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新年明けましておめでとうございます。
謹んで新春のお慶びを申し上げます。

「叡智の継承へ着実に真摯に向き合う」

◆◇ 新年のご挨拶 ◇◆

（一社）全国防水工事業協会
近畿支部長

山﨑　睦治

　昨年中は、会員の皆様をはじめ関係各位からの多大なるご支援ご協力を賜り、誠に有り難う

ございました。昨年は平成から令和へと元号が変わり、消費税増税を受け、そして秋の台風に

よる被害は広範囲かつ甚大であった事、変移と痛手が綯交ぜの一年であったように感じます。

　さて、我々には「次代の業界担い手を育てる」という大きな使命がございます。特に人材は

心から集めたいと思い、そして本当に大切にしてくれる人のところに集まるといいます。近畿

支部におきましては、「働き方改革」と、「建設キャリアアップシステム」について、完全な

浸透にまだ若干の時間を要するであろう両テーマについて講習会を行いました。

　また、支部の事業としてかねてから技能検定実技試験の実施協力を致しておりますが、昨年

から改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業が新たに実施されました。そして近畿

支部には、2007年に発足した「若手経営研究会」がございます。次世代の若手会員たちが講習

会・勉強会等を通じて情報交換や自身の成長に繋げる場となっております。これら支部活動を

通じて、我々が培ってきた叡智を経営者・技能者にかかわらず次世代に正確に伝え、育成して

いかれる会員各社の皆様の力添えとなるよう、より一層努めてまいりたいと思います。

　最後になりましたが、会員の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたしますと共に、本年

もご支援ご協力をお願い申し上げ、年頭の挨拶といたします。



① 日本人の雇用を
　 優先したい。

15%

② 雇用手続き・管理などが
　 わずらわしい。

16%

③ トラブルが心配。
13%

④ そもそも何を
　 どうしたらいいのか
　 わからない。

7%⑤ 採用に必要以上に
　 お金がかかりそうだ。

4%

⑥ 教育制度が
　 できていない。

6%

⑦ 仕事を覚えた頃に
　 帰ってしまう。

24%

⑧ 言葉・文化・習慣の違いから
　 意思疎通ができないと思う。

15%

① 日本人より集めやすい。
（日本人が集まらない）

52%

② 労働コストが
　 節約できる。

14%

③まじめに働くから。
27%

④ その他
7%

外国人雇用のメリットを
どのようにお考えですか？

外国人雇用のデメリット・不安点を
どのようにお考えですか？

① 現在外国人雇用を
　 行っている。

35%

② 外国人雇用は
　 していないが関心がある。

37%

③ 外国人雇用は
　 考えていない。

28%

外国人雇用について
④ 外国人雇用はしていたが
　減らす方針。

0%

若手経営研究会　活動報告

予　告

事前のアンケート（近畿支部正会員対象）
結果は下記の通りである。

2019 年 11月 8 日 （金）
大阪産業創造館 （大阪市中央区）
34 人
外国人雇用について （基礎知識からの勉強会）
伊藤社会保険労務士ＦＰ事務所　所長　伊藤 英伸 氏

～外国人雇用に関する講習会～

～防水材料に関する講習会～

事業活動報告（2019年8月～）事業活動報告（2019年8月～）

人材確保は業界の大きなテーマで、これから外国人雇用を検討している方
に入門編として制度の概要から学んでいくという趣旨で実施されました。
「在留資格」 「技能実習制度について」 「外国人建設就労者受入事業」
「2019年4月から開始された特定技能 1 号 2 号について」 等、 外国人雇用
制度の趣旨 ・ 法令を遵守し、 労務管理 ・ 働き方を見直し取り組むことの重
要性を丁寧に解説頂きました。
また、 質疑応答の時間には参加者から積極的に質問 ・ 意見がありました。

雇用に際しての窓口・手続きの方法・賃金の目安 、 在留期間等を知りたい。
建設キャリアアップシステムへの登録が義務化されているが、 費用が高く
感じられるがメリットを教えて欲しい
…等の意見が寄せられました。

受講後のアンケート （参加者対象 ・ 抜粋）
・ ちょうど外国人雇用を検討していた、 実際に雇用を開始したばかりなの　
　で参考になった。
・ 外国人建設就労者受入事業における防水工事作業の作業科目を増やし
　てほしい。
・ 特定技能の受入対象分野に現在防水が入っていないのが残念である。

