
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛夏お見舞い申し上げます。 

熊本の夏は毎年の事ですが、梅雨明けと同時に蒸し暑い日々が続き、またここ

数年は亜熱帯地方を思わせる気温の上昇とスコ－ルの様な雨の降り方等、異常

気象が異常ではなく通常に変わりつつあります。 

そのような中、７月中旬に九州北部に激しい雨が１０日間ほど降り続き、気象庁

が「これまでに経験した事のないような大雨」と表現した、１０００年に１度の降水量

を記録して、熊本でも阿蘇地域では、土砂災害で亡くなられた方や、家屋の全

壊・床下・床上浸水などで大変な被害が見られました。 

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに一日も早い復旧を願います。 

熊装協の組合員の方の被害は２社に床下浸水があり、加工工場や車輪の被害

等が見られましたが、幸いなことに人命に至るような大事には至らなかったという

ことです。組合と致しましては、２社へのお見舞いと、内装士会と共に被災された

方々へ熊日新聞社を通じ、義援金を組合員一同として送金いたしました。 

さて、熊装協では、３年前から人材育成の為の１級技能士・内装士へのチャレ

ンジの教育指導を進めております。特に床１級プラスチィック・表装１級におきまし

ては、検定に向けて５月～７月にかけて学科および実技を５回にわたり実施致し

ました。おかげをもちまして３年間で２５名の１．２級技能士を誕生させることが出

来ました。今後ともこのような育成指導に力をいれて行きたいと思っております。 

また、内装士は１０月の試験に向けて只今受講生を募集しています。自分の知

識を高める事は元より新しい分野を開く足がかりにもなると思いますので、たくさ

んの方々が受験される事を切望いたします。 

熊装協創立から今年で３８年となりますが、２年後には、４０周年を迎えることに

なります。２年後の組合創立４０周年に向けて特別委員会を設置し、記念事業の

計画をたてておりますので、会員の皆様のご意見等是非参考にさせて戴きたいと

考えております。皆様の企画等をＦＡＸやメ－ルにてお聞かせ頂ければ幸いに存

じます。 

これから大暑に向かい、ますます厳しい暑さが続きます。御身体大切にこの夏

を乗り切っていかれますよう心よりご健勝をお祈り申し上げます。 

Ｋｕｍａｍｏｔｏ 
Ｉｎｔｅｒｉｏｒ 
Ｄeｃｏｒaｔｉｏｎ 
Ａｓｓｏｃｉaｔion 
Ｍａｉｌ 

２０１２ ＳＵＭＭＥＲ 

ご  挨  拶 

理事長 

上 田 觀 一 

平成 24 年度 熊装協第 38 回通常総会 開催 

発 行／熊本県室内装飾事業協同組合 事業委員会 

〒８６１－８０４６ 熊本市東区 石原１丁目１１－１１ 

ＴＥＬ ０９６－３８９－８８１０ ＦＡＸ ０９６－３８９－８８０９ 

メール kumasou@atlas.plala.or.jp 

ホームページ http://kumasou.org/ 

※「熊装協」で検索 

平成 24 年 5 月 25 日金曜日 午後 2

時より、森都心プラザにて平成 24 年度 

熊装協第38回通常総会（会員73名中、

出席 16 名、委任状 36 名）が開催され

た。中野副理事長より総会開会宣言の

あと、議長に上田理事長が議長に選出

され、議案審議に移行した。 

また、改選期に伴い、選考委員選出し、理事10 名、監事3 名が発表されたとこ

ろ、満場一致で承認され、役員への推薦者も就任を承諾した。その後、緊急理事

会が開かれ、上田理事長が理事長 3 期目に就任した。また、三役も前期同様の

布陣となり、全審議事項を終了、閉会した。 

総会後、賛助会員との交流会があり、各社新商品･主力商品のPR が熱心に行

われた。交流会終了後、坂田会計事務所所長：坂田義照氏より「経営戦略はこう

立てる」と題し、SWOT 分析シートを使った経営戦略の立て方と活用法の講演が

あった。会社経営における問題・疑問に関する質疑応答後、場所を移動して懇親

会となった。 

第 1 号議案 平成 23 年度事業報告、収支決算承認 

第 2 号議案 平成 24 年度事業計画、収支予算承認 

第 3 号議案 賦課金の決定と徴収方法の承認 

第 4 号議案 役員報酬の承認 

第 5 号議案 借り入れ最高限度額の承認 

第 6 号議案 出資金額面統一の件 

第 7 号議案 役員改選 

年度末出資金額面調査の結果、額面に相違があるこ

とが判明。組合員 73 名中 59 名が 24,000 円であるこ

とから、額面を 24,000 円に統一することに決定した。 

該当社には後日、連絡文書が送付され、額面統一に

