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Company Introduction
［ 協 会 会 員 企 業 の ご 紹 介 ］

　５月の理事会におきまして正会員の承認をいただき誠にありがと
うございます。長らく賛助会員として関わらせていただいておりまし
たが、これから正会員として貴協会の会員の皆様と共に活動させて
いただけることを大変嬉しく思います。
　今まで弊社が培ってきた技術を生かしながら、時代に合わせた
サービスを開発して行くことで、お客様から喜んでいただくと共に、
社員教育にも注力し日々の成長を実感できる企業を目指し日々努力
して参ります。
　諸先輩の皆さまからご指導、ご鞭撻をいただき、貴協会を通して
ビルメンテナンス業界の発展のため少しでもお役に立てるよう尽力
させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　当社、エーワメデック株式会社は、「地元地域密着オンリー
ワン企業」を目指し明るく元気にそして、楽しくをモットーに地
元に密着し、会社設立42年を迎えることができました。
　近年ビルメンテナンス業界を取り巻く環境は、非常に厳しく
なっておりますが、企業全体の資質の向上・コミュニケーショ
ン能力の向上に努め安全で衛生的な快適空間を提供し、顧客
満足度100％企業を目標として、今後も努力する所存です。
　さて、我社のホープ社員で紹介する下村五五男さんは、花
巻こぶしクラブの現役選手としてまた、500歳野球I.О.F.C
チームの監督として、第1回・第3回の全国大会で2度の優
勝をしております。メジャーリーガー菊池雄星の知り合いで中
学生の頃は、近所でよくキャッチボールをしたり指導をしたと
か？ 当社にとって伝説の社員となっておりますが、64歳と年齢
がちょっと気になります。本人はまだまだ現役だと言い切りま
したので、今後も体に十分注意し、仕事でもプライベートでも
活躍することを期待しております。

エーワメデック株式会社
昭和53年12月設立
従業員数259名（令和元年6月30日現在）

■出身／釡石市　現在岩手県矢巾町在中
■入社年月日／平成21年6月23日
■担当業務内容／設備管理業務
■趣味／野球　自称野球狂
■一言／孫娘の成長を楽しみに野球小僧を継続する。

エーワメデック株式会社

　 下村　五五男 さん
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快適な環境を目指して!
安心で快適な環境を創造する
岩手県ビルメンテナンス協会

しもむら いさお

～会員代表者変更のお知らせ～

～新会員紹介～

盛岡市　中津川

有限会社 デナップ岩手
代表取締役　佐藤　淑憲
所在地／〒０２８-３１６３
　　　　花巻市石鳥谷町八幡第７地割１０７番地１
　　　　ＴＥＬ ０１９８-４５-２３４３
　　　　ＦＡＸ ０１９８-４５-５９０９
設立年月／昭和５２年４月
入会年月／令和元年５月

さとう よしのり

協栄テックス㈱

同和興業㈱盛岡営業所

会　社　名 変　更　前 変　更　後

代表取締役社長　佐々木　良　隆

所長　　　　　　上　野　一　宏

代表取締役社長　古谷田　　　覚

所長　　　　　　菅　野　　　謙
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　（一社）岩手県ビルメンテナンス協会の定時総会が
6月3日（月）午後3時30分から、ホテルメトロポリタ
ン盛岡ニューウイングにおいて、正会員26名（委任
状提出者1名を含む）が出席して開催されました。
　定刻になり、鈴木副会長が開会を宣言し、伊藤会
長の挨拶に続き、ご来賓の盛岡市長谷藤裕明様と岩
手県環境生活部県民くらしの安全課生活衛生担当課
長古澤勉様からご祝辞を頂戴しました。
…
　次に、議長に及川ゆか氏（新生ビル管理㈱）を選出
し議案の審議に入り、議案第1号から議案第3号まで
の平成30年度の事業報告・決算報告並びに2019年度
の事業計画・予算が慎重に審議され、承認されまし
た。
　また、議案第4号では、任期満了に伴う役員の改
選が行われ理事及び監事の全員が再任され、その後、
新役員による理事会で、会長に鈴木邦彦氏が、副会
長に専務理事兼任で山崎一郎氏がそれぞれ就任し、