伊藤　英伸 講師
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開 催 日
場 　 所
参加人数
テ ー マ
講 　 師

開 催 日
場 　 所
テ ー マ

2020 年 2月 13日 ( 木）
大阪産業創造館
若手経営研究会会員であるメーカー様を講師に迎えて実施
予定。 若い職人、 二代目経営者の方対象に新しい情報を
知る事や知識の再確認を目的としています。



あらゆる防水工事

お問合せは、 近畿支部事務局まで！
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令和 2 年度 前期技能検定実技試験の予定

①改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業

受付開始：令和2年 1月～

日　　　程：令和2年 6月16日～19日

場　　　所：南大阪高等職業技術専門校

②ＦＲＰ防水工事作業の実技試験

受付開始：令和2年1月～

日　　　程：令和2年 6月30日～7月3日

場　　　所：南大阪高等職業技術専門校

場　 所：南大阪高等職業技術専門校

日　 程：令和元年 12月11日（水）

改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
１級７名受検

受検者：アスファルト防水工事作業　1級5名受検

場　 所：近畿支部事務局

実技試験ミニトライアル
　　・アスファルト防水工事作業
　　・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

日　 程：令和元年 12月3日（火）・5日（木）

アスファルト防水工事作業及び
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業の
実技試験が下記要領にて実施されました。

後期技能検定実技試験

前期技能検定試験結果
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改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業
（今年度から実施）・ＦＲＰ防水工事作業についての
結果発表がありました。　

改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ＦＲＰ防水工事作業

井場首席検定委員上田技術委員長・首席検定委員

8月6日・8日 学科試験事前講習会
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防水きんき５０号記念特集
～５０号の軌跡～

防水きんき５０号記念特集
～５０号の軌跡～

　防水きんき（3号までは「会報」）は、社団法人全国防水工事業協会が発足した1993年

（平成5年）に発刊されました。

会員のための会報であり、会員相互の情報誌でした。当初は、活動報告がメインでした

が業界を取り巻く多肢にわたる情報を年に２回のペースで発刊してまいりました。今回、

記念すべき第５０号を発刊するにあたり、今までの道のりを振り返り、今後の道標になれ

ばと特集のページを設けました。

滝川委員

中村委員

日下山委員長

福村委員

近畿支部広報委員会

日下山隆利 （㈱ヒゲヤマ）

福村弘文（㈱サンケン）

滝川太郎（㈱興亜）

中村高明（中村瀝青工業㈱）

日下山広報委員長

日下山隆利 広報委員長 

50号編集会議
（2019年9月）
50号編集会議
（2019年9月）

　お陰様で今回発刊される『防水きんき』が５０号を迎えることになりました。これは

ひとえに皆様方の温かいご支援とご指導の賜と、心より厚く感謝申し上げます。

　あらためてバックナンバーを読み返しますと、これまでの歩みを感じる事ができ、

感慨深いものがございます。特に創刊から第23号まで編集兼発行人を務められま

した春名 茂氏、技術のページの執筆に尽力されました荒木 孝氏、㈱新樹社様に

は頭が下がる思いでございます。

　さて、防水業界を取り巻く状況も急激に変わろうとしています。この状況を鑑み、

この５０号を一つの区切りとして、記念号の編集を行いました。

　今後も、わかりやすく、興味を持って頂ける内容に務める所存でありますと同時

に近畿支部の足跡を皆様に伝えていく重責をひしと感じております。

　最後に、これまでの発刊にあたり、本務のかたわら編集ならびに取材に御協力い

ただいた関係者各位に厚く感謝の意を表する次第であります。
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技術のページ

ぶらり探訪

趣味の紹介

　今後も、防水業界を取り巻くタイムリーな情報提供や提案を積極的に紹介したい。

会員と人物紹介

　２０１１年・平成２３年よりスタートした。初回は、㈱長谷建材店・長谷克己氏　以後、延べ３３名の会員が紹介された。

　２００４年・平成１６年に始まった。初回から１９回連続で日下山委員長が担当近畿一円の名所旧跡を紹介した。

その後、近畿２府４県を巡るシリーズは、長谷幹事、松田幹事、杉浦副支部長が担当した。　　

コーヒーブレイク的なコーナーだが毎回楽しみにしている読者も多い。

今後は建物・建造物をメインに海外も視野に入れた記事を予定している。

　２０１８年・平成３０年よりスタートした。山﨑支部長の映画鑑賞、上田副支部長の模型製作が紹介された。
今後、支部役員の趣味を順次ご紹介する予定。

　１９９６年・平成８年から防水工事に関する技術面における情報や関連法規の改訂等を紹介している。
毎回のテーマは以下の通りである。
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50号の歩み50号の歩み