向けての取組みとなる。 

懇親会は、午後 6 時よりホテルニュー

オータニにて開催された。 

新役員の紹介および理事長 3 期目の上

田理事長より、今後の更なる協力依頼

の挨拶があり、 スペシャルイベントに、中学生による三味線の演奏が

あり、還暦者 5 名を紹介。（有）みやざき装飾：宮﨑真理

子氏が代表挨拶を行った。また、今年度入会された新組

合員 2 社の紹介があり、㈱サキ代表：青木郁二氏より挨

拶、歓談のあと懇親会を終了した。 

野田たけし衆議院議員、

熊本市･建築部会よりの

お祝辞を頂き、来賓の紹

介となった。 

平成 24 年度 各委員会編成と事業計画 

総務委員会 

時勢にあった講義を聴く・ガラスフィルム

施工資格取得。賛助会員との連携強化・

技能祭参加。 

流通委員会 

賛助会との交流会（5/25 済）・各要望活

動・各ＰＲ。 

防炎委員会 

壁装講習会年 2 回（更新者・初心者講

習）・不法流通ラベル阻止への協力依

頼。 

福利厚生委員会 

愛好会としてのゴルフ会開催年 1 回

(4/19 済)・ボーリング大会。 

事業委員会 

新聞発行（割付に関する打合せ）・ホ－

ムペ－ジの充実・メ－カ－提案。 

広報教育委員会 

財務と経営の勉強会（税理士との連携

5/25 済）。 

内装士会 

日装連内装士特別委員会・内装士資格

検定試験出席。JAPANTEX および

JAPANSHOP2012 への参加・異業種交流

会。 

青年部会 

九州ブロック会への参加・会員増員。 

新技術（iＰａｄ勉強会）。新商品等の勉強

会・親睦会。 

（長） 松坂　　孝 （長） 廣島　秀二 （長） 中野　秀喜 （長） 高山　哲弘 （長） 丹波　英二 （長） 福島健一郎

（副） 高山　哲弘 （副） 赤星　真二 （副） 田中　美範 （副） 松坂　　孝 （副） 志賀　昭信 （副） 安部　浩敏

（副） 斉藤　則之 井村　瑞代 （副） 鶴田　　勇 野田　利行 高野　存之 新原　順夫

企画 莟　　孝之 岩本　芳寿 上田　公大 西浦　進一 大高　　修 坂井　久男

中村　  繁 内田　孝美 藤本　　進 岡部　友一 岡部　　悟 亀井　典生

白石　正英 石村　隆明 宮﨑真里子 中原　　止 堺　　玲二 佃　昭太郎

立石　安利 前田　豊憲 宮下　義輝 池永　幸生 園田　　孝 島田　芳康

林　　裕晴 久木田廣八 尾上　博憲 歌丸　光典 鳥居　　徹 岡村　英寿

別府　正信 河野　昭一 中尾　圭一 倉野尾雄一 宮口　行雄 竹原　信義

上農  晴三 大川　俊成 後藤　隆利 沢村　三国 上田　觀一 多久　正彦

西田　政孝 高木　幸介 橋本タマ子 田上　周一 三隅　康祐

吉永　 　忍 村田　隆治 青木 郁ニ 福田　隆輝

上田　良一 有馬　節雄 北野 玉志 甲斐　誠起

後藤　正信 荒木　雄一

総務委員会 防炎委員会 流通委員会 福利厚生委員会 事業委員会 広報教育委員会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 1 日午前 8 時 30 分より熊本市職業訓練センターにて、プラスチック系床

工事 1 級技能士実技試験が行われた。本年の受検は 7 名申込中のところ、6

名受検。6 名中 3 名は、5/20（日）から当組合開催 5 回の 1 級技能士合格講座

受講生。3 名の受講生は、制限時間 3 時間 30 分の実技試験中、講座および

仕事の合間に練習した手際の良さで、最速 2 時間 10 分～3 時間 10 分で実技

試験をを終了した。検定員 3 名による判定後、各自清掃し正午過ぎに受検会

場を後にした。筆記試験は 8 月 26 日（日）10：00 から。合否結果は 9 月 28 日

（金）県庁 HP ⇒ http://www.pref.kumamoto.jp/ で公開される。 

平成 24 年度熊装協内装士総会（会員

22 名中、出席 12 名、委任状 10 名）は、6

月 8 日（金）午後 6 時 30 分よりイタリアン

レストラン：オステリア・ダ・ルバクオーレ

で開催された。はじめに、上田内装士会

会長より、再来年は熊装協 40 周年にあ

たるため、内装士会独自の勉強会を企

画していきたい旨の挨拶があった。 

また、防炎委員会の提案により、新規受講者に対し、ラベル申請書書き方

に関する初心者講習を追加。次回開催予定は平成 25 年 1 月中旬頃。該当者

は平成 22 年 1 月受講者および新規受講者。壁装講習会は 3 年に 1 度更新が

必要。事前申込・受付とし、当日の受付はしない。詳しくは、組合事務局まで。

- よろこびのご紹介 -     表彰おめでとうございます 

 

