得られ

る好機でもありお引き受けしました。

さすがに50回の記念大会ということもあって、会場は多数の洗浄・洗

剤関連の技術者の方々でいっぱいでした。当工業会の活動内容は消費

者視点の内容のため、展示に関する直接的な反応は少なかったですが、

水回りにおける洗浄・洗剤の視点をあらためて持っていただくことに少し

はお役に立てたかなと感じました。逆に他者の展示では、浴槽汚れや食

洗機に関する情報もあり、大変参考になりました。

今後も機会あるごとに、当工業会の活動を発信してきたいと思います。

広報専門委員会 委員長 藤田 東一（LIXIL）

10月13日（土）、当工業会が協賛している第30回｢住生活月間（後援：

国土交通省ほか）」「住生活月間中央イベント/スーパーハウジングフェ

アin栃木」に参加しました。今回のテーマは、「どう建てる？家族のため

の安心住宅～省エネ性能と耐震性能の高い家～」。「テープカットセレ

モニー」や「合同記念式典」、「テーマ展示」などを中心に開催されてい

ました。また、栃木県内最大級の住宅イベントである「とちぎ住宅フェア」

との同時開催により、大変来場者の多い賑やかなイベントでした。

開催会場のマロニエプラザでは、高円宮妃殿下ご臨席のテープカット

セレモニーが行われ、引き続き妃殿下は、当工業会が構成メンバーで

あるウイズガスCLUBのブースをご見学、熱心に説明をお聴きになって

おられました。ブース内には、日本ガス協会のご厚意で「第14回川柳入

賞作品」を展示させていただき、来場された方々に大変ご好評をいただ

きました。

「住生活月間中央イベント/スーパーハウジングフェアin栃木」に参加して

日本ガス体エネルギー普及促進協議会 山田淳己 （日本ガス協会）

ウィズガスCLUB情報交換会を開催（親子クッキングコンテスト東海大会の視察）

高円宮妃殿下による
テープカット

ウィズガスCLUBのブース

TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

【当工業会の発表概要】

工業会概要、安心・安全の取り組み、なんでも相談Q&A、

製品に関する大切なお知らせ、「台所・お風呂の川柳」事業

参加メンバー

営業企画専門委員会 萱原 政子（タカラスタンダード）

12月9日（日）～10日（月）にウィズガスCLUB情報交換会を開催し、

「第12回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト東海大会」の視察を

実施しました。本コンテストは、親子が一緒に調理することで、料理の楽

しさや食の大切さなど食への関心を高め、家庭での食育を進めることを

目的に、小学生の親子を対象として2007年から開催されています。今

年は全国で6万を超える応募をいただきました。

東海大会の第一位を獲得した親子の料理テーマは、「田原の『大地』

の恵みを丸ごと食べちゃうぞ！」。田原市の食材をふんだんに使用した

メニューと親子のチームワークで、見事11組の中から激戦を勝ち抜きま

した。入賞発表の際は力強くガッツポーズをし、喜びを爆発させる親子

の姿が見られました。来年1月27日に東海地区の代表として、新宿で行

われる全国大会に出場し、全国優勝を目指します。

また、コンテスト後の参加者懇親会 料理試食会では、私たちも11組

の代表が作った料理を試食しました。すべての料理が本当においしくこ

の日のために練習を重ねてきた親子の努力が感じられました。
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うず巻き型電気こんろを探しています！

■事故事例・啓発活動の紹介

小形キッチンユニット用電気こんろの事故事例や啓発活動チラシ

を下記アドレスにて紹介しております。

URL： http://www.denki-konro.jp/

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 事務局 千田 賢二 （パナソニック）

VOICE
!

■自主点検進捗状況（2018年11月末現在）

・前部操作式一口電気こんろ

対象台数：530,401台

完了台数：512,533台（残台数：17,868台） 進捗率：96.63%

・前部操作式複数口電気こんろ

対象台数：147,700台

完了台数：103,670台（残台数：44,030台） 進捗率：70.19%

・上面操作式一口電気こんろ

対象台数：60,969台

完了台数：45,665台（残台数：15,304台） 進捗率：74.90%

製品安全推進会議のひとつ、小形キッチンユニット用電気こんろ協議会（以下DKK）から活動の報告と工業会会員会社の皆様へのお願いをさ

せていただきます。

■ DKK活動概要

1977年から1988年まで（一部のメーカーは2004年まで）に製造販売した

小形キッチンユニットに組み込まれた電気こんろに身体や物が接触し、意

図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったため、火災事故が

多発しました。その間、個社で対応しておりましたが、安全対策を加速する

ために各メーカーが協力して2007年6月に設立されました。

（現在会員数：11社）

主な活動は、製品を安全にご使用いただくため、チラシやポスター、新

聞・広告等による啓発活動を繰り返し実施し、つまみが飛び出たタイプの

スイッチ操作部を改修する活動を進めております。その他関係公的機関・

企業・団体への協力要請など様々な取り組みを行っております。

今後は、該当各社における100％改修の早期実現を目指して、当協議会

としても、事故の再発防止の加速のための取り組みを強化してまいります。

電気こんろチラシ
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会員の皆様のご家族、ご友人・知人で対象の電気こんろをお使いの方がいらっしゃいましたら、スイッチカバーの無料交換を行っている事を是

