17

全国大会は
７種目で競う

40

20

支部長会中止

20

26

▽青葉支部 池森光明（ｋｎｏｔ）

第７波注意

コロナ感染

50

８月１日現在組合員1432名

▽川崎高津支部 清水亜紀子
（ｅｙ ｅｌａｓｈ ｌｉｅｒｒｅ）

30

31

30

組合加入 （７月15日まで）

全国大会応援バスツアー

第50回全国大会の告知ポスター

被表彰者６名は次のと
おりです︒
第 回全国大会の競技
▽笠井蓉子︵横浜西︶ 種目は次のとおりです︒
▽田口美香︵川崎田島︶
▽ヘアスタイル競技＝
▽新倉みち代︵横須賀
モデルウイッグ・ 分
中央︶
▽フリースタイルカッ
▽丸山準︵藤沢︶
ト競技＝ 分
▽葉山喜義︵厚木︶
▽カット＆ブロー競技
▽川和信子︵相模原︶
＝ 分

澤飯氏受賞祝賀会

令和４年度の県生衛組
合中央会会長表彰の受賞
者６名が︑このほど決ま
りました︒ＫＢＫの推薦
によるもの︒
表彰式および懇親会は
８月１日︑横浜ベイホテ
ル東急において開催され
ました︒

６名に中央会会長表彰

11

９月 日・横浜ベイホテル東急で

KBKの主な事業

11

50

13

29

50

40
（５月）
▽24日
（火） ＫＢＫ令和４年総代会（横浜市
技能文化会館）
▽25日
（水） 技能五輪全国大会に係る合同委
員会（東京・八重洲）
（６月）
▽６日
（月） ＫＢＫ常任理事会（ＫＢＫ研修
スタジオ）
▽10日
（金） ＫＢＫ月末監査（ＫＢＫ事務局）
▽15日
（水） 東京・関東ブロック美容協議会
総会・理事長会（東京・美容会館）
▽20日
（月） 技能五輪全国大会美容職種課題
作成委員会（東京・美容会館）
▽23日（木） 全日本着付技能センター総会
（東京・美容会館）
▽28日
（火） ＫＢＫ理事会（ＫＢＫ研修スタ
ジオ）
（７月）
▽４日
（月） ＫＢＫ常任理事会（ＫＢＫ研修
スタジオ）
▽５日
（火） 横浜市生衛協議会懇親会（ホテ
ルプラム）

ＫＢＫでは︑ 月８日
に群馬・高崎アリーナで
開催される３年ぶりの全
国大会に︑１泊２日の応
援バスツアーを企画︒
全国大会は 回の節目

▽花嫁化粧着付競技＝
ステージ 分
▽中振袖着付競技＝ス
で︑旅程は 月８日︵火︶ 夕刻に磯部温泉ホテル磯
テージ 分
〜 ９ 日︵ 水 ︶︒ 第 １ 日 目 部ガーデンに一泊︒２日
▽ネイルアート競技＝
は７時 分に横浜駅東 目は９時にホテル出発
テーマはレトロモダン
口︑平塚駅北口︑町田駅 後︑妙義山中ノ岳の紅葉
▽洋装ブライダル競技
をそれぞれ出発︒全国大 を観賞し︑軽井沢自由散
＝ヘアメイク︑ウエデ
会を観戦・応援したあと︑ 策︑おぎのやで買物休憩︒
ィングドレス
それぞれ出発地に 時
分帰着の予定です︒
会費は２万５０００円
ＫＢＫでは︑コロナ感
で入場券Ａ席６５００円 染拡大を受けて︑７月
︵昼食付き︶を含みます︒ 日に横浜・関内ホールで
バス代はＫＢＫ負担︒
開催を予定していた支部
参加希望の方は８月
長会を中止しました︒
日までに支部長へお申し
支部長会での報告・意
込みください︒
見聴取事項は次の通り︒
申し込み書は７月のメ
①連合会組織強化策に
ール便にて同封済みです︒
関して
②定款規約に関して
③直加入会員に関して
④商社の取り扱い
⑤第 回全国大会観戦
・応援ツアーに関して
40

各支部長までお申し込み
ください︒
◇
澤飯ＫＢＫ理事長は４
月 日︑令和４年度の叙
勲 に よ り﹁ 旭 日 双 光 章 ﹂
を受章︑この伝達式が黒
岩祐治県知事によって行
われました︒
29

20

mail:kbk@kbkbeauty.jp
神奈川県美容業生活衛生同業組合発行■令和４年８月15日（毎月１回15日発行）■発行人／澤飯廣英・編集人／中野利彦
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ＫＢＫ実行委員会は︑
﹁澤飯廣英氏 旭日双光
章受章を祝う会﹂を︑９
月 日︵火︶ 時から︑
横浜ベイホテル東急﹁ク
イーンズグランドボール
ルーム﹂
︵Ｂ２Ｆ︶で開
催します︒
会費は２万円︒出席希
望の方は８月 日までに
20
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アカデミー９月に開講

15

11

20

風景、
花、
ペット、
造型作品の写真など。

10

ヘアスタイル画、絵、書、
●作品募集

29

10

横須賀中央 ベルジュサロン京子

13

15

31

団体﹁所得補償保険﹂のお申し込みは

●東京海上日動火災保険株式会社
代理店 シーガル

フリーダイヤル ０１２０・０４１・１４９

秦野

コロナ感染症のため支
部行事が殆んど出来ず︑
組合員の皆と会う事もな
く寂しく思っていたとこ
ろ︑感染が少し落ち着い
てきたので秦野支部厚生
部の旅行を企画しました︒
人が密にならず︑安ら
ぎを得られる場所として
箱根にある﹁あじさいの
咲く寺﹂阿弥陀寺におい
て︑琵琶演奏と法話を聞
く会を計画︒
７月５日﹁日帰り癒し
の旅﹂を開催しました︒
お寺は山の上なので︑ロ
マンスカーで山の上まで
行きタクシーを利用する
筈でしたが︑道が細くタ