また、事業活動委員会委
員長には伊藤淳之介氏が
選任され、労働安全委員
会委員長と教育研修委員
会委員長はそれぞれ再任
されました。
…
　次に、事務局から「有
限会社デナップ岩手」の
入会等が報告され、代表

取締役　佐藤淑憲氏からご挨拶を頂きました。
　岩手県ビルメンテナンス政治連盟の総会も引き続
き行われ、平成30年度の事業報告・決算報告と2019
年度の事業計画・予算が承認され、また、任期満了
に伴う役員の改選が行われ須川敏昭会長以下役員全
員が再任されました。
　また、総会後に行われた懇親会では、本日の定時
総会をもって会長をご退任された伊藤英明氏に、記
念品と花束の贈呈が行われました。
　…

　次に、本年１月に全国ビルメンテナンス協会事業
協力者として会長表彰を受けられた、協栄テックス
㈱の立花英美氏、㈱寿広の佐藤修氏、㈱盛岡総合ビ
ルメンテナンスの飛澤龍太郎氏に、鈴木会長から記
念品が贈呈されました。
　なお、リアス環境管理㈱の佐々木敦氏と元北上ビ
ルメン㈱の平野達郎氏も受賞されておりますが、都
合により欠席されました。

定時総会開催

花束の贈呈

会長就任にあたり
　まずは、14年の長きにわたりまして、当協会の会長として協会運
営と発展にご尽力いただきました、伊藤前会長に心より感謝と共に
御礼を申し上げます。

　さて、皆様、ご案内のとおり、（一社）岩手県ビルメンテナンス協
会は、昭和48年4月1日に会員5社で発足して以来、今年で設立46周
年を迎えることになりました。設立の目的は、ビルメンテナンス技
術の向上と知識の普及を図り、岩手県のビルメンテナンス業の健全
な発展・育成に努めるということでした。発足以来、幾多の困難が
ありましたが、その都度、会員の皆様や役員の努力により乗り越え、
今日、会員26社、賛助会員4社にまで成長して参りました。

　近年、我々業界を取り巻く環境は、従業員の高齢化と人手不足、
最低賃金の高騰、働き方改革関連法の施行など、非常に厳しい状況
にあります。
　一朝一夕に解決できる問題ではありませんが、協会内に設置した
3つの委員会を中心に、会員の皆様とともに解決策を考えていける
ような活動をしていきたいと思います。

　私は理事になって6年と、まだまだ若輩者ではございますが、先
輩方が築いてこられた46年という歴史のある協会の伝統を守り、変
えなければいけないところは変え、時代の変遷に対応しながら、会
員の皆さんとともに考え、会員企業の発展の一助となれるような協
会にしていきたいと思いますので、皆様のご協力とご支援をお願い
いたしまして、挨拶とさせていただきます。