延べ２６か所の神社・仏閣・著名な建築物を紹介しました。

第19号～2004
平成16年

2008
平成20年

初代支部長

友田　敏雄氏

第 2代支部長

木下　彰久氏

第 3代支部長

久保　善重氏

第 5代支部長

玉木　道廣氏

第 4代支部長

熊野　達雄氏

第 6代支部長

蔭山　雅信氏

第 7代支部長

棚田　肇氏

第 8代支部長

山﨑　睦治氏

1993
平成 5年

全防協 近畿支部「会報」として誕生
初代会長（木下光雄氏）の挨拶に始まり

組織図、業務計画、各県だよりが掲載されました。　

1996
平成 8年

「会報」から「防水きんき」に改名
友田支部長の挨拶に始まり

支部総会案内、事業計画等が記載されました。

　また、技能検定ニュースがスタートしました。 

ぶらり探訪

第27号～

　第２７号（平成２０年）より登録防水基幹技能者講習の実施状況や合格者数等を掲載しています。

登録防水基幹技能者

技術のページ 第5号～

　支部の技術委員会が防水工事における技術的な情報提供や

種々の防水工法の不具合事例や工法面及び安全衛生面から

原因や対策を、施工時における注意事項を掲載しています。

第4号～

・アスファルト防水工事作業 ・改質アスファルトトーチ工法防水工事作業 ・ＦＲＰ防水工事作業

・合成ゴムシート防水工事作業 ・改質アスファルト常温粘着工法防水工事作業

第４号（平成８年）より作業別の実施日程や合格者数等を掲載しています。

以下の５作業を運営しています。

技能検定ニュース

歴代の支部長

創刊号

第 4 号
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輝かしい未来へ
2020
令和2年

2018
平成30年

第2回 上田副支部長
模型製作

第1回 山﨑支部長
映画鑑賞

第3回 杉浦副支部長
海外旅行

第36号～親睦ゴルフコンペ

第3回～第8回　アートレイクゴルフ倶楽部

2013
平成25年

第33号～会員と人物紹介
　会員紹介は、会社の経営方針や長短期の目標等を紹介するコーナーとして2011年に登場しました。　

　初回は㈱長谷建材店様でした。　

　人物紹介は、経営者の人となりや仕事に対する思い個人的な趣味等を紹介してきました。

　毎回2～3名を紹介し、延べ人数は３４名になりました。　

　旧アスファルト同業界関西支部あるいは

旧西部アスファルト工事業協同組合が

７年ごとに行なっていた防水業界物故者の

「慰霊祭」を全防協が受け継いだものです。

1996年から7年ごとに執行されました。　

物故者諸霊慰霊祭2011
平成23年

第1回・第2回　六甲国際ゴルフ倶楽部

会員の趣味・特技の紹介 第48号～



表彰関連表彰関連
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　令和元年春の叙勲で、北村滋和氏（エイ・アール工事㈱）が当協会推薦に

