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山梨県美容業生活衛生同業組合

理 事 長 橋 本 光 隆

このたび第３４回通常総代会において、山梨県美容業生活衛生同業組合理事長に就任

させていただきました。

コロナ感染状況も少し落ち着きが感じられ、感染拡大に配慮しながら現在は経済を回

復させる様々な行事が開催されております。

山梨県美容組合もコロナ感染拡大に注意をしながら、今年度は通常通りの事業を開催

する予定でおりますのでご協力をお願いいたします。

さて、現在美容組合は大きな曲がり角に差し掛かっていると思います。

これらの問題に対処するには、組合への加入促進を図り組織拡大が必要と考えます。

組合加入促進への対策としては、安心・安全・清潔な美容室のアピール、トップマス

ターズモード講習会により美容技術向上を伝え、ビューティーフェス(美容まつり)では、

美容学校と共催し組合員と美容学生による技術サービス等、組合行事を通して美容組合

を周知し組合加入店への来客誘致事業を行ない、未加入店との差別化を図り加入促進に

繋げて参ります。又、未来構想委員会を通じて若手の人材育成、ＨＰ、ＳＮＳにより情

報発信をし若手経営者に組合へ関心を持っていただけるよう取り組んでまいります。

組織拡大により、行政にものの言える団体になり美容師免許を守り、業務独占を守り、

業権確保に努めてまいります。

組合員の皆様には、組合事業に参加して頂き、組合事業をより理解していただけます

ようお願いいたします。

各支部での役員会が開催されるようでしたら、伺わせていただき皆様のご意見をお聞

きしたいと思っております。皆様のご協力をいただきながら組合活性化と、組合員の皆

様に寄り添う、組合員で良かったと思える組合を目指してまいりますのでよろしくお願

いいたします。

第45回通常総会・第34回通常総代会挨拶

【新任理事の皆様】 （敬称略）

橋本 光隆（甲府北） 山下 初江（甲府中央） 野村 文広（甲府南）

田川 勲 （ 〃 ） 荻野 直樹（ 〃 ） 廣瀬 富代（ 〃 ）

奥田 守一（韮 崎） 澤登れい子（小笠原） 深澤 明子（ 〃 ）

佐藤 明美（身 延） 名取 洋子（笛 吹） 望月 福子（日下部）

伊藤 恵子（大 月） 渡邉 拓也（都 留） 仙洞田偉親（吉 田）

渡辺かつ子(富士五湖)

【新任監事】 佐野 淳一（笛 吹）石井 静代（大 月）

【新任支部長の皆様】

松木 朝一（甲府北） 山下 初江（甲府中央） 三宮 等 （甲府南）

奥田 守一（韮 崎） 石川 桂子（小笠原） 佐藤 明美（身 延）

古屋 純 （笛 吹） 望月 福子（日下部） 伊藤 恵子（大 月）

天野 恭子（都 留） 羽田 修 （吉 田） 志村 鶴代（富士五湖）

海野まゆみ（山梨講師会副会長）
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令和４年６月２７日（月）午後１時より美容会

館において、令和４年度役員研修会が開催された。

開会に先立ち、業者のプレゼンテーションが行

なわれた。

三恵製薬（株）・（株）光文堂・イオンクレジッ

トサービス（株）

【議 案】

１．山形校長より山梨県美容専門学校の学校運営

について報告

２．常任理事並びに監事の承認に関する件

理事長より定款４１条に基づき常任理事に笛吹支部 名取洋子氏、甲府中央支部 荻野

直樹氏、韮崎支部 奥田守一氏、監事に笛吹支部 佐野淳一氏、大月支部 石井静代氏

が指名され異議なく承認され、続いて各支部支部長より理事・支部役員が紹介された。

３．慶弔の承認について

理事長より慶弔規則及び慶弔互助会規則の改正案について説明がなせれ、議場に諮り

承認された。（詳細は４Ｐ記載)