新会長ご挨拶

一般社団法人
岩手県ビルメンテナンス協会

会長　鈴木 邦彦

副会長　山崎一郎
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区　分 上　旬 中　旬 下　旬

4月
第1回教育研修委員会⑩
岩手県ビルクリ技能競技会事前説
明会⑩
政治連盟監査⑪
東北地区本部会議⑫

岩手県ビルクリ技能競技会㉔

5月
第1回事業活動委員会⑮ 協会監査㉑

役員選考委員会㉑
第1回理事会㉑
第7回アジアビルメンテナンス大会
㉓～㉕

6月
政治連盟理事会③
協会定時総会、政治連盟総会③
第2回理事会③

第13回ビルメンテナンス青年部西
日本サミットIN京都⑬
ビルクリ技能競技会東北地区予選
会⑳

第1回ゴルフコンペ㉖
支援学校ビルクリ講習会㉘

7月
岩手県障がい者技能競技大会⑦ 清掃作業従事者研修（基礎）⑱

入札制度に係る県との意見交換⑲・
㉒

全国協会定時総会㉖

8月
第3回理事会⑦ 広報誌「IBMA通信」第5号発行

北海道・東北BM協議会（旭川市）㉒
～㉔

9月 清掃作業従事者研修（応用） 第2回ゴルフコンペ

10月 第1回労働安全委員会 青年部全国大会（愛知県） 清掃作業従事者研修指導者講習会
岩手県に対する入札制度改善要望

11月 労働安全衛生大会⑥ ビルメンヒューマンフェア（東京
ビッグサイト）⑬～⑮

第4回理事会
全体会議

12月 顧問会議 東北地区本部会議

1月 全国都道府県協会長会議
全国政治連盟評議員会

支援学校ビルクリ講習会

2月 合同委員会 広報誌「IBMA通信」第6号発行
第5回理事会

3月
注：表中の〇数字は、開催日である。

　教育研修委員会の委員長をしております吉崎と申します。

　まずは当委員会のメンバーを紹介致します。

　　委 員 長：吉　崎　弘　美　　東日本ビル管理㈲　　　　　
　　副委員長：安　倍　　　明　　㈱オイラー　　　　　　　　
　　委　　員：小山田　公　光　　エーワメデック㈱　　　　
　　委　　員：吉　田　陵　治　　㈱オイラー　　　　　　　　
　　委　　員：渡　邉　　　崇　　北上ビルメン㈱　　　　　
　　委　　員：村　上　英　男　　協栄テックス㈱　　　　　
　　委　　員：佐　藤　　　修　　㈱寿広　　　　　　　　　
　　委　　員：鶴　田　　　学　　新生ビル管理㈱　　　　　
　　委　　員：上　田　　　誠　　第一商事㈱　　　　　　　　
　　委　　員：對　馬　朋　範　　㈱つしま　　　　　　　　　
　　委　　員：庄　司　伸　治　　東京美装興業㈱盛岡営業所
　　委　　員：飛　澤　龍太郎　　㈱盛岡総合ビルメンテナンス
　　委　　員：佐々木　　　敦　　リアス環境管理㈱
　　委　　員：鈴　木　　　敏　　（一社）岩手県ビルメンテナンス協会

　次に今年度の事業計画と致しまして

　　（1）　清掃作業従事者研修（基礎コース）の開催（7月）
　　（2）　清掃作業従事者研修（応用コース）の開催（9月）
　　（3）　清掃作業従事者研修指導者講習会（新・再）の開催（10月）
　　（4）　岩手県障がい者技能競技大会への支援協力（7月）
　　（5）　支援学校ビルクリーニング講習会への講師派遣（6月・1月）
　　（6）　ビルクリーニング技能競技会岩手県大会の開催（4月）
　　　　（東北地区予選会：6月　全国大会：11月）

　当委員会は、ビル管理法、建物の清掃及び衛生管理、清掃作業にかかる技術上の基準について、従事する
方々に研修を通して教育していくことを目的としており、上記委員会メンバー14名で6項目を事業計画に掲
げ活動をしております。
　ビルクリーニング技能競技会岩手県大会は4名の参加をいただき、新生ビル管理㈱…佐藤健さんが優勝し東
北地区予選会に参加致しました。結果は、僅差で第3位となり惜しくも全国大会に進むことができませんで
した。
　また、清掃作業従事者研修は、協会にとっても各社にとっても意義のある研修であると思いますので、今
後とも各社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