より瑞宝単光章を受章されました。

　北村氏は、永年に亘り職長として品質の高い施工を実現した手腕と、総合

現場監理担当として作業員の指導・育成に従事し、多くの優秀な防水工の

育成に尽力されるなど多大な貢献が評価されました。

　令和元年度の優秀施工者国土交通大臣顕彰は９月

に発表され、当支部からは深江憲秀氏（㈱日商建材）

が顕彰されました。

　同制度は、建設産業の第一線で「ものづくり」に直接

従事している人の中から、特に優秀な技能・技術を持

ち、後進の指導・育成に多大な貢献をされている人が

選ばれます。

　顕彰式典は、１０月１１日（金）東京・メルパルクホール

で開催されました。

　令和元年度の厚生労働大臣表彰において、

山﨑睦治氏（山﨑工業㈱）が受彰されました。

　永年に亘り当協会近畿支部の大きな事業であ

る技能検定の推進に寄与された功績が評価され

ての表彰です。

　表彰式典は１１月２５日（月）東京・明治記念館

にて開催されました。



表彰関連表彰関連

北風　一弥 氏

（日興化成㈱）

ＦＲＰ防水工事作業

後　元気 氏

（㈱ＧＥＮＫＩ）　

改質アスファルトシート

トーチ工法防水工事作業
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表彰おめでとうございます

　令和元年度の中央職業能力開発協会会長表彰において、

杉浦渉氏（エイ・アール工事㈱）が表彰されました。

　長年に亘り、当協会近畿支部の大きな事業である技能検定の推進に

寄与された功績が評価されての表彰です。

　表彰式典は１１月２５日（月）東京・明治記念館にて開催されました。

感謝状・技能検定委員
長谷　忠直 氏 （㈲飛鳥工業）

賞状被受賞・感謝状被贈呈
大阪府知事

大阪府職業能力開発協会会長
賞状・技能検定成績優秀者
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株式会社メイコウ　松田　晋作 氏

京都瀝青工業株式会社　堤　大悟 氏

近畿支部へのメッセージ

近畿支部役員会では会計監事を務めさせて頂いております。

他の役員の皆様同様、信念をもって業界の為に尽力していく所存です。

どうぞよろしくお願い致します。

若手経営研究会幹事長をさせて頂いていると共に、近畿支部役員会幹事

として、これからも業界の為、精一杯頑張っていきたいと存じます。

微力ではございますが、皆様どうぞ宜しくお願い致します。

近畿支部へのメッセージ

会社紹介

会社紹介

松田晋作氏プロフィール

堤大悟氏プロフィール

　同社は現会長の堤富佐雄氏が日本瀝青工業で26年間勤められた後、１９８７年

に独立して京都瀝青工業を創業された。周知のとおり勤務時代に京都の大規模

公営住宅はほとんど手掛けられたという実績と人脈を生かして独立後も同社を

大きく着実に発展させてきた。

　２０１５年に社長は二代目として堤大悟氏が４８才の時に引き継がれた。

さらに次代を担う三代目の堤拓也氏は現在主任として活躍している。

　堤大悟氏は昭和42年大阪生まれ。卒業後一般企業に就職後、京都瀝青工業へ入社。「取り敢えず現場から！」と、防水の基本から

学んでいった。当時は防水の仕事も京都という土地柄も初めてのことだらけで戸惑いもあったが、努力を重ねるうちに天職であると気

づき、今では感謝の気持ちで仕事に携わっているとの事である。

　趣味はバイク・旅行・スキーなど。バイクは日本縦断・横断のツーリングのみならずアメリカ大陸をハーレーで

横断する旅を何度も楽しんでいる。バイクは、エンジン音を聞きながら風をきって自然と一体になれるのが

醍醐味との事。また、小学校三年から始めたスキーのホームゲレンデは信州方面。

さらにはヨーロッパのモンブランやマッターホルンを山頂から滑降する腕前である。

　この仕事を通じて人に喜んで頂くのが生きがいと感じる。故に、人とのつき合いを大事に、

を常に念頭に置いてこれからも歩んでいきたいと真摯な眼差しで語られる。

　同社は明工建材として松田良和氏により創業後、昭和50年3月に株式会社メイコウ

が設立された。創業以来、「きめ細かい防水コンサルティング」を行う上での施工を念

頭に、常に最新の施工技術の研鑽と修得に会社一丸となって励んでこられた。滋賀

県内外における公共工事・大規模工事等に多数の施工実績はもちろんのこと、今後も

県内のみならず京都府・そして大阪府東部エリア等での実績も積極的に事業拡大さ

れていく予定である。松田晋作氏は同社専務取締役である。

　昭和46年大津市生まれ。平成28年より近畿支部若手経営研究会 幹事長を務められている。

「今後は現在若手とされている世代が業界を引っ張っていく時代になる。同世代の集まりである若手経営研究会は貴重な会であると

感じると共に、若い経営者・企業の中堅層の会員には積極的に参加して色々な交流を持って頂きたいと思う。

この世代が共通して感じる思いや悩みなども、意見・情報交換する事により、自身や企業の成長に

つなげていけるとも実感している。また、防水に対する知識や技術についても勉強し深めていける会

でありたいと思う。」との事である。　趣味はゴルフ・釣り（エギング）、映画鑑賞。

座右の銘は「人生において人のせいにできるものは何ひとつない。」　ソフトな語り口の中にも

防水に対する確固たる信念と情熱あふれる、若手経営研究会の要（かなめ）である。

会員と人物紹介会員と人物紹介
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高分子株式会社　　山口　朗 氏

