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事業案内

着付教室　
　　　　　９月１４日、９月２８日、１０月５日、１０月１９日、１０月２６日
　　　　いずれも月曜　　５回コース　　組合会館
京都日本髪結髪保存会　講習会　
　　　　１０月より再開予定
衛生管理講習会・経営講座　
　　　　１０月１２日（月）　京都ガーデンパレス
管理美容師資格認定講習会　
　　　　１１月２日・９日・２３日　京都テルサ
成人式対応着付講習会
　　　　１１月１６日、１２月７日、１２月１４日いずれも月曜
　　　　３回コース組合会館

中京支部　　駒井洋昭　　　　Eye beauty Seala（支店）　北支部　　　髙橋和美　　　　リリカル

宇治支部　　安田尭弘　　　　atlier pepin　　　　　　　右京支部　　宇野利彦　　　　Marry’s　西院

美容組合新規加盟店
（敬称略） 組合活用をしてより良いサロン経営を行なって下さい！！

訃報

右京支部　みはる美容室　桧田　操様

　慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

美容業における
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
京都美容組合ホームページにて公開しております。

本部の新型コロナウイルス感染症への対応は以下のとおりです。

1.4 月分・5月分の組合費の免除

2. マスクの配布

3. 消毒剤の配布

お願い

支部の新型コロナウイルス感染症への対応は支部により異なります。ご理解を賜りますよう宜しくお願いいた

します。組合本部運営についてご意見、ご質問がございましたら、ご記名の上、ＦＡＸなどでお願い致します。

ＦＡＸ番号０７５－８１１－１９３０
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０年４月吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１回理事会議事録
議題
1、２０２０年度 中止の事業報告（着付講習会、着付デモンストレーション、社内検定 , 管理美容師資格認定講習会）
　　を行ったところ、賛成多数により承認された。
2、２０２０年総代会について
　　　1.　２０１９年度 事業報告、決算報告（剰余金処分案を含む）について賛成多数により承認された。　　　　　　　　　　
　　　2.　２０２０年度　事業計画案、収支計画案についても賛成多数により承認された。
　　　3.　総代会担当役員については（資料３）の通りで確認いただいた。
3、　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、総会・総代会は書面での決議とさせていただくこと、理事長以下
　　執行部（副理事長・常務理事）の選任については総代会承認後、第 2回理事会（書面）において即時、決議さ
　　せていただくことが確認、了承された。
4、　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、選手権大会京都府予選、着付デモンストレーション、着付講習会
　　着付師社内検定、管理美容師資格認定講習会（延期）、　厚生部日帰りツアー、日本髪前期講習会　（４月～９
　　月）は中止、近畿ブロック美容研修会（奈良県開催）、ＴＭ発表会（9月開催）、全国大会（10 月開催）につい
　　ても中止の案内があったことを確認いただいた。
5、　当面の会議予定
　　第 2回理事会を書面で行なうことを確認いただいた。
6、　新型コロナウイルス感染症に関し除菌スプレー（95ml・売価 1500 円）を仕入れ、支部を通して全組合員店舗
　　にお配りする予定であること、ウイルス濾過率９６％のレギュラーサイズマスクを組合加入店舗に２枚ずつ個
　　別にお配りする予定であること（入荷しだい）を確認いただいた。
７、当組合の運営は組合費だけでは足らず、事業収入により補填して成り立っており、コロナ感染拡大防止のため、
　　前半期の事業が全て中止せざるを得ない状態があり、いつ収束するのか見通しが立たず、この状態が長期に続
　　く場合は借入をおこすことがあるとの事案に了承を得た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 4月 30 日
常務理事・理事・支部長 各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府美容業生活衛生同業組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長奥田英一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急理事会議事録
新型コロナウイルス感染症拡大に対応する当組合の方針について下記の内容を理事会に提案致しましたところ、賛
成多数により可決成立しましたので、お知らせ致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決定事項
1.　組合本部費 4月分・5月分の 2ヶ月分を免除（無料）とする。
2.　5 月中旬以降に入荷予定のマスクを各組合店舗様へ 2枚配布する。
3.　アルコール消毒液を入荷しだい組合店舗様へ配布する。
なお、支部費その他の支部対応については、各支部の支部役員会等で決定してお取り組下さいますよう、宜しくお
願いいたします。
※　取り急ぎ、組合員様全員に決定事項を封書にてお知らせ致しました。