教 育 研 修 委 員 会

教育研修委員会
委員長　吉崎　弘美

2019年度 （一社）岩手県ビルメンテナンス協会事業計画
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【岩手県大会】
　去る4月24日（水）に岩手県ビルクリ－ニング技能
競技大会が、盛岡商工会議所会館で開催されました。
　競技内容は、弾性床材の表面洗浄床維持剤塗布仕
上げ作業で、1級ビルクリ－ニング技能士の有資格
者が出場できる大会です。作業時間は20分以内で、
ただ早ければいいと言う訳ではなく、丁寧さや安全
性の確保なども審査されます。

　令和元年7月18日（木）に盛岡商工会議所会館にお
いて、令和初の清掃作業従事者研修（基礎コース）を
開催しました。
　基礎コースは清掃作業経験が3年未満の方を対象
に会員企業及び一般からの参加もあり、総勢30名が
受講しました。
　今回の講師は、当協会の登録講師5名と岩手県県
民くらしの安全課高橋主事が担当して行いました。
　研修内容は基礎的なところが主になり、関係法令
や作業に従事するにあたってのマナー、　危険な作
業を予知するヒヤリハット、洗剤・床維持剤の使い
方、廃棄物の処理方法、清掃器具の使い方について
各講師の経験談等を交えながら、分かりやすい説明
がありました。
　殆どが座学という研修の中で、一番盛り上がった
のは、実際に道具を使っての実技研修でした。普段
使い慣れていない道具の講習もあり、改めて正しい・
効率的な使い方を学ぶことが出来たと思います。

【東北地区予選会】
　東北大会は6月20日（木）仙台卸町会館で行われま
した。東北6県の代表が集まり、各県の応援団が観
戦する中、競技が開始されました。岩手県代表の新
生ビル管理（株）佐藤健さんは4番目の競技者で、競
技が始まると岩手から駆け付けた教育研修委員等12
名の応援団は心の中で声援を送りながら観戦しまし
た。…
　佐藤さんは練習の成果を遺憾なく発揮し、岩手県
大会より素晴らしい競技をされ、「これは全国大会
に行けるかなぁ」と期待をしましたが、結果は僅差
で3位入賞と岩手県代表は今回も残念ながら悲願の
全国大会出場を果たせませんでした。
　審査の結果、優勝は秋田県代表の武藤秋彦さん（㈱
東北ビルカンリ・システムズ）、準優勝は福島県代
表の菅野真道さん（㈱アサヒビルメンテナンス）で、

ビルクリ－ニング技能競技会開催

2019年度清掃作業従事者研修（基礎コース）開催

　今回は、県内4社から選手が参加し、日頃の技能・
技術を発揮して競技を実施いたしました。選手の皆
さんは緊張感のある会場で練習の成果を遺憾なく発
揮されました。
　審査の結果、新生ビル管理（株）の佐藤健さんが優
勝、（株）盛岡総合ビルメンテナンスの藤枝晃太郎さ
んが準優勝に輝き、優勝した佐藤さんは、東北地区
予選会に出場されました。

　今回の研修は基礎コースで清掃経験が3年未満の
方が対象でしたが、経験3年以上の方が対象の応用
コースもあり、より高度な研修が9月頃開催される
予定です。改めて、清掃について学ぶいい機会です
ので、多数の参加をお待ちしております。

教育研修委員会　委員　上田　誠

東北地区代表として2名が全国大会に出場すること
になりました。

教育研修委員会　副委員長　安倍　明

優勝した佐藤健さん　

講師デビューの渡邉崇さん

左から藤枝晃太郎さん㈱盛岡総合ビルメンテナンス、佐藤健さん（新生
ビル管理㈱）、天久勝輝さん（㈱オイラー）、渡辺一克さん（㈱寿広）

岩手県応援団＆のぼり旗

　去る7月7日（日）にチャレンジいわてアビリンピッ
ク2019（第17回岩手県障がい者技能競技大会）が矢巾
町にある岩手県立産業技術短期大学校で開催されま
した。
　今回は、ワープロ種目他8種目に57名が出場し、
わずか1名の出場者だけの種目もありましたが、ビ
ルクリーニング種目には、県内の支援学校の生徒12
名、IGRいわて銀河鉄道㈱の社員1名と、昨年より6