近畿支部会員の皆様と今後さらに色々な情報を共有していきたいと思います。

近畿支部役員会幹事として支部・業界発展に尽力していく所存でございます。

どうぞよろしくお願い致します。

近畿支部へのメッセージ

会社紹介

山口朗氏プロフィール

　同社は1969年に前社長山口善一氏により高分子防水工業として創業、1973年

に法人化2004年高分子株式会社として社名変更された。2015年、代表取締役に

山口朗氏が就任される。

　同社の指針として【「確かな技術」と「お客様の信頼」が私たちの誇りであり「元

気の源」です。社員一人ひとりが顧客満足度100％をめざして、お客様の快適生

活と安全を確保しアフターメンテナンスの充実を図り、様々な顧客ニーズにお応

えできるよう、お客様の立場に立って考え、絶え間なき挑戦と自己革新を重ね、

安全で耐久性のある良品を提案し、適正な価格で施工する、頭脳集団・技術集

団としてリフォーム工事に努めています。】と掲げている。

　昭和49年大阪生まれ。

趣味はゴルフ、テニス、スノボなどスポーツ全般。観戦も大好きとの事。スノボは主に岐阜や長野など信州で。

また、食べ歩きも好きで、おすすめされた店はもちろん、ネット高評価の店もチェックされるとのこと。

ジャンルにこだわらず多方面のお店に挑戦される。

　肉の中では、限られた予算であれば鶏肉が牛肉や豚肉よりも最もおいしさを発揮されたものが提供されると感じるとの事。

旅行は温泉やビーチリゾートなど国内・海外問わず奥様とご一緒される。

　マンションなどの大規模修繕は塗装など色々あるが、屋上防水だけではなく、

壁などのシール防水も、「躯体に水を入れない」という事の大事さを常々伝えている。

それをおろそかにすると、塗装など仕上げ部分にも影響がでてくる。

壁の下地部分は大切であるととみに考えます。と、柔らかくも端正な顔立ちから丁寧に語られる。

会員と人物紹介会員と人物紹介

◇◆◇ お知らせ ◇◆◇

※ お問合せは本部事務局まで

1 月 31日（金）

2月 13日（木）

3月 13日（金）

受験申請締切

試  験  実  施

合  格  発  表

「防水施工管理技術者」認定試験
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サグラダ・ファミリア遠景ガウディの作品群

ブタペストの象徴である鎖橋

世界遺産ドゥブロブニクの旧市街

サグラダ・ファミリアを見上げる

クロアチアクルーズで乗り合わせた他の外国人達と

　私の趣味は旅行です。というのとはちょっと違って『移動』することですかね。国内旅行は、一泊することでクリア
したとして、全県制覇をしています。海外は、現在約 30 か国に行きました。移動手段は、まず飛行機で現地に行き、
鉄道や船舶・バスを主に利用します。ツアーには参加しないので路線バスを利用することが多いですね。安い航空券を
探し、ホテルを予約し、移動手段を調べて繋ぎ合わせる。この段階が最も楽しい時間かもしれません。
　そんな私のお薦めスポットを紹介します。
　まず一昨年訪れたサグラダファミリア。少なくとも建築分野に
所属する我々にとって最も象徴的な建築物です。一度は行ってみ
たいという憧れを持っている人は多いと思います。 　
　日本人の建築家や芸術家も参加し、完成は 2026 年の予定です。
実に 144 年もの歳月がかかることになります。外からの景観は
堂々とした佇まいですが、中に入るとまるでアントニオ・ガウディ
の胎内にいるような感覚になります。もっともガウディは男性で
すけどね。（笑）

　次に紹介するのは、只々美しいクロアチアのドゥブロブニク、戦禍の跡が生々しいボスニアヘルツェゴビナ、中世の
街並みが残るチェコのプラハ、ドナウの真珠と呼ばれて美しさが際立つハンガリーのブダペストなどの東欧諸国です。
クロアチアとボスニアは、ユーゴスラビアからの独立戦争で敵対した間柄なのに、そんなことは微塵も感じさせないドゥ
ブロブニクの旧市街は芸術的ですらあります。
　それに引き換えボスニアのモスタールでは街のビルに銃弾の跡がいまだに残り、爆撃で崩れた街の象徴でもあるスタ
リモスト（古い橋の意味）は、敵対する国どうしの恋人達がその橋から飛び込んだという悲しい逸話が残っています。
ちなみに橋は後にイタリア人の石工によって再建されています。東欧諸国の街の美しさは、思い出す度に心が洗われます。