支部便り 第 1回理事会

　　　向陽支部だより
向陽支部では新型コロナウィルス感
染防止の取組みとしまして、お客様
に美容組合加入サロンでは感染防止
に徹底した衛生管理を行なっている
ことをアピールし安心してサロンに
来ていただけるようにポスターをを
作り、各サロン店頭に貼って頂いて
おります。
各サロン様からも大変喜びの声を頂
いており、他の支部におかれまして
も製作のご希望がございましたらご
連絡いただけたらと思います。
緊急事態宣言解除後も引き続き安心
・安全なサロン運営を行なって頂き、
厳しいサロン経営をのりきって頂き
たいと思います。
連絡先　　向陽支部長　加藤
ＴＥＬ075-956-2030



発行責任者　【理事長】　　 奥田 英一　　編集責任者　加藤 孝通  　編集委員　海東 邦夫　福永 茂樹   京・中京区御池通猪熊西入俵屋町 185      【TEL】811-0211   【FAX】811-1930        http://kyo-biyou.or.jp/

VOL.73    2020   6.20VOL.73    2020   6.20

発行

Kyoto Beauty Shop Owners AssociationKyoto Beauty Shop Owners Association 【５】【２】

2020年度オープンキャンパス開催中�
　入学に関することはお気軽にご相談ください。

こんな時だからこそ�
                 今こそ美容業界の底力�
                                      見せつけましょう�� 〒602-8155

京都市上京区千本丸太町
　　　　下ル二筋目東入ル
Tel�075-841-0741

美容業界を目指している方がいましたら、是非ご案内ください♪

2020 年総会・総代会 総代会次第

２０２０年 書面総代会次第 

一、議案審議 

  第１号議案   ２０１９年度 事業報告承認の件 

  第２号議案   ２０１９年度 収支決算報告承認の件 

  第３号議案   ２０１９年度 決算剰余金処分案承認の件 

  第４号議案   ２０１９年度 会計監査報告承認の件 

  第５号議案   ２０２０年度 事業計画案承認の件 

  第６号議案   ２０２０年度 収支予算案承認の件 

  第７号議案    ２０２０年度 組合費賦課額並びに組合費徴収方法の決定の件 

第８号議案   労働保険事務組合解散承認の件 

第９号議案   理事候補並びに監事候補承認について 

第１０号議案  就任理事推薦による員外理事候補承認について 

  第１１号議案   その他 

 

※ 上記の予定でお集まりいただくことになっておりましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、書面での総代会とさせていただきました。 

 

2020 年総会・総代会
2020 年　京都府美容業生活衛生同業組合　通常総会・総代会は 5月 28 日（月）の日付で新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、書面総会を開催いたしました。総会は書面出席 490 名により組合員総数 737 名の過半数に達し
ていることにより、総会は成立、第 1号議案　総代候補の承認が賛成多数により可決成立しました。
同じく総代会についても書面総代会を開催し、書面出席 77 名、総代総数 91 名の過半数に達していることから総代
会は成立、第 1号議案から第 10 号議案について全ての議案が可決成立し、新執行部が発足いたしました。

                                                                            理事長就任のご挨拶　　　奥田英一
2020 年書面総代会と付随書面理事会において、組合理事長４期目の就任を仰せつかり、身の引き
締まる思いでございます。新役員の方々、理事、支部長様と共に手を携え、組合運営に当たりた
いと考えております。特に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により美
容業界を取り巻く環境はかつて経験したことのない状況に直面いたしております。
この先の経済の不透明感は否めません。
　当面の課題に対処するため、連合会、京都府、京都市、指導センターなどと連携しながら、組
合員の皆様にお役立ていただける情報の発信に努めてまいる所存でございます。　４期目を迎えるにあたり、心新た
に組合運営に取り組み、和をもって事を成し、信頼ある組合として事業運営を図ってまいります。皆様のご理解、ご
協力を賜りますよう、宜しくお願いいたします。

理事長
奥田英一

２０２０年度～２０２１年度　　執行部一覧
理事長　　　奥田英一
副理事長　　原口潔治　・　粟津暢彦
総務部長　　加藤孝通　・　会計部長　　宜本一之　・　教育部長　　塚越徹也　・　広報部長　　谷口直彦
厚生部長　　小倉　勉　・　事業部長　　向井　章　・　管理部長　　南舎智樹