チャレンジいわてアビリンピック2019のご報告
名多い13名が出場し盛り上がりのある大会となりま
した。
　競技内容は、「カーペット床清掃」と「弾性床清掃
及び机上清掃」の二つで、出場選手は日ごろ培った
技能をお互いに競い合いながら、競技に一生懸命に
取り組む選手の皆様の真剣な姿を目にし、多くの感
動をいただきました。

弾性床清掃及び机上清掃 カーペット床清掃
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北上ビルメン㈱における
外国人技能実習生受入の現状について
◆受け入れ実績　2017年～
◆現在ベトナム人女性8名受け入れ
　弊社では外国人技能実習制度を利用し、2017年11
月ベトナムより第1期生を迎え入れました。現在は8
名。今年の冬には第3期生4名を新たに迎え入れる予
定となっております。

　職場の高齢化、人手不足ということもあり、以前
から海外の人材に興味がありました。しかし、知識
もコネクションもないままの受け入れは、リスク面
が高すぎるのではないかと考えておりました。そん
な時、福島県のいわきビジネスサポート事業協同組
合様とご縁があり受け入れすることに致しました。
　技能実習制度は、「人づくり」を目的とした国の制
度ということで、選抜された非常にしっかりした人
たちが来てくれるのは大きな魅力です。
　実習生は、仕事に関してとても真面目で熱心で
す。もちろん言葉の壁はありましたが、日本語勉強
もしっかり行ってくれています。そして今では作業
パフォーマンスも目標値に達し、彼女達も立派な戦
力です。

外国人技能実習制度について
　海外の人材を扱うにあたり書類関係は煩雑です
が、監理団体が代行してくれますし、毎月、日本語
の進捗を確認し、体調管理の指導等なども一緒に
行っております。
　また、実習生が来たことで日本人スタッフにも刺
激になり、いい意味での競争意識が生まれ、社内が
活性化されました。
　現在のところ大きな問題はなく、1期生の在留期
限も残り約1年。大変ありがたいことに、技能実習
を延長したいと話してくれる実習生もおります。
　祖国を離れ、文化も違う国で実習を頑張る若い方
たちに、技能だけでなく日本の伝統文化、習慣、日
本人の考え方等、様々なことを学び、経験をしても
らい、3年後の彼女たちの将来に少しでも役立てる
よう、弊社一同努力をしていきたいと考えておりま
す。

北上ビルメン（株）　総務部長　小原　輝昭
…
外国人技能実習生の方のインタビュー
　初めまして。私は、ヴー・ミー・リンと申します。
技能実習生として2017年に日本に来ました。
　日本に来た目的は、将来の自分のために経済の進
んだ日本で勉強をしたいこと、また家族を助けたい

　優勝は久慈拓陽支援学校の川端さん（386点）、準
優勝は盛岡峰南高等支援学校の菊池さん（384点）、　　　　　　　
第3位は同じく盛岡峰南高等支援学校の小野寺さん
（381点）となりました。
　競技終了後、審査員から「コード捌きやモップの
拭き方など、基本をしっかり練習しなければ、愛知

県で開催される全国大会で良い成績を勝ち取るのは
厳しい」との講評がありました。
　競技の運営は、当協会の教育研修委員会の委員10
名に当たっていただきました。委員の皆様、ご協力
いただいた会員企業の皆様、大変ありがとうござい
ました。