住職の琵琶演奏と法話

クシーを諦め︑琵琶演奏
者の住職さんに︑山から
降りて来て頂きました︒
湯本の富士屋ホテルに
おいて琵琶演奏に聞き惚
れ︑ありがたい法話を頂
きました︒
その後︑おいしい中華
料理のコースを食べ︑ゆ
っくりと心を癒やして参
りました︒ 名の参加者
があり︑食事後は現地解
散︒
それぞれ買物したり︑
あじさい電車で強羅に行
く人︑温泉でゆっくりの
人ありで︑皆さん大満足
の一日になったようです︒
︵報告／山本久美子︶

箱根日帰り癒しの旅

７月５日・参加者集合

マスク着用と手洗い励行

28

20

11

写真は上からアップコース、
カットコース、着付け各コ
ースの前回受講風景

25

13

カット・アップ・着付けコース

10

12

12

12 11

上半期が過ぎて収まりつつあるコロナの影
響から脱却を図る為、徐々にですが各業界で
の動きが出て来たように思います。
それは美容界でも同じようにＮＥＸＴ倶楽
部では、支部・ブロックでの企画活動のお話
をいくつか伺い、参加のお声掛けを頂きまし
たので、各方面皆様の所へ会いに行って参り
ました。まだまだ警戒体制ではありますが、
支部員の方々も久しぶりに顔を突き合わせて
のイベントを開催したというお話を聞いてい
ます。直接会って話す事の大切さを改めて感
じていたように思えますし、自分もそう感じ
ました。
これと関連した話題になりますが、Ｔｗｉ
ｔｔｅｒ、Ｇｏｏｇｌｅ社を始めとした企業
では対面での勤務を増やしてコミュニケー
ションによる創造性を重要視しているそうで
す。
今も苦しい世情ではありますが交流、
講習、
総会などの場で皆さまとお話する機会を持つ
度に私もひしひしと感じております。組合は
互いに交流を持つことで支え合う事の出来る
集団だと思います。支部での各種活動をうま
く活用して一緒に向上して参りましょう。
またお伝えしましたチューブリサイクル活
動において集荷条件の変更がありました。従
来は
「丸めての回収を良しとして来ましたが、
今回より三つ折りに畳む、または伸ばしたま
まの回収に変更」となりました事をご報告致
します。皆様に回収のお手間を頂き、こちら
からの要望も多く、大変心苦しく恐れ入りま
すが、これからもご協力をお願い致します。
（梶原道彰）

③クリエイタークラス
１ステップ上で︑応用か

20

24

15

11

「愁い」

円︵全６回︶
▽指導員 金子京子︑清
▽定員
名
宮美乃︑鈴木薫︑秋元英
▽日程 ９月６日・ 月 明
４日・ 日・ 月 日・ ①初級クラス 基礎スタ
ら構成まで
月 日・５年１月 日 イルから習得
▽受講料 ２万５０００ ︹アップスタイルコース︺ ②中級クラス 初級経験
者︒アレンジと希望スタ
イルを習得
③中級ステップ１ 中級
経験者
▽受講料 ２万５０００
円︵全６回︶
▽定員
名
▽日程 ９月 日・ 月
日・ 月１日・ 日・
月 日・５年２月７日

掲載は墨一色。ＫＢＫ広報部まで随時。

︹着付コース︺
▽指導員 中田眞智子︑
木村洋子︑中野尚子︑三
浦志津子︑三塚澄子︑山
本明美︑引地恵美子︑若
林伊都子
①基礎クラス 街着中心
②中級クラス 色留袖︑
訪問着︑伊達襟付け
③上級クラス
ステップ１ 中振袖︑袋
帯 同 ２︵ １ を 習 得 後 ︶
女子袴︑浴衣等 同３︵２
を習得後︶男子浴衣︑紋
服等 同４
︵３を習得後︶
男子浴衣︑紋服等 同５
︵４を習得後︶創作帯結
び 同 ６︵ ５ を 習 得 後 ︶
創作帯結び
▽受講料 基礎・中級３
万円︵全６回︶
上級３万３
０ ０ ０ 円︵ 全 ６ 回 ︶︒ ほ
かにボディ代１０００円
▽定員
名
▽日程 ９月 日・ 月
日・ 月８日・ 月６
日・５年１月 日・２月
日
以上各コースとも申し
込みは郵送またはＦＡＸ
にてＫＢＫ事務局へ︒な
お受講料には教材費が含
まれません︒
各コース申込締切８月
日︵金︶
︒
募集案内︑入校・受講
願は今月のメール便に同
封しました︒
18

14

26

ＫＢＫビューティーア
カデミーの各コースが９
月から始まります︒
︹カットコース︺
▽指導員 村川哲也︑大
塚順子︑吉永範明︑籾山
充︑久保寺有紀
①ベーシッククラス カ
ットの基礎から勉強
②アドバンスクラス ①
後のクラス︒ベーシック
から多彩な技術

対面で話す事の
大切さを実感

ＮＥＸＴ倶楽部

金子京子

川崎 モードサロン・ローゼ

佐藤かづ子

「華やぐ」

ｍｙアート
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