上京 監事
小柳寿美枝

福知山 監事
田中まゆみ

副理事長
原口潔治

常務理事
向井　章

常務理事
塚越徹也

常務理事
加藤孝通

副理事長
粟津暢彦

右京理事
山本哲夫

常務理事
小倉　勉

常務理事
宜本一之

支部推薦理事　　１３名　　全区域推薦理事　　８名　　　監事　　２名

北 理事
大森三枝子

中京理事
石村雅彦

中京 理事
二上吉廣

下京 理事
髙橋誠二

南 理事
村上明秀

伏見 理事
山口眞澄

宇治 理事
柳田勝弘

向陽 理事
福永茂輝

常務理事
南舎智樹

福知山支部長
駒澤浩美

東山 支部長
尾﨑由加利

西京理事
廣瀬雅之

綴喜 支部長
越村恭子

船井 支部長
才村和代

綾部 支部長
谷口美規代

宮津 理事
増田　猛

常務理事
谷口直彦

左京 支部長
高木正文
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2020 教育・技術委員 総代名簿

教育委員
東山 南　登美子　　ミナミ美容室　　　山科　　田熊　文子　　フミ美容室　　東山　　山中恵美子　　山中美容室

向陽 作田　幸子　　サロンド・ユキ　　向陽　　西原　弘幸　　美容室にしはら

ヘア技術委員
上京 小柳寿美枝 SUMI 美容室
上京 西村　憲二 フレンド
中京 石村　雅彦 ミューズ
山科 塚越　徹也 ヘアクリエーションミーク
南 小西　博之 ヘアーメイク　コニシ
西京 河淵美恵子 美根美容室
伏見 畑中　英隆 エムロード美容室
宇治 若林　由佳 わかはやし美容室
宇治 松原　真輝 カトレア美容室
相楽 宜本　一之 パズーアピエ
向陽 寺尾　康司 spark kei
向陽 加藤　孝通 and more contents
向陽 福永　茂輝 corich hair design
福知山 川上　良彦　 ビューティサロン FUJI
丹後 谷口　直彦 おしゃれサロンエミー

ヘア準技術委員
向陽 小林美貴 美容室にしはら
向陽 芝田優馬 美容室にしはら
向陽 倉地雄介 美容室にしはら
向陽 森　　蘭 美容室にしはら

着付技術委員
北　 大森三枝子 らぶ美容室
北 佐々木志奈子 サロンアスパイア トゥ
上京 北垣則子 ヘア＆メイク　パリ
左京 山口直子 petite fleur しんみち
中京 木村藤生 works hair produce
山科 加山信子 にしの美容室
山科 村田博子 ムラタ美容室
山科 塚越瑞貴 ヘアクリエーションミーク
南 小西由里子 ヘアーメイク　コニシ
伏見 藤居百子 ＭＯＭＯ美容室
宇治 鈴木婦美江 ドルチェ美容室
向陽 岩﨑左内衣 シャーロン美容室
向陽 服部綾乃 シャーロン美容室
向陽 作田和子 サロンド・ユキ
綾部 谷口美規代 サロン・ド・ミキ