と思い来ました。日本に来る前は、日本人は親切で
安全な国なので安心して行くことができると思いま
したが、習慣が違うのでたくさん不安がありました。
　実際に来てみると、ベトナムとは違い、規則やマ
ナーがたくさんあり、はじめは大変苦労しました。
　しかし、日本人は本当に親切でいつでも困ってい
る私を助けてくれます。大変ありがたいと感じてい
ます。
　今私は、会社でたくさんの経験をさせていただい
ております。仕事や日本人の考え方、文化や習慣な
ど、どれも私には良い経験になっています。私はこ
の経験を活かし、通訳になりたいと考えています。
そのために、仕事が終わってから毎日、日本語を勉

強しています。今はまだN2を取得するために頑張っ
ていますが、常に高い目標をもって頑張っていきた
いと思います。
　知らない国で生活をすることは大変です。しかし、
仲間と会社の方がいつも助けてくれますので、安心
して将来のために努力をすることができます。
　このような素晴らしいチャンスをくださった会
社、組合の方には大変感謝しています。このいただ
いた恩を忘れず、将来の成長した自分を見せること
で、助けてくれている人たちに恩返しができれば大
変うれしく思います。
　本当に日本にきて、会社にお世話になれて、今は
とても幸せです。ありがとうございます。

　全国ビルメンテナンス協会が加盟する「アジアビ
ルメンテナンス連盟」主催の第7回アジアビルメンテ
ナンス大会in台湾が、5月23日から24日の2日間、台
湾台北市において開催されました。
　隔年開催のこの大会は、アジア地域の各加盟国の
業界関係者の国際的な交流が図られています。アジ
アビルメンテナンス連盟の加盟国は日本、台湾、韓
国、中国、ベトナム、インドネシア、シンガポール、
モンゴルの8か国です。
　今回の大会の参加国は、台湾、韓国、中国、モン
ゴル、日本で、参加人数は延べ160名、うち日本代
表団として80名が会場を訪れました。岩手県ビルメ

ンテナンス協会からも、鈴木会長、伊藤理事、私の
3名が参加致しました。

　各国発表の中では、①ビックデータ（PCの処理速
度向上に伴い生成される大容量のデジタルデータ）
②5G（正式名称：第5世代移動通信システム、高速
の通信システム）③クラウドコンピューティング（イ
ンターネットを介してサービスを呼び出し遠隔から
利用すること）④AI（人工知能）の活用というワード
が中国、韓国をはじめとする先進都市の共通のテー
マとして発表されていました。
　膨大な情報を、高速相互通信や、人工知能の解析
を駆使して処理いくことで、今後のメンテナンスや
セキュリティネットワークへの活用が加速していく
であろうとの展望も示されました。
………加えて、新しいビジネスへの展開も拡大していく

第7回アジアビルメンテナンス大会in台湾参加のご報告

ことが予想され、宅配以外のサービス、例えばクリー
ニング・サービスなどにも対応したスマートボック
スや、さらにはスマートコミュニティのプラット
フォーム（省エネルギーを実現する次世代の社会シ
ステム、地域社会に対するサービス提供のための起
点づくり）展開への参入等などに可能性を感じると
の事でした。
………ここ岩手においては、ビルメンテナンス業におけ
るAI等の導入や、スマートコミュニティ－の創造
に対する取り組みは、まだ模索の段階ではあります
が、今後のビルメンテナンス事業の発展にかけて更
なる真摯な検討の必要性を感じました。

副会長　山崎　一郎

ベトナムからの8人の実習生

ヴー・ミー・リンさん



土壌汚染調査・アスベスト調査・
シックハウス測定・騒音振動の測定

環境調査・測定のプロフェッショナル

株式会社 大東環境科学

大気・水質等測定分析・飲料水水質検査・
ダイオキシン類測定・作業環境測定・温泉成分分析

総合技術センター
〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265
TEL019-698-2671  FAX019-697-1660

●本社／〒231‒0023 横浜市中区山下町22番地（山下町SSKビル）
　お客様ご相談窓口 TEL.045‒640‒2280 FAX.045‒640‒2216

　

　　　
●本　　　社／TEL.045‒277‒1934     FAX.045‒277‒1944
●仙台営業所／TEL.022‒218‒0085㈹  FAX.022‒218‒0108

	
	

	
	
	
	
	
盛岡市津志田南三丁目14番30号	
TEL：019-637-8511　FAX：019-637-1098	

清掃用品･環境機器総合卸商社	
	

快適な環境を提案する!! 