「旅行」と「移動」 の 楽しみ方「旅行」と「移動」 の 楽しみ方 杉浦　渉氏（エイ・アール工事㈱）杉浦　渉氏（エイ・アール工事㈱）

ボスニア・銃弾の

跡が残る壁
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マウントクックの全景

オーロラの全景家族とＶサイン

タリン旧市街の景観

執筆　杉浦　渉氏

タリンのロシア正教教会 リトアニア  十字架の丘

　3つ目は、カナダのホワイトホースという田舎町で見たオーロラ
でしょうか。3日滞在して見られる確率が 70％のところ、2日目に
見ることが出来ました。
　学生時代に宇宙から降ってくる放射線を計測して太陽の活動を研
究していた私にとって、太陽風によるプラズマ粒子が大気とぶつかっ
て出来るオーロラは一生に一度は見てみたい憧れでありました。太
陽黒点の活動を綿密に調べ、時期を合わせて行ったので、オーロラ
が出るのは確実でしたが、天気が晴れでなければ何も見えません。
幸運にも、最高のオーロラを観ることが出来ました。

　4つ目は、ニュージーランドの南島。マウントクックとミルフォー
ドサウンド（フィヨルド）が代表的な観光スポットです。ここは新
婚旅行で 37 年前に行ってぜひもう一度行きたいと思っていたので
すが、昨年その想いが叶い、行くことが出来ました。まったく変わ
ることのない風景の中、クライストチャーチのシンボルである大聖
堂が地震によって跡形もなく無くなっていたのが衝撃的でした。日
本人の建築家（坂茂氏）によって紙の教会として、仮設の大聖堂が
造られていました。

　最後は、今年行ったバルト 3国です。特にリトアニアは
ユダヤ人に『命のビザ』を発給したことで知られる杉浦千
畝が大使として赴任した国で、そのお陰かバルトの人々は
大変親日的でした。
　その中でも『ザ・ヨーロッパ』とも言えるエストニアの
タリン旧市街は、古い北欧の街並みにカトリックとロシア
正教が混在する不思議で幻想的な街でした。

　私がヨーロッパに足繁く通うようになったきっかけは、娘が留学でオーストリアとイタリアに
しばらく住んでいたからです。最も行った回数が多い年は、イタリアのトリノで、5回は越えて
いるでしょう。仕事で 35年ぐらい前に一度行っていたのですが、思いがけず娘が住むことになり、
ヨーロッパを駆け回る拠点としてしばらく利用させて頂きました。
　パリまで電車で『移動』したり、ベネチア・ローマ・ミラノへも電車・バスで『移動』したりしました。
私は外国語が苦手ですが、特に不自由することなく、いろんな国の人々とコミュニケーションを
取りながら『移動』することが出来ています。行きたいという気持ちが大事でその気になれば誰で
も行けると思います。本当に困れば不思議とどこからか日本語をしゃべれる人が現れる。
　グローバル化が進む世界の中、皆様もいろんな場所にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
　一つの場所に留まらず『移動』しましょう！

バンクーバーＯＰの聖火台
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友長実行委員長 的場実行委員

11月12日 （火） 秋晴れの中、 第8回親睦ゴルフがアートレイクゴルフ倶楽部にて

開催されました。 当日会員49名が日頃培った腕を競い合いました。

第 1回・第 3回優勝
深江 久 氏

第 2回優勝
島 武之 氏

第 5回優勝
山﨑 睦治 氏

第 4回・第 6回優勝
友長 悟 氏

第 7回優勝
水野 淳 氏

第 8回優勝
上村 修司 氏

歴代優勝者の方々歴代優勝者の方々



15

山﨑支部長より優勝盾の授与

優勝されました上村修司氏

ベストグロス賞は
㈱日建テクノス
森本 美文 氏でした！

和やかなパーティー会場

優勝は上村技建 ㈱ 上村修司氏でした !
スコアは 37・40 　ハンデ 7.2 　ネット 69.8 。
上村氏の優勝スピーチは以下の通りです。
「まさか自分が優勝するとは思ってもみませんでしたの
で、優勝スピーチは考えていませんでした。」
すかさず司会の友長実行委員長から「すでにチャンピ
オンズブレザー着てるけど（笑）」と突っ込みが入り、
場内爆笑となりました。「今年、当コースの理事長杯の
チャンピオンになりました。玄関フロアーにその写真
が飾ってあるので、お帰りの際ぜひ見て下さい。（笑）
来年もぜひ参加して連覇を目指して頑張ります。」
上級者に相応しい力強いスピーチでした。