㈲インテリア・アート 

㈱タナカ建装 

壁装講習会および防炎業務講習会 

青年部総会 開催 

平成 24 年度熊装協青年部総会（部員

19 名中、出席 7 名、委任状 6 名）は、4 月

25 日（金）午後 7 時より熊本市中央区下

通り:紅蘭亭にて開催された。 

莟青年部長より開会挨拶のあと、平成 23

年度事業報告・収支決算および平成 24

年度事業計画・収支予算について説明、

承認された。 

次に、役員改選について、莟孝青年部長が親会の通常総会と青年部の改

選期を統一する主旨説明し、部員の役員･役割を諮ったところ、異議なく承認

された。また、年齢上限超えとなり退部となる田上企画･田上周一氏に記念品

の贈呈が行われた。すべての議案の審議を終了し午後7時33分に閉会した。

その後懇親会に移行し、賛助会員･部員間で交流を深めた。 

1 級技能士合格講座・床検定本試験 

サンゲツ社 特殊壁紙施工講習会 

平成 24 年 6 月 7 日（木）熊本市職業訓練センターに

て、午前・午後同一の内容でサンゲツ特殊壁紙施工講

習が行われた。この講習会はサンゲツ社の新商品発表

に伴い、約 3 年毎に行われており、受講者は午前中 22

名、午後 11 名の合計 33 名。 

表彰 

熊本県建設業協会建築部会安全大会 

無事故表彰社 

内装士会総会 開催 

次に、平成 23 年度事業報告・決算および平成 24 年度事業計画・予算につ

いて説明し、承認された。また、今年度は役員改選期であることから、役員改

選が諮られ、会長に上田觀一、代表幹事に丹波英二、常任幹事に莟孝之、福

島健一郎、監事に岩本芳壽等が重任となった。更に、講習会や行事等に関す

る希望・意見交換等が行われたあと懇親会に移り、午後 8 時 30 分に解散し

た。 

※ インテリアデコレーター（内装士）にチャレンジしよう ※ 

今年度も、日装連が資格認定するインテリアデコレーター（ID)の資格試験

が開催されます。試験科目は、内装工事の基礎的な学科試験 50 問と室内パ

ースおよびコーディネートボードの提出です。ぜひチャレンジして、営業力＆業

績アップにお役立て下さい。受検申込締切は 8 月 20 日。検定試験日は 10 月

5 日（金）、受検料 10,000 円。詳しくは、組合事務局まで。 

平成 24 年 5 月 20 日（日）から 7 月 29 日（日）の間、熊本市職業訓練センタ

ーにて今年も 1 級技能士合格講座が開催された。講座回数は床・表装ともに

各 5 回。受講者は床 1 級合格対策講座に 3 名、表装 1 級合格対策講座に 6

名。学科は上田觀一講師、床は中嶋英晴講師、表装は藤本浩二講師が担

当。床本試験は 7 月 1 日（日）、表装本試験は 8 月 25 日（土） ともに熊本市

職業訓練センターで実施予定。 

1 級技能士合格講座 床検定本試験 

7月25日（水）午前9時より、熊本市流通情報会

館にて、壁装講習会および防炎業務講習会が開

催された。今回の受講者は、新規受講者 7 名、更

新者 9 名の合計 16 名。防炎業務講習会は防炎協

会の委託を受けて、前回 1 月の壁装講習会より、

併催している。 

これまでに経験したことのない豪雨によ

り、被災されました皆様に心よりお見舞い申

し上げますとともに、1 日も早い復旧をお祈り

致しております。 

熊本県室内装飾事業協同組合 

熊本県室内装飾事業協同組合 内装士会 

内容は、1.特殊壁紙（スパンコール、EB クロス他）に

ついて 2.接着剤の特徴と相性 3.各種クロス施工のポ

イント 4.オープン時間等の解説・実演。 

講座途中 10 分の休憩時間にも質問をする等受講者は

熱心に聞き入っていた。 

トーソー株式会社 福岡支店：TEL.092-947-2661 鹿児島支店：099-259-2911 

会員近況報告 
（オープン・移転など） 

ユーエリアデザイン㈱ 

「まどｚａｋｋａ」オープン 

熊本市東区下江津４－１－２５ 

http://www.mado-net.com/ 

※会員の皆様からの近況報告をお

待ちしております。 

経過日誌（一部抜粋） 

４月１９日（木） 親睦ゴルフ会 ゴルフ愛好会・肥後ｃｃ、

12 名参加 

５月１８日（金） 日装連理事会 上田理事長出席 

６月１日（金）  検定水準会議 於メルバルク熊本 

６月６日（水）  建設業協会建築部会 安全大会協議会 

於建築会館地階 莟副理事長出席 

８月２日（火）  九州ブロック理事長会会議 於福岡  

上田理事長出席 

熊本県室内装飾事業協同組合および内装士会で義援金 10 万円を熊

日に送金し 8/4 熊日朝刊 P30 に掲載されました。 


