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日本防災設備協同組合の平成23年新年賀詞交歓会は、1月 20日、文京区湯島「ホテル東

京ガーデンパレス」において90余名が参カロ、盛大に開催された。広江専務理事の開会の辞
に続き、荻理事長が年頭の挨拶をのべた。

多数の来賓の中から、代表者に祝辞を戴き、こ来賓全員のこ紹介、藤岡副理事長の乾杯の

音頭、歓談、組合員有志によるバンド演奏、そしてビンゴゲーム、中締めとして千葉副理事
長の謝辞で盛会のうちに散会した。

嚢曇奎次盤卒長年顔の多葎轟舎曇|

■■|■ 11■,(新年賀詞交歓会1月 20日 )11蔵着■■■

新年あけましておめでとうございます。

理事長 荻 英夫

本日はお忙 しい中、ご
来賓の方々を始め、多く
の方々にご出席をいただ
きまして誠にありがとう
ございます。また、日頃
は組合運営に多大なご理
解とご協力をいただき、
高いところからでありま
すが重ねてお礼申し上げ
ます。

さて、昨年を振り返り
ますと建築業界、防災業界共に厳しい一年で
ありました。そんな中で昨年後半頃から住宅
着工率の上昇と各地域での再開発が徐々に動
き始めており、防災業界においては追い風に
なつているように思われますが、歯止めが利か
ない価格競争が我々を取り巻く情勢を低迷さ
せている状態です。

少し、話は変わりますが、とある週刊誌に
こんなことが記載されておりました。明けな
い夜が無いように、不況には必ず終りが来る
と、2011年 は日本が好景気へと導かれる
事が約束された記念すべき年となるだろうと。

また4月 に日本経済は劇的復活を遂げると、
バブル崩壊以来の失われた20年 と称される
時代に終りが来るだろうと書かれておりまし
た。(参考までに。)しかし、先行きは依然、
不透明な気がいたします。
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さて組合の昨年を振り返りますと、共同購
買事業は横這いであったものの、各種行事、
また消防設備士取得準備講習会等においては
多くの参加者を得ることが出来ました。

また、 3年前から立ち上げた防排煙設備検
討委員会も役員の努力により順調に進んでお
ります。
更に、 11月 にビジネス交流会の一環とし

てホームページをもたれていない組合員各社
の為にA4・ 1ページ4,000円 と超破格な価格
での作成説明会を行つたところ、多くの参加
社を得、多くの注文をいただき、盛況のうち
に終えることができました。

いずれにしましても、このような状況の中、
今年も組合員増員運動、魅力ある組合作り、
並びに青年部増員、及び後継者育成に理事、
職員一丸となり努力してまいりますので、皆
様のよリー層の御支援と御協力をお願い致し
ます。
そして本日も昨年に引き続き、明るく元気

良く組合員有志によるバンド演奏もあります
のでお楽しみ下さい。
最後になりましたが、本日ご列席の御企業

の発展と皆様のご健勝をご祈念しまして年頭
の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

表紙写真/三王日枝神社にて

モデル :増田美乃里さん

撮影者 :広江隆―

発 行/日本防災設備協同組合

編集人/「防災設備」編集委員会

東京都文京区本郷 1丁目15番 6号

TEL 03 3813 9650(代 )

FAX 03-3813』 460
E‐ mail(事務)nlchiboukyoulCio ocn nettp

(営業)nichiboukyOu20dune ocn neip
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東京消防庁本郷消防署

