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深澤仁氏 前理事長 功績

経 歴

昭和48年10月 甲府市青沼に「ビューティーアートじん」開業

昭和51年 6月 山梨県美容環境衛生同業組合 理事

昭和57年 6月 山梨県美容環境衛生同業組合 常任理事

平成 4年 6月 山梨県美容環境衛生同業組合 副理事長

平成16年 6月 山梨県美容業生活衛生同業組合 理事長

平成16年 6月 全日本美容業生活衛生同業組合連合会 理事

平成16年 6月 山梨県美容専門学校 理事長

平成21年 6月 全日本美容業生活衛生同業組合連合会 常務理事

平成30年 4月 山梨県生活衛生営業指導センター 理事長

平成30年 4月 山梨県生活衛生同業組合連合協議会 会長

平成30年 6月 全日本美容業生活衛生同業組合連合会 副理事長

平成30年 6月 全日本美容講師会 事務総長

主な役職

全日本美容業生活衛生同業組合連合会 副理事長

全日本美容講師会 事務総長

山梨県美容業生活衛生同業組合 理事長

山梨県美容専門学校 理事長

山梨県生活衛生同業組合連合協議会 会長

山梨県生活衛生営業指導センター 理事長

山梨美容講師会 会長

表彰歴

平成 6年11月 山梨県環境衛生同業組合連合協議会 会長表彰

平成 9年 6月 全日本美容環境衛生同業組合連合会 理事長表彰

平成17年11月 山梨県知事表彰（生活衛生功労者表彰）

平成19年10月 厚生労働大臣表彰（生活衛生功労者表彰）

平成23年11月 藍綬褒章受章

平成27年11月 県政功績者表彰

平成30年11月 旭日双光章受章

令和2年 6月 従六位

令和２年5月30日、病のため急逝なされました。(享年72才）

若き日より常に業界のトップランナーとしての地位を続け

られ、長きに渡り組合のため、美容業界発展のためにご尽力

いただきました。

ここに深く哀悼の意を表しますとともに、心よりご冥福を

お祈り申し上げます。
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新型コロナウイルス感染拡大を受け、組合員の皆様も多大な影響を受けて不自由な営

業を強いられていることと存じます。

組合本部も感染拡大防止の観点から、本年度事業も延期や中止となり５月以降、新型

コロナウイルスに関する取り組みを行っております。

常に最新情報が届くようにホームページ、ＳＮＡ、会報等を更新しております。その

他、融資、給付助成金等のアドバイスも随時行っております。

取り組み(第２弾)として、「感染対策実施中ポスター(A2)」を7月中旬に各店舗あてに

発送しました。是非店内に掲示いただき、お店が感染拡大防止に取り組み、安心・安全

に営業していることをお客様にＰＲしてください。

また、「負けるな、山梨」営業応援企画ＹＢＳテレビスポットＣＭに協賛し、7月下旬

よりオンエアーしております。ＣＭの内容は「山梨県美容組合ではコロナ対策を実施中

～安全のために美容室各店が実施していること～お客様への協力のお願い～美容室のご

利用は組合加盟店へ」

オンエアーの日程は下記の通りですので是非ご覧ください。

☆ＹＢＳテレビ

放送日程 7/30～8/16

放送本数 フリースポット CM（15秒） 10本

「ZIP・モーニングショー・ヒルナンデス・ミヤネ屋・てててTV・

every・YBSワイドニュース・深夜バラエティなど」

尚、ご意見、ご要望等ありましたら組合事務局までお気軽にお問い合わせください。

疑問点質問等はメール、ライン等でお受け致します。

メール info@biyou-yamanashi.net
ライン ID biyou.yamanashi で、検索お友達登録お願いします

《組合行事日程》 ＊年間事業計画は状況により変更になっております

美容まつり 中止 (例年 9 月又は 10月に美容会館・美容学校会場として実施）

ビューティーフェスティバル日帰り旅行は中止としましたが、ご愛顧キャンペー

ンは形を変えて実施する予定

TMモード発表会及び伝達講習会は中止

支部講習会等は事務局までご相談ください。

新型コロナウイルスに関する山梨県美容組合の取り組み(第２弾)
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山梨県美容用品商業協同組合
YAMANASHI
BEAUTY
SUPPLY
INSTITUTE

オールビューティー

エーアンドエー
TEL 055-233-5647

株式会社名取屋
TEL 055-232-6434

光 商 事
TEL 055-224-4728

BE・ナショナルKK
TEL 055-273-6688

㈱山梨本橋
TEL 055-265-4870



◆家賃支援給付金に関するお知らせ

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支え

するため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

申請の期間は 2020年 7月 14日から 2021年 1月 15日までです。

家賃支援給付金 コールセンター 0120-653-930（平日・土日祝日 8:30～ 19:00）
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学校近況報告

