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ビューティーフェス2021の締めくくりとなります「ビューティーチケットプレゼン
トキャンペーン」を9月20日～11月20日までの期間で実施して参りました。
組合加入店の皆様にはキャンペーン期間中お客様に応募用紙をお配りいただき沢山

のご応募をいただきました。
11月29日(月)厳正なる抽選を行ないましたので報告いたします。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

ビューティーフェス２０２１実行委員会

ビューティーチケット 当選発表 !!ビューティーチケット 当選発表 !!

組合加入店で使えるビューティーチケット

1万円分(1,000円×10枚)100名様が当選されました

《当選番号》（発表：令和３年12月６日）＊応募用紙「抽選ナンバー」にて発表

№00113 №12573 №23202 №36093 №46654
№00835 №13048 №23406 №36290 №46752
№01270 №13512 №23504 №36636 №47592
№01537 №13745 №24653 №36781 №47763
№02609 №15481 №25330 №36820 №48131
№03789 №15660 №25742 №37814 №48750
№04276 №15752 №26944 №38847 №48882
№04552 №16352 №27408 №39220 №49333
№04717 №16911 №28352 №39507 №49490
№05473 №17262 №28887 №40204 №49709
№06461 №18534 №29046 №40359 №50330
№06752 №19328 №30250 №40799 №51860
№07203 №21282 №30650 №41710 №52962
№07558 №22110 №31361 №41832 №53389
№08257 №22207 №31530 №42608 №53475
№08842 №22432 №32384 №43449 №53910
№09203 №22629 №33611 №44301 №54231
№09904 №22706 №33972 №45160 №54502
№11174 №22980 №34821 №45374 №55165
№11328 №23063 №35545 №45519 №55418

※なお、当選者には１万円分(1,000円×10枚）のビューティーチケットを
12月6日(月)発送致しました。

《チケット見本表面》 《裏面》

※当選者がご利用になった「ビューティーチケット」は今月のメール便に封入しました「ビュー
ティーチケット換金申込書のご案内」を確認の上、「チケット換金申込書」と合わせて令和4年
3月23日(当日消印有効)までに美容組合事務局までお送り下さるか直接お持ち込みください。

山 美 会 報

２０２１年１２月 第 426 号

( 1 )



１１月２日(火)下吉田コミュニティー

センター富楽時（ふらっと）におきまし

て山梨県美容組合主催のもと組合員対象

に衛生管理講習会が開催されました。

吉田支部 羽田副支部長の司会のもと

開会され、美容組合渡邉副理事長に挨拶

をいただいた後、富士東部保健所衛生課

技師 益田様、小林様より「美容所の

衛生管理」をテーマに基づき、感染症、

伝染病、消毒法についてプロジェクター

により講習を受けました。

質疑応答では、コロナ感染症対策の質

問もあり公衆衛生の意識も新たに、この

まま感染者の数値が下がりますよう願っ

ております。

また、出席できなかった方、ひとりで

も多くの組合員が衛生管理講習会に出席

され、お客様はじめ、ご自分の身を守る

意識が高まりますようご出席をお待ちし

ております。

受講されました先生皆様方、大変お疲

れさまでした。

吉田支部 支部長

仙洞田 偉親

令和３年度

美容組合富士五湖・吉田支部

合同 衛生管理講習会開催新型コロナウイルスの第5波は終息を迎
え経済は回り始めましたが、海外の状況を
見れば第6波の脅威は決して否定できるも
のではありません。
私たち美容師は油断せず、より一層衛生

管理に留意した営業を心がけましょう。

① 手指消毒にはアルコールを使用し、ジ
ェル状のものより霧状に噴射するものが
広い面積に行き渡り二重丸

② 空気清浄機や換気扇等を利用した空気
清浄方法も重要ですが、窓を開けての換
気がもっとも効果的です。冬場は寒いで
すが定期的な「窓を開けての換気」を心
がけましょう。

③ 万が一従業員やお客様に新型コロナウ
イルスの感染者が出てしまった場合に備
え、お客様の名前と連絡先(住所や電話
番号)を必ず控えましょう。
※濃厚接触者や感染経路の特定に必要不
可欠であり、感染拡大防止の絶対条件
であるので、上記がわからない場合は
やむを得ず店名公表もあるようです。

新型コロナウイルス対策は万全に

令和４年度事業として、組合と学校で連携して、令和５年３月卒業予定の美容学

生の求人募集を行います。

この事業は、卒業生が就職するにあたり、労働環境向上を推進している、社会保

険・厚生年金・労働保険に加入し、福利厚生が充実している美容所に求人を斡旋す

ることを目的としています。

求人を希望される美容所には、求人票を配布しますのでご連絡ください。

組合事務局 ＴＥＬ ０５５－２５３－５６６７

産学連携就職情報交換事業 美容専門学校卒業生の求人について

山 美 会 報

２０２１年１２月 第 426 号

( 2 )