〒990-0885　山形県山形市嶋北2丁目4-18
TEL 023-681-6188  FAX 023-674-9155
東京支社
〒103-0027　東京都中央区日本橋1-2-10
　　　　　　　東洋ビル3階　332号室
TEL 03-6262-6180  FAX 03-6217-8589
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発行元／一般社団法人 岩手県ビルメンテナンス協会
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http://www.iwate-bma.or.jp

Company Introduction
［ 協 会 会 員 企 業 の ご 紹 介 ］

　５月の理事会におきまして正会員の承認をいただき誠にありがと
うございます。長らく賛助会員として関わらせていただいておりまし
たが、これから正会員として貴協会の会員の皆様と共に活動させて
いただけることを大変嬉しく思います。
　今まで弊社が培ってきた技術を生かしながら、時代に合わせた
サービスを開発して行くことで、お客様から喜んでいただくと共に、
社員教育にも注力し日々の成長を実感できる企業を目指し日々努力
して参ります。
　諸先輩の皆さまからご指導、ご鞭撻をいただき、貴協会を通して
ビルメンテナンス業界の発展のため少しでもお役に立てるよう尽力
させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　当社、エーワメデック株式会社は、「地元地域密着オンリー
ワン企業」を目指し明るく元気にそして、楽しくをモットーに地
元に密着し、会社設立42年を迎えることができました。
　近年ビルメンテナンス業界を取り巻く環境は、非常に厳しく
なっておりますが、企業全体の資質の向上・コミュニケーショ
ン能力の向上に努め安全で衛生的な快適空間を提供し、顧客
満足度100％企業を目標として、今後も努力する所存です。
　さて、我社のホープ社員で紹介する下村五五男さんは、花
巻こぶしクラブの現役選手としてまた、500歳野球I.О.F.C
チームの監督として、第1回・第3回の全国大会で2度の優
勝をしております。メジャーリーガー菊池雄星の知り合いで中
学生の頃は、近所でよくキャッチボールをしたり指導をしたと
か？ 当社にとって伝説の社員となっておりますが、64歳と年齢
がちょっと気になります。本人はまだまだ現役だと言い切りま
したので、今後も体に十分注意し、仕事でもプライベートでも
活躍することを期待しております。

エーワメデック株式会社
昭和53年12月設立
従業員数259名（令和元年6月30日現在）

■出身／釡石市　現在岩手県矢巾町在中
■入社年月日／平成21年6月23日
■担当業務内容／設備管理業務
■趣味／野球　自称野球狂
■一言／孫娘の成長を楽しみに野球小僧を継続する。

エーワメデック株式会社

　 下村　五五男 さん
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快適な環境を目指して!
安心で快適な環境を創造する
岩手県ビルメンテナンス協会

しもむら いさお

～会員代表者変更のお知らせ～

～新会員紹介～

盛岡市　中津川

有限会社 デナップ岩手
代表取締役　佐藤　淑憲
所在地／〒０２８-３１６３
　　　　花巻市石鳥谷町八幡第７地割１０７番地１
　　　　ＴＥＬ ０１９８-４５-２３４３
　　　　ＦＡＸ ０１９８-４５-５９０９
設立年月／昭和５２年４月
入会年月／令和元年５月

さとう よしのり

協栄テックス㈱

同和興業㈱盛岡営業所

会　社　名 変　更　前 変　更　後

代表取締役社長　佐々木　良　隆

所長　　　　　　上　野　一　宏

代表取締役社長　古谷田　　　覚

所長　　　　　　菅　野　　　謙


