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8月 度臨時理事会の概要

開催 日時 :  平成 27年 8月 20日 (木)15時 00～ 17時 00分

開催 場 所 : 文京シビックセンター  3階 A会議室

文京区本郷 1-16-21
TEL0 3-5803-1115

理 事 総 数 :  10人
出席理事数 :   8人

(1)理 事長挨拶

通常 8月 、理事会は休みですが審議すべき議題が多いので臨時

理事会を開きま した。皆様 にはご足労をかけましすが宜 しくお願

い致 します。

(2)業務報告

①事務局運営・渉外

8月 4日 (火) 閉サンシン石毛社長訪問

廣江理事長、岡野事務局長

第 5支部 支部長就任依頼 了承

副支部長 磯部之孝氏 了承

8月 19日 (水 )東 京都 中小企業団体中央会 鳴志田氏他 2名

来局 団体向けBCP(事 業継続計画)策定

支援事業について打合せ。

事務局報告

7月 31日 (金 )

(有 )稲城 防災設備  代表 取締役  奈 良部義彦 氏

ご母 堂  貞子様 ご逝 去

葬儀  岡野事務局長  出席  香典 、生花

8月  1日 (土 )

埼 玉支部会  開催  さいたま新都 心  「御 旦孤」

吉 田理事 、武藤 理事 、 岡野事務 局長  出席



②広報

機関紙 「防災設備」、ホームページにスポッ トチ■ッヵ―の

今年いつぱいで修理終了のお知 らせを載せ る。

③教育

受験準備講習会の予定を次回理事会までに決定する。

④福利厚生・企画

研修旅行の詳細が古木副理事長 より説明された。

懇親会、ゴルフの参カロ者を増やすための努力を理事全員で

行 う。また青年部の協力を仰 ぐ。

⑤財務・共同購買

7月 の売上は前年に比べ lo%位 落ち込んだが 8月 は約 10%
の増加が見込まれる。財務状況は前年度 と殆 ど変 りが無い。
9月 以降の売上が落ち込まないよう努力す る。理事長より組合員
増員の話があ り理事各位の努力は認めるが尚一層の努力を要請 さ
れた。また、売上増強のキャンペーンの検討を依頼 された。

⑥開発 :特 にな し。

⑦研究部会 :特になし。

③防排煙検討委員会

防排煙設備実務要領 Ⅱのチラシも出来上が り販売にこぎつける。
9月 の初旬に組合員各位に配布の予定。

⑨青年部

理事長か ら研修旅行、屋形船等の参加、募集に協力を依頼 しても
ら_う 。また、青年部役員の理事会への出席 (オ ブザーバー)が
検討 され了承 された。 lo月 の移動理事会になるが 2～ 3名 の

出席をお願いする。若 し lo月 が都合が悪い場合 11月 出席 を
考える。

⑩支部運営促進 :議案審議の中で検討
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⑪その他の事業について

保険会社の担当者が変わつて理事長、松原理事 との話 し合いを

希望 している。以前か ら話があつたが調整が付かず実現 してい

ない。事務局が再度調整をとる。

(3)議案の審議

第 1号議案  27年 度正副支部長会議開催について。

例年の正副支部長会議は各支部が支部会を行って、そこで話あ

わられたことを会議で発表する形をとってきたが今回 (9月 1

7日 )は理事会がテーマをだ して各支部で話 し合つてもらう形

をとる。

今回は KYハ ン ドブックDVDを 基に危険予知の話。

防排煙実務要領Ⅱについて。

会員増強についてのアイデアを出してもらい、検討する。 この

様なことを審議の対象にし、事務で次第を作成 し司会を担当す

る。

武藤理事、廣江理事長、事務局長で話 し合いを持ち、対応を協

議する。

第 2号議案  9月 以降の行事について

9月 の屋形船、 10月 の研修旅行が終わると年内はボー リング

大会、忘年会 となる。

ボー リング大会は近年、高田馬場で行つているが後楽園での

開催を考えてみる。懇親会の会場は費用が増えても前回より多

少 しランクを上げてみる。会場の選定は事務局が行 う。

次回理事会

平成 27年 9月 17日 (木 )

文京シビックセンター 3階 C会議室

13:00～ 14:00
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平成 27年 8月 度業務報告

7月 17日 と鐘) 全消販・情報交換会・・・五反田「ゆうぽうと」

廣江理事長、磯部・古木副理事長、松原理事

岡野事務局長

7月 30日 (木)  リコーソリューション東京い 奥山氏  来局
マイナンバー講習会 打合せ

8月  4日 (火) 腑サンシン 石毛社長訪間‐ 廣江理事長、岡野事務局長

東京第 5支部 支部長就任依頼 了承

8月  6日 (木 )

8月 10日 (月 )

8月 11日 (りk)

業務決裁 000廣江理事長 (会社にて)

8月 18日 (火 )

8月 19日 (水 )