厚 生 労 働 省 後 援

令和３年度 衛生管理講習会

笛吹・日下部支部 合同

日 時 令和4年1月31日(月）

開会：午前10時

会 場 夢ワーク山梨

山梨市上神内川1348

※令和3年度の支部(地区)別の講習会は最終

となります。他支部の方でも受講出来ます

ので美容組合事務局までお申込み下さい。

組合事務局 TEL055-253-5667

令和３年１１月１６日(火)都留市禾生地

域コミュニティーセンターにおいて衛生管

理講習会が開催されました。

渡邉副理事長の挨拶から始まり、富士・

東部保健所衛生課 益田裕司技師より「美

容所の衛生管理」をテーマに講習していた

だきました。

新型コロナウイルスにより改めて衛生管理

の大切さを実感しましたが、今回の講習を

受け、感染者が減少し緩和してきても油断

せず徹底した衛生管理に務めていただきた

いと思いました。

大月支部 支部長

石井 静代

令和３年度

美容組合大月・都留支部

合同 衛生管理講習会開催

令和３年１１月８日(月)午前１０時、身

延町中富総合会館にて組合員対象の衛生管

理講習会が開催されました。

事前に机・イスの消毒、検温などを行な

い、若林副支部長の司会のもと開会され、

支部長挨拶に続き、美容組合澤登副理事長

に挨拶をいただき衛生管理の重要性又組合

の重要性について説明を頂きました。

続いて峡南保健所衛生課 千須和真司主

査による「美容所における衛生管理」をテ

ーマにプロジェクターにより講習を受けま

した。

大勢の参加をいただき意義のある時間を

過ごさせていただきました。

身延支部 支部長

佐藤 明美

令和３年度

美容組合身延支部

衛生管理講習会開催

令和３年１１月８日(月)韮崎市市民交

流センターニコリにおいて、組合員対象

に衛生管理講習会を開催いたしました。

美容組合 橋本理事長に挨拶をいただ

いた後、中北保健福祉事務所 衛生課

河阪幸花技師による、美容所における衛

生管理を中心とした講習を受けました。

コロナ禍において至近距離での接客が

免れない美容室は、いつも以上に衛生管

理の徹底が求められています。

適切な消毒や衛生管理を行い感染リスク

を回避することが非常に重要となり、お

客様にも協力をお願いしていただきまし

て、感染しない、感染させない取り組み

を今まで以上に気を付けていかなければ

ならないと思いました。

受講者の先生方と有意義な時間を過ご

すことができました。

韮崎支部 支部長

奥田 守一

令和３年度

美容組合韮崎支部

衛生管理講習会開催
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学校近況報告

寒さが一段と寒くなり、1年の終わりを感じます。
美容学校では、行事が盛り沢山の長い2学期が終わろうとしています。感染症が落

ち着いてきていることもあり、先月初旬に1学年は県内施設に研修旅行へ行って参り
ました。元CAの方より、「おもてなし」の心を学び、感動エピソードを聞いて、将来
自分が働くイメージが出来たのではないかと思います。2学年も12月に2泊で研修旅行
に行って参ります。
また2月に行われる国家試験の第2実技課題はワインディングとなりました。本校か

らの受験者は専門課程・通信課程あわせて理容科7名、美容科77名の計84名です。全
員合格目指して、技術向上に努めていきたいと思います。
今年1年も組合の先生方には大変お世話になりました。感染症がまだ心配なことも

ありますが、是非良いお年をお迎えください。

令和３年度 学校イベント日程

令和４年2月 5日（土） ネイル＆カット体験
3月12日（土） ヘアアレンジ＆パーマ巻き体験
3月26日（土） カット体験

詳細は美容学校ホームページをご覧ください。

学生募集日程 理容科・美容科
専門課程
第２回一般入学 出願期間：令和4年１月11日（火）～2月10日（木）

試 験 日：令和4年２月19日（土）
合格発表：令和4年３月４日（金）

通信課程４月入学生
出願期間：令和３年１１月４日（木）～令和４年３月１８日（金）

※願書提出時に随時入学試験を行いますので、事前に電話
連絡の上、必ず本人が来校してください。

お申込み・お問い合わせは・・・メールinfo@yamabisen.net
℡055-252-8286
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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