予防課長 小杉 直樹

新年明けまして

おめでとうこざい

ます。本郷消防署

の小杉と中します。

地域の消防署が、

全国組織のご会合

に出席させて頂く

のもどうかと思つたのですが、折角機会を頂

戴致しましたので、消防関連の トピックスを

いくつかご紹介させて頂きますので、そこか

ら防火防災の動きなどをお察し頂ければ幸

いです。

まず、災害状況ですが、昨年平成 22年中

の本郷消防署管内の火災件数は26件 (速報

値)で した。前年比プラス 1件でしたが、そ

れでも火災件数のカウント方法が現在と同じ

になつた昭和 27年以来の 2番 目に少ない件

数となりました 東京消防庁全体では 5,082件

(速報値)前年比マイナス 519件で、昭和 3

2年の 5,246件以来最少となりました。ちな

みに昭和 32年当時、東京消防庁はまだ多摩

地域を受託しておらず 23区内のみを管轄し

ており、また、昨年4月 新たに東久留米市を

受託したことを考え合わせますと、管轄エリ

アの広さに比べ火災件数が非常に少なくなっ

たと言えるかと思います。本郷消防署におき

ましては、昨年 1月 7日 に火災によつてお亡

くなりになった方 「ゼロ」名1,000日 間を達

成し、現在 1,378日 でさらに更新中でござい

ます。これもひとえに地域や防災設備に係る

皆様の日頃のご努力の賜物であり、署を代表

致しまして御礼申し上げます。

救急件数につきましては、猛暑の影響か昨

年 7月 には1日 当たりの救急出場件数が 2,766

件と過去最高記録を更新致しました。都民の

皆様から救急車の利用についての相談窓口と

なつております救急相談センター「♯7119」

は開設から4年 目となり、大変多くの方々に

ご利用いただいています。今後とも、真に必

要とされる方々のもとへ救急車が到達できる

よう、ご協力をお願い致します。

次に、来る本年4月 から全国に先駆け運用

開始される、消防法令に違反している建物を

公表する制度についてです。これは、立入検

査で把握した違反内容をホームページに掲示

・公表し、広く建物を利用する皆様がその安

全'性を自ら確認できるようにするものです。

あわせて、この情報を地元商店街などの方々

と共有し、地域ぐるみの防火体制を強化して

参ります。

最後に、昨年4月 に東京消防庁管内におい

て設置義務化された住宅用火災警報器につい

てですが、最新の世論調査では設置率794
パーセントでした。皆様の火災予防に対する

高い関心とご理解に感謝申し上げますととも

に、既に設置された方には適正な維持管理を、

そして未設置の方には一刻も早い設置を改め

てお願い致します。

本年も皆様の安全・安心につながり信頼さ

れる消防行政を積極的に推進して参りますの

で引き続きのご支援ご協力をお願い致します。

結びに本年が災害のない平穏な年になりま

すとともに、日本防災設備協同組合の皆様の

益々のご健勝とご発展を祈念致しまして、ご

挨拶とさせて頂きます。どうもありがとうご

ざいました。
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社団法人全国消防機器協会

会長 田上 征

平成23年の輝かしい新春を迎え謹んで新年

のお慶びを申し上げます。

日本防災設備協同組合の皆様には平素より

当協会の業務運営に格別のご高配を賜り厚く

おネLを 申し上げます。

日本経済は、長期低迷と萎縮により、依然

としてデフレから脱却することができず、稼

ぎ頭の輸出企業は円高の苦しみから逃れるた

め、設備投資等の海外流出が続き、多くの企

業が危機を感じております。

この苦難を乗り切るためには、最先端技術

の開発、学術的な調査研究、ものづくり、そ

してきめ細かなサービスの提供など日本が得

意とするわざを、元気を出して進めて行く努

力が必要であると思います。

我々はどこでいつ発生するかわからない火

災を予防し、発生した火災の検出・通報・避

難・消火システムに携わる専門業者として、

研究開発から生産・販売・施工 。点検に到る

まで総てに最高の品質 と安全性を求め
森

社会に貢献して行かなければなら

経済構造の変化をはじめとする少子高齢社

会、価値観の違いの変化、福祉への対応、安

全投資に対する理解度などなど、ますます社

会が大きく変わって行きますが、人々が求め

る安心して安全に暮らせる社会生活に変わり

はありません。

私ども、消防機器等業界は、今までにも増

して、消防防災の重要性と社会的な責任を深

く認識し、その役割遂行に努めて参る所存で

あります。

結びになりますが、貴組合並びに貴組合傘

下の会員各位の今後益々のご発展と本 日ご列

席の皆様のご健勝を祈念いたしまして新年の

ご祝辞といたします。

て思つています。



東京都中小企業団体中央会

主査 鈴木 篤郎

‐
新年あけましておめでとうございます。只

今ご紹介いただきました東京都中小企業団体

中央会労働課の鈴木と中します。

私、昨年4月 より皆様の担当をさせて頂い

ております。 日頃より、中央会の事業におい

て多大なるご支援、ご協力を賜り誠にありが

とうございます。この場をお借りして厚くお

礼申し上げます。

本会は都内約 1,800の会員組合に対し、

種々の支援策を実施しております。昨年の通

常総会においては、 3つの事業を重点事業と

して決議 し、組合及び組合員企業の活性化を

図つていくこととしておりますので、ご紹介

させていただきます。

一つは「組合間連携」の推進であります。

