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きもの　着付け教室　上級受講者募集！
上級は 8回コースや前期・後期の区分ではなく、単発（1回だけでもOK）
でも受講できます。ご希望の日だけの受講や見学も受け付けていますので
お申込ください。
前期　　８月　１日（月）　第１回

　　　　８月２２日  （月）　第 2回

　　　１０月　３日  （月）　第 3回

　　　１１月　７日  （月）　第 4回

会　場　組合会館　

　　　　中京区御池通猪熊西入俵屋町 185

時　間　午後 2時～

受講料　１回のみの実習講習料　4,500 円

　　　　　　　〃　　　見学料　3,000 円

経営講座　

受　付：11 時～受付後ランチ
講　演：13 時～ 14 時 30 分
演　題：ことばの財布をお持ちですか
受講料：２，５００円（ランチ付）

武部　宏講師のもと心に響く
コミュニケーション “力” を
勉強しませんか？　
お申込は各支部よりチケット
をお買い求め下さい。

訪問美容研修会

超高齢化社会に突入した現在、美容界においても『待ち』の
仕事だけではなく、施設やお宅を訪問して、美容のお仕事を
させていただくことも増えてまいりました。
この訪問美容研修会で、安全に施術を行える美容師をめざし
て、ぜひ、ご参加下さいますようご案内いたします。

日　時：2016 年 9月 12 日（月）
会　場：京都ガーデンパレスホテル　葵の間　上京区烏丸通下長者町上ル　075ｰ411ｰ0111　
　　　　地下鉄烏丸線丸太町駅下車　2番出口より徒歩 8分　　　

受　付：14 時 45 分～
研修会：15 時～ 16 時 30 分
講　師：谷口直彦氏　
　　　　組合技術委員・ハートフル美容師
受講料：１，５００円

皆様の趣味、特技等（俳句・短歌・写真・イラスト等）
マガジンに掲載させて頂きますので、美容組合事務所に
気軽に投稿して下さい。

新企画
　募集！ 読者参加型企画を始動！

※掲載・不掲載については、発行責任者と
マガジン編集部員で決定します。

一例）

１０月発刊のマガジンの表紙の写真を募集！

◎投稿基準
期日　：9月 10 日まで
サイズ：解像度の大きい方が
向き　：縦
テーマ：秋らしい景観と
　　　　秋の装いの人物

9 月 10 日までに投稿ください
詳しくは組合事務所まで
よろしくお願い致します。

京都の最低賃金　
７８９円→８０７円
平成２８年１０月か
ら実施です。

講習会・研修会のご案内

後期　１１月２８日（月）　第５回

　　　　１月３０日（月）　第６回

　　　　２月２０日（月）　第７回

　　　　３月　６日  （月）　第８回

kyobi@pearl.ocn.ne.jp

1Ｐ理事会議事録

2Ｐ役員名簿

3Ｐ京都府予選

4Ｐ京都府予選

5Ｐ支部便り

6Ｐ新規組合員

7Ｐ講習会の案内
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第 14 回　京美祭のご案内
～ The 14th Hair-Dressing Awards ～

【日時】　平成 28 年 10 月 8日 ( 土 )
【場所】    京都市右京ふれあい文化会館

京都府京都市 右京区太秦安井西裏町 11-6
TEL：075-822-3349

学生によるヘアメイクショーや歌・ダンスのパフォーマンスなど

２０１６年度役員名簿

Kyoto Beauty information magazine　・　チラシ　製作      
チーフ　原口潔治　　　　　　　加藤孝通　　　原口　茜     

奥田英一 　　理事長   
原口潔治 　　副理事長　　総務部担当 
粟津暢彦 　　常務理事　　総務部長  
寺尾康司 　　理事　　　　総務  
加藤孝通 　　　〃　　　　総務　　　　　兼任　広報部 
南舎智樹 　　　〃　　　　総務  
山田敬三 　　常務理事　　会計部長  
岡田好雄 　　理事　　　　会計  
向井　章 　　　〃　　　　会計　　　　　兼任　教育部 
塚越徹也 　　常務理事　　教育部長  
向井　章 　　理事　　　　教育　　　　　兼任　会計部 
笠原聖代 　　　〃　　　　教育  
谷口直彦 　　　〃　　　　教育　　　　　兼任　事業部 
外川弘文 　　常務理事　　事業部長  
栗村佳史 　　理事 　事業  
谷口直彦 　　　〃　　　　事業　　　　　兼任　教育部 
山本哲夫 　　常務理事　　広報部長  
村岡　喬 　　理事　　　　広報  
加藤孝通 　　　〃　　　　広報　　　　　兼任　総務部 
小倉　勉 　　常務理事　　厚生部長  
村上明秀 　　理事　　　　厚生  
増田　猛 　　　〃　　　　厚生  
宜本一之 　　常務理事　　管理部長  
山口眞澄 　　理事　　　　管理  
北村　恵 　　　〃　　　　管理

向陽支部では 7月 6日に作田先生、服部先生。2名の組合技術委員による
浴衣着付け講習会が行われました。
浴衣を素早く着付ける「リズム着付け」や浴衣の帯結び合計 6作品の展示
をして頂きました。約 35 名の受講者が集まり後半の相モデル実習では各
先生方か細かく直接指導して頂き、営業に役立つ有意義な講習会になりま
                                                                                                   した。　　
               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                   向陽支部理事  寺尾