山梨美容講師会は、全日本美容講師会山梨
県支部で山梨県の美容技術の向上を目指す美
容家集団です。

全日本美容講師会で発表されるトップマス
ターズモード勉強会及び発表会、支部講習会
への講師派遣、各種技術講習会等の活動を行
っています。

この度、山梨美容講師会の
一般会員の募集を行ないます

会員それぞれが美容技術のクオリティーを
上げるため、日々活動に励んでいます。
活動を通し、お互いの技術や人間性を高め、

時代のニーズに応えられる美容師を目指しま
せんか？

講師陣の熟練の技術を間近に捉えることが
でき、また、時には直接指導を受けることも
できるので、技術向上に役立つ存在として活
用してみませんか？

【年会費】 ５，０００円 ＊入会金無し
【一般会員特権】

✂下記の全日本美容講師会・山梨美容講師
会の行事に参加できます

＊TMモード全国技術研修会受講
＊TMモード全国発表会ステージ見学
＊山梨TMモード展示発表会
＊山梨TMモード技術講習会(ｶｯﾄ・帯結び)
＊一般会員講習会受講

カット講習会(5回ｺｰｽ 受講料10,000円)
着付講習会 (5回ｺｰｽ 受講料10,000円)

【お問合せ】

山梨県美容組合 TEL055-253-5667

山梨美容講師会

一般会員入会募集

山美会報１１月号に添付しましたご案内

状で受講される皆様に詳細をお知らせいた

します。

日 時 令和３年１２月２０日(月)

午前１０時～１５時終了予定

会 場 美容会館

会 費 会員無料・会員ｽﾀｯﾌ 2,000円

会員外3,000円

(当日受付にて集金いたします)

※コロナ禍の為見学のみはございません

昼食は自由、当日弁当注文有り(自費)

総括指導：戸田紬玖与

全日本美容講師会自装着付指導本部講師

講師：宮野由紀子・石川桂子

海野まゆみ・小俣正代

注文いただいたクルット帯板は当日お渡しします

【お問い合せ】

組合事務局 TEL055-253-5667

山梨着付認定美容師会
自装実技勉強会について

持参用具：着物(留袖・振袖・ゆかた以外)

帯(名古屋・袋帯各１本づつ）

帯じめ・帯あげ・肌襦袢・裾除け（繋が

っているものOK)・腰紐５本(予備含む)

だてじめ(１本)・衿芯(１本)・コーリンベ

ルト(１本)・帯枕(１個)・クリップ・手鏡

裁縫セット・たとう紙・草履

※長襦袢（自装のため長すぎない物）・二部式可

衣紋から力布(衣紋ぬき)がついている物または

背中心にコーリンベルトが通せる輪の布やゴム

が付いている物

※補整は日頃ご自分使用の物(わからない方は普

通タオル５枚)
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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

BE・ナショナルKK
TEL 055-273-6688



○節目祝金

甲府北 2件 20,000円

○死亡弔慰金

甲府北支部 1件 10,000円

小笠原支部 1件 10,000円

○長寿祝金

身延支部 1件 100,000円

甲府南支部 1件 100,000円

○子供誕生祝金

韮崎支部 1件 20,000円

○人間ドック補助金

甲府北支部 1件 9,610円

日下部支部 2件 20,000円

甲府南支部 1件 10,000円

小笠原支部 1件 10,000円

都留支部 1件 4,700円

年末年始休暇のお知らせ

【組合・学校事務局】

１２月２９日（水）～

１月 ４日（火）

【美容専門学校・３学期始業式】

１月 ７日（金）

組合健康診断のお知らせ

◇日時：令和４年３月１４日(月)

午前８時３０分～

◇会場：山梨県美容専門学校

※山美会報１、２月号に受診申込書を掲載します

組合員の皆様の知人・友人で、組合
にまだ加入されていない方をご紹介い
ただき、その方が組合に正式に加入さ
れた場合、ご紹介者様にキャッシュバ
ック5,000円をさせていただきます。

新規オープン店の情報などもお待ち
しております!!

無料トライアルキャンペーン
実 施 中 !!

＊キャンペーン期間に登録いただい
た月から１年（12ヶ月）

[キャンペーン期間]
2021年6月1日～2022年5月31日

✂詳しくは、美容組合事務局まで･･･
℡ 055-253-5667

e-mail info@biyou-yamanashi.net

山梨県美容組合
ホームページ

新規加入組合員

紹介キャンペーン

組合交流会のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、例年開催を予定している県組合新年

祝賀互例会は、情報交換を兼ねた組合交

流会として開催させていただきます。

日 時 令和 4 年 1 月 17 日(月)

開会：午後 12 時 30 分～

会 場 アピオ甲府

会 費 10，000 円

※当日は、人数を制限し、受付にて検温

消毒とワクチン接種証明の確認をさせ

ていただきます。(未接種の方には無料

で抗原検査キットの用意があります)

※感染拡大状況により、内容が変更にな

る場合があります。

問合せ・組合事務局 ℡055-253-5667

ご紹介者様に

5,000円 ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

山 美 会 報

２０２１年１２月 第 426 号

総 合 福 祉 共 済

( 7 )

慶 弔 関 係