㈱大阪防水工業所 ㈱コウワ ㈲システムティー
コーポレーション

代表取締役　佐伯　忠雄 代表取締役　原　千馬
代表取締役　田畑　仁

〒570-0015　守口市梶町1丁目40番5号 〒553-0001　大阪市福島区海老江6丁目1番22号 〒569-0054　高槻市若松町36番22号

http://www.obk-wp.co.jp http://www.kk.kouwa.jp/

http://takaken7.jp/

TEL 06-6903-0016　FAX06-6905-1572 TEL 06-6452-1461　FAX 06-6451-9140 TEL 072-662-6886　FAX 072-662-6888

㈱ダイエーメンテ ダイワテック㈱  ㈱ 高 建

代表取締役　谷口　瑛治 代表取締役　神農　竹夫 代表取締役　高橋　敬一郎

〒660-0062　尼崎市浜田町5丁目6番地12 〒546-0022　大阪市東住吉区住道矢田8丁目13番26号 〒554-0024　大阪市此花区島屋2-4-17
http://www.kkdmt.com E-mail:dmt@r7.dion.ne.jp

TEL 06-6703-0388　FAX 06-6703-0361 TEL 06-6467-1550　FAX 06-6467-1551TEL 06-4869-5515　FAX 06-4869-5516

 ㈱ヒゲヤマ

代表取締役　日下山　大地

〒665-0811　宝塚市ひばりガ丘1丁目23番4号

http://www.higeyama.com

TEL 0797-89-9391　FAX 0797-89-9394
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〒534-0014 大阪市都島区都島北通1-15-25 〒540-0015 大阪市中央区十二軒町7番7号〒634-0034 橿原市飛騨町25-2

http://www.KGkk.co.jp E-mail:info＠KGkk.co.jp〒612-8462 京都市伏見区中島秋ノ山町98〒649-4122 和歌山県東牟婁郡串本町西向842
〒595-0055 泉大津市なぎさ町6-1 きららｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F

〒601-8411 京都市南区西九条南田町56番地 〒599-8271 堺市中区深井北町3418-1 〒590-0055 堺市堺区旭通2-8

代表取締役　松木　貞夫 代表取締役　福村　弘文 代表取締役　上田　順司
〒600-8373　京都市下京区大宮通五条上る下五条町431

〒541-0046　大阪市中央区平野町1丁目6番10号
〒574-0014　大東市寺川2丁目1番1号サンケン北浜ビル9F

代表取締役　井出　正一 代表取締役　棚田　肇 代表取締役　松茂良　武
〒664-0020　伊丹市寺本東1丁目3番30号 〒657-0035　神戸市灘区友田町3丁目2番1号 〒542-0076　大阪市中央区難波5丁目1番60号

http://www.daiwagiken.co.jp なんばスカイオ20階

代表取締役　清水　克哉 代表取締役　日比野　淳 代表取締役　中村　高明
〒601-8367　京都市南区吉祥院石原町14番地の1 〒587-0061　堺市美原区今井190-6 〒652-0058　神戸市兵庫区菊水町10丁目1番3号

E-mail:toyokenzai@mub.biglobe.ne.jp http://www.total-works.jp E-mail:nakamura-r@muh.biglobe.ne.jpE-mail:totalworks@rhythm.ocn.ne.jp

代表取締役　泉　勝之 代表取締役　深江　仁志 代表取締役　長谷　克己
〒532-0036　大阪市淀川区三津屋中3丁目9番26号

〒601-8302　京都市南区吉祥院西ノ庄渕ノ西町35番地 〒559-0005　大阪市住之江区西住之江2丁目16番13号

代表取締役　初阪　啓介 取締役会長　藪内　俊則 代表取締役　久堀　信也
代表取締役　唐住　陽介

〒652-0803　神戸市兵庫区大開通10丁目2番16号 〒590-0955　堺市堺区宿院町東4-1-1　阪南ビル 〒599-8265　堺市中区八田西町2丁18-51　丸十ビル302号
初阪第1ビル1階 http://www.e-hanwa.co.jphttp://www.hannan-kogyo.co.jp E-mail:info@e-hanwa.co.jp