４．組合の成り立ち、必要性について

理事長より美容師法設立までの沿革、組合の成り立ち、必要性、訪問美容の実施主体

に関する問題について説明があり、休憩を挟み各担当副理事長より事業別の説明が行

われた。

◎総務関係事業（渡邉副理事長）

1.ビューティーフェス２０２２について（9月19日開催予定）

2.未来構想委員会について

3.新年互例会について（令和5年1月16日(月)会場：アピオ予定）

◎教育関係事業（澤登副理事長）

1.美容技術選手権大会について（7月11日開催予定）

2.TMﾓｰﾄﾞ展示講習会及び支部実技講習会（国中地区：9月5日(月)東部富士地区：未定）

3.全国大会選手への選手派遣（11月8日：群馬県高崎アリーナ）

4.全国大会応援ツアーについて（渡邉副理事長）

◎事務局関係・福利厚生事業（担当役員及び事務局）

・組合員及び従業員表彰について ・労働保険、職業能力開発校について

・山美会報及びメール便封入について ・BAやまなしHPについて ・IDカードについて

・無料職業紹介事業について ・標準営業約款について ・組合健康診断について

・組合加入無料トライアルキャンペーンについて(令和4年6月～令和5年5月）

・訪問美容について ・SDGｓカラーチューブ回収について

・LINEビジネスQRについて ・組合から各支部への連絡方法について

・会計業務について ・各種申請書類について・特別会員制度について・慶弔について

・総合福祉共済制度について ・賠償保険について ・融資制度について

以上、各担当より説明がなされ午後３時４０分終了した。

令和４年度 理事・支部役員研修会開催
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◆当日の内容は
組合員と美容学生による各種出店

組合員と一般の方によるフリーマーケット

「復活」大抽選会 ハズレなし 1000本

山梨美容講師会によるヘア・着付ショー

山梨美容学生の美容体験コーナー

お子様も楽しめる 子供ひろば

✏第２回 組合キャラクターデザインコンテスト 投票をお願いします

※来月のメール便に告知ポスターとチラシを封入します

◆フェスの翌日からは
ビューティーチケットプレゼントキャンペーンを開催します！！

キャンペーン期間 ９月20日から11月20日

当選本数 10,000円分(1,000×10枚) 50本

5,000円分(1,000×5枚) 150本

※９月のメール便にキャンペーン応募用紙と、告知ポスターを封入します

✂各種出店者・フリーマーケット参加者募集中！！

同封の申込書でお申込みください

ビューティーフェス 2022 開催

今年もビューティーフェス2022がパワーアップして帰ってきます

第２回 組合キャラクターデザインコンテスト絶賛募集中

詳しくは組合ホームページへ Go

２０２２年９月１９日(月)AM10:00～PM3：00

会場：山梨県美容専門学校(美容会館)

入 場 無 料 !!
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組合員慶弔互助会費
申 請 に つ い て

第24回 全美連 作文コンテスト募集

募集テーマ 「絆」

入賞賞金

最優秀賞１名・・・厚生労働大臣賞

賞金10万円

優秀賞 ２名・・・賞金５万円

入選 若干名･･･賞金２万円(商品券)