本会は、組合の求心力を高めるために組合

同士の連携による「出会いの場」の提供をい

たします。そして、組合同士の連携、更に組

合員同士の連携に進化させ、組合及び組合員

企業のビジネスチャンスの創出に仝力を挙げ

て推進して参ります。

二つ目は、昨年度より東京都から受託した

「グループ戦略策定支援特別対策事業Jであ

ります。この事業は、都内の組合等の中小企

業団体又は都内 2事業者以上で構成された任

意グループを対象としております。中小企業

診断士等の専門家を10回を限度として無料で

派遣し、組合やグループの経営改善計画や事

業計画を作成するものです。

最後の一つは、エコアクション21の推進で

あります。本会は、中小企業の皆様が経営環

境に対応していただくために、「エコアクショ

ン21」 の認証・登録の普及 。支援を地域事務

局として実施しております。

3つの重点事業をご紹介させていただきま

したが、他にも様々な事業をご用意しており

ます。一例ですが、毎年9月 開催の「中小企業

トップセミナーJでは日本経済や中小企業経

営に関するタイムリーな話題をご提供してお

ります。また、中小企業組合同士のチャレン

ジもお勧めいたします。

中小企業がこの厳 しい局面を乗り越えるた

めにも相互扶助の精神を基本とした組合のも

とに英知を結集し、組合員同士が必要な経営

資源を補完し合うことが何よりも重要であり

ます。本会としても、組合活性化のために精

一杯ご支援をさせていただく所存でございま

すので今後ともよろしくお願い申し上げます。

結びに日本防災設備協同組合の益々のご発

展とご臨席の皆様のご健勝を祈念いたしまし

て私の挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。
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東京消防庁では、秋の央災予防運動の一環として、消防行政の推進にあたって

の協力者に感謝状の贈呈をおこなっています。この度、下記の当組合員が予防部

長から感謝状を受賞しました。おめでとうござす。

三興防災工業株式会社  代表取締役 清水 靖弘 様

株式会社東光メンテナンス 代表取締役 松原 宗一 様

組合員の事業展開する上で必要とする技術者養成 スキルアップのために、

関係各位のご協力を得て教育事業を行っています。
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1名 称

日本防災設備協同組合

趣 旨

当組合は中小企業協同組合法に基づき、国十交通省 (1日 建設省)の 認可を得た事業協同

組合です。組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な協同事業を行い、

もって組合貞の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目

的としています。(組合定款第 1条 )

地 区

現在加入組合員の地区は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・

山梨県・長野県。新潟県。静岡県・愛知県。岐阜県・岡山県・官城県。大阪府及び北海道の

区域です。(組合定款第3条 )

4事 業

消防施設工事用及び点検設備用資材の共同購買を主体として、共同受注、研究。開発、

教育・講習、情報提供、親睦・レクリエーション・福利厚生等の事業を行っている。(組合定

款第7条 )

5組合員加入資格 (組合定款第8条 )

消防施設工事又は点検設備を行う小規模の事業者であること。

6加入申請等

(1)提 出書類 カロ入中込書 会社経歴書 登記簿謄本

(2)費用 出資金 (1日 、1万 円)3口 以 Jl・ 加人手数料 1万 1]

(3)申 請に必要な書類が提出されると、理事会で承認、不承認を決定し、中請者に通知し

ます。なお、組合員になった場合は、賦課金 (組合費)として毎月6,000円 を3ケ月

ごとに糸内入して頂くことになります。

7募集期間

随時、事務局で受け付けています。中請書及び 「組合員のしおりJを希望する方は、事

務局へご連絡ください。

8沿 革

・所在地  東京都文京区本郷一
「

目15番 6号 MKビル2階

事務局  電話 (03)3813 9650 FAX(03)38139460

E―mail nichiboukyoul@io ocn ne jp   URI′ http://nichibou main jp/

・設 アヽ年月 日  昭禾日38年 10月 31H

・認 口「年月 日 昭和39年 1月 22日 、建設大臣

・組織 (現在)関 東を中心とした177FD道府県・組合員130社 事務局 専従職員6人
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川I越祭 360年の歴史を伝える集オL絵巻
川越祭の起源は ||い .慶安元年 (1648年 )に

城 11で あった松 ｀
「 伊 豆守信綱が、水川 神社 ヘ

ネJl輿や祭ネL用 具を寄進して祭礼を‐・励.同 4イ |:

(1651年 )に神 ■祭が氏子の出「々を渡御したこ
と(こ′台まる。
神幸祭 |ま 、水川の神様が神輿 に来 t,れ て川

越城 ドの町 々を巡行することで、人 々はその
ご神徳を頂き、キ福と町の繁栄を請願する伝
統行事.各 冊「内の山車や踊り屋台、底抜け屋
台、仮装行列などの練りものが随行した。
す越祭の軽 |プtな 1囃 了|ま 、文化、丈政の日寺代