取締役　藤井　彰子 代表取締役　藤野　幸一 代表取締役　友長　悟
〒606-8182　京都市左京区一乗寺赤ノ宮町8の2 〒557-0063　大阪市西成区南津守6丁目1番85号 〒564-0044　吹田市南金田1丁目10番18号

https://fk-fujiken.com E-mail:office@fk-fujiken.com

取締役会長　　　野々上　勲
代表取締役　的場　眞司 代表取締役　三浦　武雄代表取締役社長　松田　良治

〒557-0054　大阪市西成区千本中2丁目12-20 〒660-0812　尼崎市今福1丁目1-28-109号 〒652-0882　神戸市兵庫区芦原通6丁目2番11号http://www.e-vertec.jp/

常務取締役支店長　菅原　浩二 代表取締役　山川　隆司 取締役顧問　山﨑　睦治
〒550-0002　大阪市西区江戸堀1丁目25番29号

〒520-2152　大津市月輪1丁目13番9号 〒532-0001　大阪市淀川区十八条2丁目13番5号江戸堀KNビル6階
http://www.yamazaki-ind.co.jphttp://www.mitubosisangyo.co.jp

代表取締役　長谷　忠直 代表取締役　石田　千治 代表取締役　杉浦　渉

代表取締役　大芝　一眞 代表取締役　堤　大悟 代表取締役　小原　英昭

代表取締役　滝川　太郎 代表取締役　山口　朗 代表取締役　阪口　浩明

㈲飛鳥工業 ㈱石田商会 エイ・アール工事㈱

大芝建材㈱ 京都瀝青工業㈱ 協立技研㈱

㈱興亜 高分子㈱ ㈱コーメイ商会

三共建材㈱ ㈱サンケン ㈱大一防水工業

大和技研㈱ 棚田建材㈱ ㈱テイエム技建

東洋建材㈱ ㈱トータルワークス 中村瀝青工業㈱

日興化成㈱ ㈱日商建材 ㈱長谷建材店

初阪建工㈱ 阪南工業㈱ ㈲ハンワ

㈲藤井技建工業 ㈱フジケン フタバ興業㈱

㈱ベルテック ㈱マトバ ㈱ミウラ工業

三星産業㈱大阪支店 ㈱メイコウ 山﨑工業㈱

TEL 075-314-2652　FAX 075-314-2056 TEL 06-6671-1952　FAX 06-6673-2361

TEL 078-577-3730　FAX 078-578-0736 TEL 072-238-1171　FAX 072-238-1170 TEL 072-281-8810　FAX 072-281-8820

TEL 075-712-5750　FAX 075-712-4055 TEL 06-6385-2781　FAX 06-6385-2794TEL 06-6655-5455　FAX 06-6655-5456

TEL 06-6651-9194 　FAX 06-6651-9058 TEL 06-6401-1079　FAX 06-6401-1110 TEL 078-682-8778　FAX 078-682-8779

TEL 06-6443-9721　FAX 06-6443-9720 TEL 077-545-5512　FAX 077-545-0955 TEL 06-6392-9471　FAX 06-6393-2421

TEL 0735-72-1111　FAX 0735-72-3131 TEL 075-623-1320　FAX 075-623-1322 TEL 0725-22-0515　FAX 0725-22-0575

TEL 075-672-0161　FAX 075-801-9715 TEL 072-278-4157　FAX 072-277-4936 TEL 072-323-1616　FAX 072-323-1616

TEL 075-801-6101　FAX 075-801-9715 TEL 06-6201-2290　FAX 06-6201-2291 TEL 072-871-8951　FAX 072-875-2505

TEL 072-777-3366　FAX 072-777-3367 TEL 078-841-3551　FAX 078-841-3553 TEL 06-6644-3111　FAX 06-6644-3112

TEL 075-672-5351　FAX 075-672-5355 TEL 078-577-8010　FAX 078-577-8020TEL 072-369-2670　FAX 072-369-2680

TEL 06-6101-1000　FAX 06-6101-1001

TEL 0744-25-0722　FAX 0744-29-7577 TEL 06-6923-2545　FAX 06-6928-2306 TEL 06-6767-8881　FAX 06-6767-8882

http://www.nikkoukasei.com/ E-mail:info@nikkoukasei.com