※最優秀賞・優秀賞の方は、全国大会への

ご招待（旅費・宿泊費実費支給）

応募資格 組合員、またはその従業員

（従業員は美容師に限る・年齢不問）

※１人でも多くの方にご応募していただき

たいため、昨年度の最優秀賞、優秀賞

の方のご応募はご遠慮下さい

原稿枚数 ４００字詰め原稿用紙４枚より

７枚まで（ﾊﾟｿｺﾝ、ﾜｰﾌﾟﾛの場合は1600字

より2800字までです。書式設定は問いま

せん）

提出作文の著作権

全日本美容業生活衛生同業組合連合会

※最優秀作品・優秀作品は「ＺＥＮＢＩ」

誌上で発表いたします

応募先 〒151-0053 東京都渋谷区

代々木1-56-4美容会館７階

全美連・作文コンテスト係へ直送

作文には「郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、年齢、

性別、電話番号、美容室名、組合員・従業員の別｣を

明記

＊ご記入いただいた個人情報については、作文コ

ンテストの結果通知に使用し、作品提出者の同意を

頂かずに第三者に対して提供はいたしません。な

お、作文は返却いたしません。

応募〆切 令和4年8月16日（火）消印有効

(お問い合せ)全美連・作文コンテスト係

TEL ０３－３３７９－２０６４

🖊 支部長印が不要になりました！

🖊 申請書提出は郵送又はFAX（組合あて）

従来通り支部長経由でも可

🖊 申請金額の受取は銀行振込が可能になり

ました(振込手数料は組合負担）

提出期限は事由発生から１年以内です

慶弔互助会規則「死亡弔慰金」3.4.が

令和4年6月27日より改正されました

死亡弔慰金
１．組合員 ３０，０００円

２．配偶者 ２０，０００円

３．組合員の親族(父母及び子)が死亡した

場合 １０，０００円

４．組合員の配偶者の親族(父母)が死亡し

た場合 ５，０００円

見舞金
５．病気その他により入院５日以上

１０，０００円

６．災害:被害状況が100%５０，０００円

７．災害:被害状況が50% ３０，０００円

祝い金
８．結婚祝金 １０，０００円

９．出産祝金(第１子) １０，０００円

10．出産祝金(第２子以降) ５，０００円

11．銀婚式 １０，０００円

12．金婚式 ３０，０００円

節目祝金
13．60歳(還暦)、65歳、70歳(古希)

１０，０００円

14．75歳から５年毎 ２０，０００円

添付書類：戸籍謄(抄)本・診断書(領収書)

運転免許証・保険証等

＊全て写し可

※尚、申請は自己申告によるものです。

申請書同封!!

組合員慶弔互助会費申請書は
組合ＨＰよりダウンロードできます
http://www.biyou-yamanashi.net/
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学校近況報告

梅雨明け十日の晴天が続いています。組合員の皆様にはご健勝にてご活躍のことと
お喜び申し上げます。

1年生が入学してから３ヶ月が経ち、１年生にとっては初めての学科期末試験、実
技ワインディング試験が行われました。初めての試験にしっかりと準備して緊張感を
もって臨み、良い結果を出せていました。２年生は学科期末試験と実技ワインディン
グ試験、実技カット試験を行いました。また、７月11日（月）には第36回山梨県美容
技術選手権大会が行われます。2年生においては全員、1年生は希望者のみ参加予定で
す。3年ぶりに通常開催となったこの大会において練習の成果を存分に発揮してほし
いと思います。

さらに、7月22日（金）には第14回全国理美容甲子園-関東地区大会が千葉県ポート
アリーナで開催されます。こちらの大会も去年は無観客、一昨年は中止となった大会
が無事開催できることを嬉しく思います。本校からも山梨県の代表として24名が出場
します。種目は美容ワインディング、カット、アップスタイル、ネイルアート、まつ
毛エクステンション、理容ワインディング、理容ミディアムカットに出場予定です。
全国大会への切符をかけて争います。一人でも多くの学生が入賞し、全国大会に行け
るよう指導に力を入れております。

通信科では今年度卒業見込みの学生が8月に国家試験ワインディング、オールウェ
ーブセッティングが行われます。合格に向けて毎週練習に励んでおります。また、10
月入学生を9月17日（土）まで入学願書を受け付けておりますので、早めのお手続き
をお願い申し上げます。

令和４年度 学校イベント日程
学校見学会
7月23日（土）13：15～ 保護者・高校生説明会
8月 5日（金）10：00～ ドレスショー
8月20日（土）13：15～ ブリーチ体験→
8月27日（土）13：15～ →カラー体験
体験入学 7月9日（土） 12：15～受付