厳しい暑さが続いておりますが、組合の先生方はいかがお過ごしでしょうか。

美容学校では、8月8日（土）に1学期の終業式を迎え学生達は夏休みに入り、８月

２５日（火）には２学期始業式となります。今年は新型コロナウイルスの影響により、

３月から約２か月間休校となり、授業時間確保のため夏季休暇は２週間程度となりま

す。

学生たちは少ない授業時間でしたが、１学期の学科、実技の期末テストを行いました。

２学期には校内コンクールや美創祭などの行事を予定しております。学生たちは１学

期から準備を進めております。今年は様々な行事が中止となっておりますので、学生

たちは最後のイベントに熱心に取り組んでおります。学校としても感染拡大防止に怠

らず、全力で協力していきたいと思います。また、来年度入学の見学会や体験入学も

例年より回数を増やし、体験内容もより充実して行っております。

組合員の先生方におかれましても厳しい経営状態が続いていると思います。今年度は

特に学生も就職難航が予想されますので、何卒ご協力のほど宜しくお願い致します。

令和２年度 学校イベント日程(予定)

学校見学会 ８月 ８日（土）13：30～・ ８月１９日（水）10：00～

８月２２日（土）13：30～・ ９月１２日（土）13：30～

１０月１７日（土）13：30～・１０月２４日（土）13：30～

１１月１４日（土）13：30～

※見学会は事前にお電話又はメールにてお申し込み下さい。

美創祭 ９月２７日（日）予定 APIO甲府

✂ 毎週土曜日午前中にアプリを使ったテレビ電話にて個別相談、学校説明も行っ

ております。ご希望の方は事前に電話又はメールにてお問い合わせください。✂
℡055-252-8286 mail：info@yamabisen.net

※イベントは変更になる場合もございますので、予めご了承下さい。

学生募集日程 美容科・理容科 【通常コース・修得者コース】

専門課程

推薦入学試験 出願期間：令和２年９月１日（火）～１０月１７日（土）

試 験 日：令和２年１０月３１日（土）

一般入学試験 出願期間：令和２年１１月４日（水）～１１月１９日（木）

試 験 日：令和２年１１月２８日（土）

通信課程 願書受付中 令和２年９月１９日（土）まで

※願書出願時に随時面接等を行いますので、電話連絡の上、来校してください。

[学校HPQR] [公式ﾗｲﾝQR]
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未来へ羽ばたくヘア・アーティスト
Hairartist to Your Bright Future!

山梨県美容専門学校



金婚祝金

韮崎支部 １件 30,000円

死亡弔慰金

甲府北支部 １件 10,000円

銀婚祝金

都留支部 ２件 40,000円

＊慶弔及び総合福祉受給者の氏名等の掲載

について、個人情報の観点から今年度よ

り支部名・内容・件数のみの掲載とさせ

て頂きます。

福祉美容に伴う店舗のバリアフリー及び

車椅子入店可能店舗の確認票について

4 月に組合店舗宛に確認票を配布させ

ていただき、登録を希望された 41 店舗に

ついて、6 月 23 日付けで県指導センター

を通じて県福祉保健部健康長寿推進課長

あてに名簿を提出いたしました。

尚、当名簿については、県を通じて各

市町村に情報の提供とご活用のお願いを

いたします。

美容組合第23回ゴルフ大会
中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、今年度９月に予定していた組合

ゴルフ大会について、中止と決定しま

したのでお知らせいたします。

組合ホームページをご活用下さい

新型コロナウイルス感染症に関わる情報に

ついては、慎重かつ迅速な対応が最重要です。

当組合では、速やかに組合員の皆様に最新情

報を発信していきたいと考えております。

皆様におかれましては、情報を熟知し健全な

営業にお役立てください。

当組合のSNSでも同時に発信しておりますの

で登録をお願いいたします。

･･･…･････････ サイトマップ ･･････････････

◇組合員美容室検索

◇最新情報・イベント等随時更新中

◇各種申請用紙がダウンロード

できます

◇求人掲載の申込みができます

フォームからエントリーでき

ます

https://www.biyou-yamanashi.net/

…･･･････お友達登録お願いします！･････････

Facebook LINE

夏期休暇のお知らせ

美容組合事務局

令和２年８月 ８日（土）

～

令和２年８月１６日（日）

美容専門学校

令和２年８月 ９日（日）

～

令和２年８月１７日（月）
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慶 弔 関 係

総 合 福 祉 共 済