非ご紹介ください。

http://www.denki-konro.jp/


3 ESGモデル条項

（ESG条項）

第●条 甲は、ESG（環境・社会・ガバナンス）課題に対応するために以

下の事項を表明確約する。（表明確約条項）

(1) 個別・特有の表明確約内容

（ESG融資基準に関する融資先企業の適合性審査の結果、特にESG

に関連してリスクが高い分野に関して具体的に表明確約内容を規定）

(2) 一般的・包括的な表明確約内容

甲は、乙が提示するESG融資基準を現在及び将来にわたって遵守し、

次の各号に該当する行為をいずれも行っていないことを表明し、かつ

将来にわたっても行わないことを確約する。

①その事業において適用される全ての法令（各国の腐敗防止及び贈

収賄防止等に関する法令並びに環境、労働、安全及び衛生に関す

る法令を含む。）に抵触する行為

＜略＞

⑤地球環境に負荷を与え、又は著しく環境を害する活動

⑥前各号に準じてESG（環境・社会・ガバナンス）に著しい悪影響を与

える一切の行為

＜略＞

6 乙は、前項の是正措置の要求にもかかわらず、是正計画期間経過

後も、甲に第1項の違反がなお認められる場合、請求により、第●

条に定める債務その他一切の乙に対する債務の期限の利益を喪

失させ、直ちに弁済させることができる。（期限の利益喪失条項）

4 ESG違反は期限の利益喪失→借入金一括弁済を求め

られる

この期限の利益喪失条項（第6項）は、深刻です。

要するに、銀行から借り入れをした企業において、外国人技能実習生

に対するパワハラなどの人権侵害が行われていた事や不当労働が発

覚するなどの表明確約違反があった場合、是正措置の要求にもかかわ

らず、是正計画期間経過後も違反が解消されない場合には、借入金の

一括返済を求められることになる「期限の利益を喪失させることができ

る旨の条項」が日弁連ガイダンスにて明記されたモデル条項に記載さ

れているのです。

地球環境に負荷を与え、又は著しく環境を害する活動も表明確約事

項であり、違反する行動は、期限の利益喪失事由になるリスクがありま

す。

5 SDGs・ESGを経営理念に盛り込む

消費税増税後の反動が予測される住宅業界においては、特に増税後

（2019年10月以降）の厳しい経済環境を予測して、事業計画を立ててい

かなければなりません。当然、金融機関との密接な連携も不可欠でしょ

う。金融機関は、日弁連ガイダンスの後押しもあり、企業に対する融資

をする根拠として、「融資先の企業は、SDGs・ESGに積極的に取り組ん

でいる」事を挙げるでしょうから、経営者は、2019年10月をまたぐ事業

計画を立案するにあたっては、SDGs・ESGというキーワードは「マスト」の

キーワードとして、事業計画の中に盛り込むことを検討すべきでしょう。

SDGs・ESG（環境・社会・ガバナンス）関連リスク対応に力を入れています

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH  201820

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

日本弁護士連合会は、2018年8月23日（木）、「ESG（環境・社会・ガバ

ナンス）関連リスク対応におけるガイダンス（手引）～企業・投資家・金

融機関の協働・対話に向けて～」を公表しました。

工務店業界でもまだまだ認知度が高くないSDGsやESGというキーワー

ドに、日本弁護士連合会が手引きを公表しているという事実をまずは皆

さんにお伝えしたいと思います。

要するに、企業活動に対しSDGsやESGに関連するリスクは一気に社

会的高まりを見せる可能性があり、キッチン・バスに関連する皆様の業

界でも最新動向を知り、次の戦略を練る必要があると思います。

1 コンプライアンスの次は、SDGs

企業が取り組むべき法的課題として、差別やハラスメントの問題、長

時間労働や残業問題が取り上げられる事が多いのですが、コンプライ

アンス（法令遵守等）は、社会から信頼を寄せていただく企業活動にとっ

ては、当たり前となり、先進的な企業では次の課題に取り組んでいます。

そのきっかけとなったのが、2011年の「ビジネスと人権に関する国連

指導原則（UNGPs）」です。

この指導原則は、①「人権を保護する国家の義務」、②「人権を尊重す

る企業の責任」、③「被害者の救済へのアクセスの確保」という3つの柱

から成り、企業に「人権を尊重する責任」があるということを確認しました。

その後、2015年国連において採択された持続可能な開発目標

（SDGs）が掲げる目標は、企業がSDGsに整合した形でESG（環境・社会・

ガバナンス）課題の解決に資する製品・サービスを提供することを求め

ています。

一方、企業が事業活動やサプライチェーンを通じて気候変動などの

ESG課題を悪化させているとの懸念からパリ協定が採択され、これが国