学生募集日程 美容科・理容科
●専門課程

推薦入学 出願期間：令和4年 9月 1日（木）～10月22日（土）
試 験 日：令和4年10月29日（土）

一般入学試験 出願期間：令和4年11月 4日（金）～11月19日（土）
試 験 日：令和4年11月26日（土）

●通信課程 出願期間：令和4年 9月17日（土）まで
※通信課程は願書提出時に随時面接等の試験を行いますので、事前に
電話連絡の上、必ず入学生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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山梨県美容専門学校



暑中お見舞い申し上げます。この度

「KIMONO 語 ・思いと学び」をテーマに、
がたり

当会歴代会長２名による講習会を開催しま

す。多数の皆様のご参加をお願い申し上げ

ます。

日 時 令和４年８月１日(月)

午前１０時～（正午終了予定）

会 場 美容会館

会 費 会員無料

会員ｽﾀｯﾌ 1,000円･会員外2,000円

第１部「着物の引き出しあれこれ」

講師： 雨宮諒子先生

全日本美容講師会最高師範

卓越した技能者やまなしの名工

雨宮諒子着付教室（美和会会長)

第２部「きもの学・着物の種類・装飾品

とTPOについて」その他

講師： 中野豊子先生

全日本美容講師会最高師範

卓越した技能者やまなしの名工

日本着付学術会 幹事

※次回予告 令和4年11月14日(月)

講習会予定（詳細は後日掲載）

【お問い合せ】

組合事務局 TEL055-253-5667

山梨着付認定美容師会
講習会のご案内

盛夏の候、よろしかったら「ゆかた」等、

お袖を通してお越しくださいませ！

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!!

令和４年度も
無料トライアルキャンペーンを

実施します！！

＊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]
2022年6月1日～2023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

※「組合加入無料トライアルキャンペ
ーン」同封チラシをご覧ください

※新規加入者で総合福祉に加入された
場合初年度特典あり(チラシ同封)

新規加入組合員

紹介キャンペーン

ご紹介者様に

5,000円 ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ
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岡部真美 Ｉｍａｍ 日下部

○節目祝金

甲府北支部 1件 10,000円

甲府南支部 1件 10,000円

○銀婚祝金

都留支部 1件 10,000円

○金婚祝金

大月支部 1件 30,000円

○入院見舞金

甲府南支部 1件 10,000円

都留支部 2件 20,000円

直轄支部 1件 10,000円

○死亡弔慰金

甲府北支部 1件 5,000円

甲府南支部 2件 30,000円

都留支部 1件 10,000円

富士五湖支部 1件 10,000円

○入院見舞金

甲府北支部 1件 20,000円

甲府南支部 1件 20,000円

都留支部 2件 40,000円

○人間ドック補助金

小笠原支部 1件 7,500円

身延支部 2件 20,000円

甲府南支部 2件 20,000円

富士五湖支部 1件 10,000円

甲府北支部 2件 20,000円

第36回

山梨県美容技術選手権大会

日時：令和４年７月１１日(月)

午前１０時００分開会

会場：美容会館(美容専門学校)

◇開会式 10：00

◇競技開始 10：30

◇閉会式 14：20

※入場無料！是非ご来場下さい

駐車場は、緑が丘スポーツ公園体育館

駐車場をご利用下さい。

【お問い合わせ】

組合事務局 TEL 055-253-5667

第2回
組合キャラクターデザインコンテスト

参加作品を募集します

賞 金：グランプリ\30,000

本採用作品にはさらに\50,000

テーマ：かっこいい または かわいい

美容師をイメージできるキャラクター

募集締切 令和4年8月19日(金)必着

発 表 令和4年9月19日(月)

＊ビューティーフェス2022会場

令和4年9月20日(火)組合HP上

詳しくは、

組合ＨＰ及び

今月同封の

募集チラシを

ご覧ください

ーお問合せー

ー 応募先 ー

美容組合

事務局まで

メール又は

郵送にて
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慶 弔 関 係

新 規 加 入 店