着付準技術委員
直接 大江幸子 アルモニー美容室
向陽 田保涼子 サロンド・ユキ

メイク技術委員
向陽 岩﨑央祠 シャーロン美容室

支部名 　　店名　　　　　　　　　　　総代候補名

北 　　Hair make LAN 　　　森島寬士
 　　あけみ美容室 　　　岩崎あけみ
（５名） 　　ビューティサロン KEI　  　　酒谷恵子
 　　あや美容室 　　　　　　　栗村佳史
 　　Re:（アールイー） 　　　伊藤悠真
上京 　　とれんど美容室 　　　桂　　浩一
 　　パリー美容室 　　　小出一郎
（6名） 　　章　美容室 　　　　　　　山本ツタエ
 　　ヘア＆メイク　パリ　　　　北垣則子
 　　徳永美容室 　　　　　　　徳永和子
 　　アオタニ 　　　　　　　北山直之
左京 　　シャボン美容室 　　　茶園哲伊
 　　アカデミー美容室　　　　　笠原聖代
（4名） 　　ビアバグッダ 　　　岡部静治
 　　Marry First 　　　　　　　中嶋かをる
中京 　　Be.hair galley 　　　　　　　村岡勇作
 　　Luglip 　　　　　　　山森洋佑
 　　おしゃれ倶楽部髪切虫　　　三間　亨
（１０名）　　ワークス　　　　　　　　　木村陽之
 　　ビーワンサロンそとかわ　　外川弘文
 　　ViVi 　　　　　　　　　　　藤村敦子
 　　バンタン 　　　　　　　古久保幸治
 　　ビルク　　　　　　　　　　橋本真奈美
 　　LITTLE BIT 　　　　　　　小谷佳之
 　　三ッ星美容室 　　　中村圭子
東山 　　キミ美容室 　　　　　　　石村　馨
 　　ミナミ美容室 　　　南登美子
（３名） 　　山中美容室 　　　　　　　山中惠美子
山科 　　にしの美容室 　　　加山信子
 　　ﾍｱ＆ﾒｲｸ　アラモード　　　  上原孝司
（５名） 　　ビューティ　オカムラ　　　岡村　猛
 　　ビューティサロンテルコ　　中島照子
 　　ヘア＆メイクセラフ 　　　姓農裕美
下京 　　照井美容室 　　　　　　　照井ミツ子
 　　レイコビューティルーム　　日比野礼子
（6名） 　　ミキ美容室 　　　　　　　山内美喜恵
 　　サムソン＆デリラマハロ　　松村つくみ
 　　ヘアー＆メイクたか 　　　田辺孝子
 　　シマバラ美容室 　　　杉本智恵子
南 　　森永美容室 　　　　　　　八木昭子
（3名） 　　ヘアメイク　コニシ 　　　小西博之
 　　東栄美容室 　　　　　　　丸山順子
右京 　　サロン・ド巴里 　　　松永康敬
 　　hair stars 　　　　　　　小林博則
 　　ヘア＆メイクエモーション　西野憲輔
（5名） 　　salon de Jun 　　　　　　　渡辺昌義
 　　ビューティサロンmiya　　  渡辺美也子

支部名 　　店名 　　　　　総代候補名

西京 　　さち美容室 　　　　　塚本孝幸
 　　HAIR LINKS 　　　　　村田啓輔
（４名） 　　じゅりえん美容室 　西村喜美枝
 　　ＣＬＡＰ　hair design 　伊藤勝也
伏見 　　カットハウス　サム 　山手　修
　 　　アンリーヴ 　　　　　多田和巧
 　　ミロ美容室 　　　　　上田剛士
 　　ピュアモードカヨ 　中川華代
 　　うつみ美容室 　内海博之
（９名） 　　ラフォーレ 　　　　　森　祥一
 　　サロンドボブ 　岸本博一
 　　ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ髪ＹＯＵ 　酒井英行
　 　　ムスタファ 　　　　　山口ゆかり
宇治 　　FRISETTE 　　　　　長谷山雅一
 　　さくら美容室 　松本由美
 　　ラ・クープ　ガルボ 　谷本淳一
（7名） 　　わかはやし美容室 　若林富子
　 　　Cool eg 　　　　　那須秀行
 　　ｶｯﾄﾊｳｽウォーム 　山本耕平
 　　カトレア 　　　　　松原真輝
相楽 　　いづみ 　　　　　辻本京子
（2名） 　　まり 　　　　　田村眞理子
綴喜 　　patio 　　　　　竹島純子
（3名） 　　フミトータルﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ  越村恭子
 　　ETERNAL　rush　　　　笹田栄邦
向陽 　　アトリエHiro 　島田よし子
 　　あおば美容室 　岡本英寿
（５名） 　　美容室ステラ 　三木由美
 　　邦美容室 　　　　　中村邦子
 　　Bloom  hair 　　　　　山田浩司
亀岡 　　あとりえ ROSE 　竹田弘美
 　　おくむら美容室 　奥村ウユキ
（3名） 　　ルーモ・エスト 　小林泰之
船井　　　　くろまめ村の
　　　　　　　　　パーマ屋さん 　才村和代
(1 名）
綾部 　　サロンドミキ 　谷口美規代
（3名） 　　杉の子美容室 　杉森ふさ子
 　　nord hair 　　　　　谷口圭祐
福知山 　　ﾋﾞｭｰﾃｨﾙｰﾑ コマザワ 　駒澤浩美
（2名） 　　りぼん美容室 　芦田淳子
宮津 　　REED 美容室 　　　　　吉田さよ
 　　美容室ぴあ 　　　　　矢野美千代
（３名） 　　ベル美容室 　　　　　中村賢子
丹後 　　PLUS+ 　　　　　嶋﨑純一
（2名） 　　ARY　　　　　　　　　田邊知広