8月 20日 (木) 臨時理事会 文京シヒ
゛
ックセンター 3階 A会議室

経営診断・・・小出会計 副所長

アークリー ド側 尾坂氏   来局

新製品 加煙試験器説明

中小企業庁 三宅・鈴木氏    来局

消費税転嫁に係る問題について

東京都中小企業団体中央会 相沢氏 来局

団体向けBCP策定支援事業にういて



スポ ッ トチェ ッヵ―修理終了のお知 らせ

皆様方におかれましては日頃スポットチェッカーをご利用いただき

誠に有難 うございます。

スポットチェッヵ―は形を変えながら約 50年間皆様にご利用を頂きま

したが保守部品の確保・修理が困難な状況となってきました。つきまして

は2015年 12月 末をもちまして修理、メンテナンスを終了させて頂き

ます。尚、保守部品の状況によっては上記の期日以前に対応を終了させて

いただく場合がございますがご了承ください。

日本防災設備協同組合

代表理事 廣江隆一
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組合員各位

日本防災設備協同組合

マイナンバー講習会のご案内

平成 28年 1月 からいよいよマイナンバーの制度がスター トします。これに先立ち

今年の 10月 以降、全国民に対し12桁の番号が通知されることになっており、

組合員各位におかてましてはその対応が迫られております。

マイナンバーは、機密 とい う観点から皆様に厳格な安全管理が求められます。

法律により従来の個人情報保護法以上に厳しい罰則が適用されます。この課題に

取 り組むべき準備のときが差 し迫つてお ります。

中小企業において「まだ社内の対応を検討していない」、「具体的に何をすればよい

かわからない」といった声が多くあるようです。そこで各位におかれましては正しく

制度を理解 し、円滑に対応を進めていくための講習会を開催いたします。

社長様のみならず総務、経理担当の方々におかれましても是非とも参加いただきま

すようご案内いたします。

開催 日時   平成 27年 9月 17日 (木) 午後 3:00～ 4:30

開催場所   文京シヒ
゛
ックセンター 3階 C会議室

講師     ピー 0シー・ェー株式会社

首都圏営業部 課長 成田和弘 様

受講料    無料

定員 30名  (先着順、定員なり次第締め切 り、受講の可否は事務局より連絡 )

参加申込   本紙を事務局へ FAX(o3-3813-9460)に て返送、

ご連絡ください。

会社名

参加者名

※ 問合せ先  日本防災設備協同組合

事務局  岡野    03-3813-9650
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組合員 各位

日本 防 災 設 備 協 同 組 合

副理事長 古木庸雄

屋 形 船 懇 親 会 の ご案 内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本年度の福利厚生事業の一つとして下記の通り屋形船懇親会を開催す

る運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

各位におかれましては、ご多用中とは存じますが、是非ともご参加くださる

ようお願い申し上げます。 なお、各社従業員の参加も大歓迎しますので、皆

様お誘い合わせの上、ご参加ください。               敬具

記

日 時 :平成 27年 9月 17日 (木)17時 50分集合・ 18時 00分出航

(帰港予定20時 30分)

場 所 :船清 (ふなせい)01ヒ品り|11-6-8 電話 03‐ 5479‐2731

(案内図は別紙参照)

会 費 :男性 一人 13,000円
女性 一人 11,000円

参加申込 :下欄にご記入の上、本紙を事務局ヘ フアックス (03‐ 3813‐9460)

にて返送し、ご連絡ください。

会社名 :

参加者名 :

会費納入 :9月 10日 (木)までに、次の銀行へ振り込んでください。

こぶなちょう

みずほ・小舟町支店 普通  口座番号  698681

口座名 日本防災設備協同組合
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組合員 各位

日本防災設備協同組合

副理事長 古木 庸雄

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

常 日頃、組合運営にご協力賜 り、ありがとうございます。

さて、‐この度会員相互の情報交換及び懇親の和を広げて頂きたく研修会を開

催することに致 しました。

ついては、会員各位におかれましてはご多用中とは存 じますが、皆様の

ご参カロをお願い申し上げます。

敬具

記

1 日 時 平成 27年 10月 15日 (木) 午後 5時 00分までに現地集合

<懇親会 午後 6時 30分から><翌 16日 は、朝食後解散 >
尚、理事各位は午後 3時 30分までに現地集合をお願いします。

2 会 場 箱根 湯本 ホテル河鹿荘

神奈川県足柄下郡箱根町湯本 688 TEL 0460‐ 85・ 5561

3 会 費 25, 000円 (懇親会費・宿泊料)<部屋の冷蔵庫は各部屋清算>
尚、2次会費は別途申し受けます (領収書は別途発行)。  ｀

4 10月 15日 (木)にチェッカー会ゴルフコンペを行います。

場所 富士グリーンヒル ゴルフコース

静岡県駿東郡小山町上野 1492  TEL 0550‐ 76‐ 2717
集合 午前 7:30 午前 8:05 スター ト

〔事務局連絡〕出欠について、下記の出欠に○を付 して事務局へ、本紙をFA
X(03-3813-9460)に てご連絡 くださるようお願い申し上げます。

会社名 :

氏 名 :

懇親会 (10月 1

宿 泊 (10月 1

ゴル フ (lo月 1

5日 ):

5日 ):

5日 ):

参加

宿泊する

参カロ

不参カロ

宿泊 しない

不参加
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事 務 局 だ よ り

◎「防災設備」AUGUST 2015 と 「防排煙設備実務要領Ⅱ」現場で役立つ

機械JF煙設備の仕組み を同封します。

◎共済制度について

:●消防設備保守・点検・設置工事等の賠償責任保険 :

三井住友海上火災保険株式会社 (代理店・株式会社サンリビング)と 提携  )
しています。請負業者賠償責任保険・生産物 (完成工事)賠償責任保険・

受託者賠償責任保険がセットになつた総合型の保険です。

●自動車共済制度 :

関東自動車共済共同組合と提携しています。

●団体傷害補償制度 :

三井住友海上火災保険株式会社 (代理店 0株式会社サンリビング)と 提携

しています。

◎ ご注文は今後もFAXでお願いします。

組合員の皆様には、いつも FAXでご注文をいただき誠にありがとうござ

います。ご注文の商品名 0数量等間違いのない納品をさせて頂くために、

ご注文は今後ともFAXでお願いいたします。
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