交省・経産省が推奨するZEH普及施策につながっているわけです。

2 日弁連ガイダンス

日弁連ガイダンスは、①企業向けのガイダンス（第1章）、②機関投資

家向けのガイダンス（第2章）、③金融機関向けのガイダンス（第3章）の

3部により構成されています。

特に中小企業では③金融機関向けのガイダンス（第3章）が重要です。

「第3章 金融機関のESG融資における審査～ESGモデル条項の提

示」では、融資取引からの反社会的勢力の排除に関する金融庁の監督

指針を発展する形で、融資金融機関に対し、ESGに配慮した融資審査

や融資先企業との対話・支援の在り方を示しています。

要するに、ESG（環境・社会・ガバナンス）に取り組む企業に対する融

資を積極的に行いなさい、という社会的要請に応える形で、融資契約に

盛り込むことを検討すべきESGモデル条項を提示し、金融機関にESG投

資にすぐに取り組めるようにサポートをしているのです。

おそらく、多くの金融機関は日弁連ガイダンスに紹介された条項を融

資契約書に挿入し、早ければ来春以降の融資契約に適用させるのでは

ないか、と考えています。

弁護士法人匠総合法律事務所 代表弁護士 秋野 卓生（工業会顧問弁護士）

VOICE
!

持続可能な世界を実現する
ための17のゴール
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「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
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藤田 東一 (LIXIL)

松本 賢治 (TOTO)

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 (三菱ケミカル・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)

中村 覚 (TOTO)

山下 藍 (渡辺製作所)

高木 利一 (事務局)

田中 朋子 (事務局)

事務局からひとこと
常務理事 高木 利一

VOICE
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6月に第15号を発行した後、7月に西日本豪雨、9月の台風21号、北海

道胆振東部地震等々と大きな被害をもたらした災害が続きました。来年

の干支は亥の年です。過去の亥の年には大きな災害が記録されていま

す。大地震か超大型台風か見当がつきませんが、災害が無い事を祈る

しかありません。

10月に発行した情報誌「技風堂々」に掲載しましたが、今秋も当工業

会の賛助会員企業2社を訪問させていただきました。ご案内いただいた

工場は、その持つ技術に裏づけされた素晴らしい物造りの現場でした。

来年も企業訪問は是非継続したいと考えていますので、その時は会員

の皆様よろしくお願いします。

京都での全員懇親会の翌日9月21日（金）、関西の名門コースである城陽カントリー倶楽部にて、第2回懇親ゴルフ会を開催しました。

総勢28名にご参加いただき、優勝は東京ガス株式会社 佐藤様でした。当日はあいにくの小雨模様でしたが、皆様の念力で雨もやみ、無事に終

了することができ、会員同士の親睦もより一層図ることができました。

城陽カントリー倶楽部にて

平成30年度 第2回懇親ゴルフ会開催！

懇親ゴルフ会 会長 西田 隆一

2019年第1回懇親ゴルフは、
5月31日（金）に相模原ゴルフクラブで
開催いたします。
多くの会員の皆様のご参加をお願いし
ます。

VOICE
!

今年の4月から広報委員会のメンバーとなりました山下と申します。

委員会の皆さまはとても親切で、私のような新参者の発言にも耳を傾けてください

ます。懇親会などではとても和気あいあいとした雰囲気ですが、いざ委員会となると

真剣な表情で白熱した議論が展開されています。わたしはまだまだ勉強不足ではあ

りますが、広報委員会の一員としてキッチン・バス工業会及び会員企業の皆さまの

活動やより良い情報発信に務めてまいります。

これから寒くなりますので、おいしいご飯を食べ、1日の疲れを温かいお風呂で癒

し、皆さまが心身ともに健康で過ごすことができますよう、心より願っております。

山下 藍（渡辺製作所）

今年一年ありがとうございました。事務局は来年も最善の力を尽くして

まいります。会員企業や行政そして関連団体の皆様の変わらぬご支援

を宜しくお願いいたします。皆様の新年が素晴らしい年になる事をお祈り

いたします。

当工業会の新年賀詞交歓会は、新装されたばかりの東京會舘丸の内

にて1月11日（金）に開催します。多数の方々のご出席をお待ちしていま

す。
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