に江戸から伝わった1)の である。どれ1)源 流は、
河:戸 の高西lir F.川 越では以 前からあった地
元の里仲楽と合流し占囃 rと して人成した。
笛 、人太鼓 、締 太鼓二、鉦一の 圧人囃手に
舞い手 (踊 り)が 出る。曲日(1「 )には屋台 (人狐、

`帥

|千 )、 鎌倉 (モ ドキ、オカメ)ニ ンバなどがあり、
それぞれストーリーを1,つ ‐



*このコーナーヘの投稿を

お待ちしております

○写真のテーマは自由です。

○次の文章をお付けください。
。写真のタイトル
・撮影者名
。撮影地
・コメント(100字程度)
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「“脳に良い習慣はビジネスに

税理士 小出 絹恵

皆様の周囲にいらっしゃいませんか?

好奇心旺盛で、何にでも興味を持つ人が。そういう人は概して若いとは思われませんか ?

私も、「40歳を過ぎたら、実年齢よりもみかけで勝負 !」 などと、
“気持ちは若く"と思っていますが、脳にも良い習慣というのは、若さを保つにも良い習慣

です。

まだ歩けない赤ちゃんが、何にでも興味を示して、はいはいをして動き回る姿を目にする

と、赤ちゃんは好奇心の塊なのだとつくづく思います。子供の頃は好奇心Ht盛だったのに、

歳をとるにつれて、いつの間にか好奇心は薄れ、興味や感動を感じることが少なくなってし

まいます。

しかし、新しいことに興味を持つことは脳にとって大切なことです。

人が行列を作っているのを見れば、つい覗いて見たくなるという人は、若い証拠です。バ

ーゲン会場で、人だかりができているワゴンが大好きな奥様は、だから若くて元氣です。

ビジネスのヒントは、他業種から得られることも多いものです。何に対しても興味を持ち、

見たり聞いたり、経験する中から、様々な情報や氣づきが得られることも多いものです。

プラス思考とマイナス思考、ポジティブとネガティブ、楽観的と悲観的、言葉を並べてみ

ただけでも、「プラス思考・ポジティブ・楽観的Jと いう言葉の方が気持ち良く感じられます。

言葉から感じるイメージは大切です。日本人は言葉を大切にする民族だと思います。
“言霊 "と いう言葉があるように、口にする言葉に力を感じ、影響を受けます。

だからこそ、使う言葉をできるだけ、いつもポジティブな言葉を使うようにして、楽観的 。

プラス思考で考える習慣をつけることが脳にも良いのです。

会社も同じです。会社を動かしているのは、そこに働いている人間です。
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人には感情があります。

だからこそ、前向きにやる気の歯車を元気に回して欲しいと思います。

足腰を鍛える、というほどでなくても良いと思いますが、身体を動かす習慣は付けたいも

のです。どういう種類の運動でも良いのですが、何か自分でも続きそうな運動はありません

か。

足の裏を使う運動が、血液を体中に巡らせる Lで も良い運動のようです。

ウォーキングなども良いようですよ。ご主人が脳梗塞で倒れたことをきっかけに、毎朝、

ご夫妻で会話をしながら散歩をしているという話を聞きました。これが、結構効果があるそ

うです。ただ歩くだけで良いのですね。

“褒めて育てる "と言いますが、人を褒めるのは、褒められた側にとって良いだけではな

く、褒める側の脳にとっても良い効果があるようです。

人は良い事をすると自分の心が豊かになります。募金をする行為や挨拶もそうです。

逆に、社員を怒ったりした後で、「ちょっときつく言い過ぎただろうか。もうちょっと別の

言い方があったのではなかったか。」などと後悔することは少なくありません。

人を褒めるということは、実は自分にとっても気持ちが良いことであり、脳にとっても良

いことなのです。どんどん人を褒めて相手も自分も気持ち良くなりましょう。

毎日繰返すことで、良い習慣を身につけることができます。

しかし、何も考えずにただ繰返すのではありません。上司に言われたから、と何も考えずに

ただ指示に従うことではありません。上司が間違えることだってあるのです。自分で考え、

判断することで脳は鍛えられ、会社は自立的に機能的に各人が能力を発揮できる組織になる

のです。

考える習慣をつけること、それが道を切り開くことに繋がります。

安心と信頼のパートナー

置菫菫為 TKC 小出絹恵税理士事務所

〒155-0032 東京都世田谷区代沢5丁目36番 11号 2F
丁EL 03-5486-9586  HP : http:〃 www.zeinshi_net.grjp/

FAX 03-5486-9596  メール :  koide― kinue@tkcnf.orJp
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修理・調整 0交換工事
排煙回、排煙窓、防火ダンパー

設備点検 特殊建築物調査

厨房ダクト・フード・グリスフィルター清掃

有限会社 ダ ン メ ン
東京都文京区後楽2…2-10

だ
'03-5689-3551

同年
十しぃ商品をお届けします。

●オール電化商品
●照明器具          ●通信・音響・映像機器

●電線 ケープル       ●TV共電機器
●端末処理材料        ●防犯 防災設備

●配管・電路資材        ●換気・空調設備機器
●受配電設備機器       ●住宅設備饉器

●分電磁・開閉器        ●計調器・工具
●配線器具          ●避雷饉器

●電話機器          ●OA・ HA機器

／
〃
％
％
甕
巨

ミツワ電機株式会社東京毬中央区東日本番2丁 目26番 3号 (〒 1030004)

TEL“ lm2111‖ 伏代鋤 FAX“lm11895,“ lu12η

◎消防設備の保守点検業務、消防設備工事における法律上の損害賠償をカバー

◎役員・従業員のおケガを24時 間幅広く補償

(普通傷害保険)          ~
上記に関するお問い合せは、組合事務局または下記の取扱い代理店へこ連絡ください。

[取扱鯉 店]株式会社 サンリビング   [弓 1受保険会社]三井住友海上火災保険株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-6  〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

第10中央ビル三洋化成工業 (株 )内

T E L03-3241-1761/FAX 03-3241-1930

「団体賠償責任補償制
`

(請負業者賠償責任保険十生産物賠催

役員・従業員のおケガを24時 間幅広く

「団体傷害補償制度」
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鱚 巡』馳霧身翡層検やります
勁9

1サスだからこそ出来る

《トータルサービスの内容》

耐圧性能試験 /点検票の作成/不良時の原因調査

オブションサービス
事前調査/空気圧予備試験 (乾式のみ)/放水試験 /不良箇
所の改修、修理/ホースの耐圧性能試験 /点検現場写真

平成19年 7月 現在で既に∞∞件を超す点検実綸

《お問い合わせはこちら》

目
'株

式会社プ ロ リ ス 担当 :桜井・萩原

〒16211141 東京都新宿区早稲田鶴巻町557番地 |ヌ  SetSuЫ@prOSus cc,p

Te: 03-5272-9994      Fax 03-5272-979フ  1 圧ヨ http:″ v川、v prosus cO,p

ホーチキは自●火贄●●システム.編彙システム.トンネル腱饉システム.ネットワ“クシステム.出奥口■システム

な

“

の日斃層■L・

―
,・

・
rョン″ イング′エンジニアリング・― E「メンテナンス●情輝 です|

火災■錮・■人・ トンネル鮨災・ネットワーク・出入●電など各●システム0●■、●■、■工、■守

火員欄

"シ
ステム 籠彙|システム ネットワータシステム

―

こ

安全の未来を《形》にする能美防災
都市生活と同じように、休むことなく稼働し続ける防

災システム。私たちの生活を守るこれらのシステム

は、24時間動き続けるいわば都市の心臓部。

いつも安心で快適な毎日の生活のためのネットワー

ク・システムを実現します。

能 美 防 災 株式会社

社/〒 102-8277東 京都千代田区九段南473
TEL(03)3265-021l FA× (03)3263-4948
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泡消火設備試験・総合点検時に

泡採取コレクター
δ―{One

(ラ
ゴ
ル

`7‐

1)

水成膜泡
含威界面活性剤泡
たん自泡
3種の消火薬剤に対応

折り■み式及びステーの取り付けで
コンパクトな収納と移動性を実現

オーJレステンレスの
材質は従来品より
大幅rJ耐久性の向上

付 属 部 品

1 000cc 特製メスシリンダー

コンテナ

コンテナ台

2個

2個

1個

オ プ シ ョ ン

重量測定用はかり

手持ち屈折計 (糖度計)

ストップウオッチ

電導度計

合成界面活性泡消火薬剤
たん白泡消火薬剤 コンパクトな収納

日本防災設備協同組合
〒l130033東京都文京区本郷―丁目15番6号

T[L03‐ 3813‐9650 Pυ〈03-3813‐9460

ホ ー ムペ ー ジ
URL httpノ /nichibOu.main jp/

水成膜泡消火薬剤

サイス/610X320X920