支部だより

7 月 7 日七夕の夜、北支部では夏に向けての「ゆかたおしゃれ着付け」の講習会を開催いたし
ました。北支部着付け技術委員　らぶ美容室大森先生と　セーヌ美容室田中先生のお二人で基
礎と応用の２クラスに分かれ実習して頂きました。基礎のクラスは、ほとんど初心者の方にボ
ディー補正のノウハウ、また小物の作り方から扱いまでをお教え頂きました。
応用クラスはおしゃれ帯結びを教えて頂きましたが、帯の長さ・柄などで臨機応変にアドリブ
を効かせた帯の扱い方を教えて頂き、受講者がお持ち頂いた帯一つ一つが先生のアドバイスで
違った作品に出来上がりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　北支部理事  栗村

　毛染めによる皮膚障害！

美容所において染毛を施術する前に、施術中の
注意事項や施術後のケア、健康被害のリスク等
について利用者に分かりやすく十分な説明が行
われるよう、また、施術中、施術後に異常や違
和感があった場合には、酸化染毛剤の使用を中
止し、医療機関を受診することを利用者に促し
てください。

　　　　　　　　　　　　　　　組合本部より

　管理美容師 資格認定講習会

受講者数１３３名
補講者数　　４名

理事長挨拶に続き日本政策金融公庫 融資第三課長
植田尚樹様、タカラベルモント京都営業所 所長
木元誠之様に挨拶のお言葉を頂きました。
ＡＭ9：00 より塩見修先生・長澤修子先生による
講習会が開催され無事１回目を終了出来ました。
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　７月４日開催　　第 44回全日本美容技術選手権大会京都府予選
第 44 回全日本美容技術選手権大会京都府予選がロームシアター京都サウスホールにて開催されました。
一般２００名、学生５００名の計７００名がご来場され、新しくなったサウスホールの会場が埋め尽く
されました。今回の出場選手は、昨年よりもすこし少なくなったものの２０２名の選手が出場し、大会
を盛り上げて頂きました。
今回は４つのステージ構成で行われ、第 1ステージは【ワインディング】第 2ステージは【ヘア】第 3
ステージは【着付】第４ステージは【古典（日本髪）】と、広くなったステージを思う存分に使い大変見
やすく迫力のあるステージになりました。会場が新しくなって初めての大会という事もあり、会場の下
見や打ち合わせなど念入りな準備もあって、無事に大会を終えることが出来ました。

１ステージ
ワインディング競技 A２２名・B５３
名・C４０名の選手が、緊張の中笛の
合図で一斉にスタート！最初のステ
ージという事もあり緊張感が伝わっ
てくる大変迫力のあるステージでした。

２ステージ
ロングシンプル３７名・ファンタジー１９名・カット＆ブロー
８名・ヘアスタイル３名と前年度に比べると少な目ではありま
したが、広いステージを有意義に使ったテーブル配置で、選手
の皆さんも思う存分実力が発揮できたのではないかと思います。
また、各種目レベルの高い作品がたくさんあり、多くの会場の
皆さんに感動を与えてくれました。

4 ステージ
結美な日本髪のステージは、各先
生方の素晴らしい伝統技術によっ
て、まるでタイムスリップしたか
のような作品に家康もビックリ！

3 ステージ
着付のステージは、留袖ボディ
10 名・中振袖ボディ５名・中振
袖モデル５名の計２０名の選手に
よる競技になりました。
やはり、モデルによる競技は大変
見応えがあり、着付はもちろんの
事ヘアスタイルも大変素晴らしく
選手の皆さんの思いが伝わってく
るかのようでした。

開演のナレーションが流れ、奥田理事長が開会の挨
拶をされました。ご来場、ご来賓の方々や大会関係
者に開催に際しての感謝の言葉を述べられ、華々し
く幕が上がりました。続いて今井大貴選手により、
元気よく選手宣誓が行われました。

中振袖モデル
向陽支部　千葉真央

ワインディング A
伏見支部　菱田宏哉

ワインディング B
沖本　奈津美

ワインディング C
土井　瑞稀

ロングシンプル一般
伏見支部　曽我部早稀

ロングシンプル学生
山本　麻未

ロングファンタジー一般
向陽支部　井狩夢斗

ロングファンタジー学生
髙田　浩也

カット＆ブロー
山科支部　今井大貴

ヘアスタイル
向陽支部　道下柑菜

留袖ボディ一般
向陽支部　三田村かおり

留袖 学生
長井里央

中振袖ボディ
東山支部　村上あかり

各種目優勝者の皆
さんです！
おめでとうござい
ます。日頃の練習
の成果が十分に発
揮された結果だと
思います。
また、全国大会出
場種目の選手の皆さんは、より一層
の努力を積み重ね、全国大会におい
ても良い結果を残される事を期待し
ております。
今回の全国大会は大分県で開催され
ますので、皆さんの応援よろしくお
願い致します。

今回の４４回選手権大会京都府予選も
無事終了し、数多くの素晴らしい作品
が見うけられ、全国大会に大きな期待
が感じられました。
今回も、京都の技術力の高さを全国に
アピール出来る様に頑張って頂きたい
です。

才村和代 作　　　 馬場泉実 作　　    井上美佳子 作　 　青木康代 作

江戸時代後期

先笄

江戸時代後期

結綿

江戸時代後期

娘島田

明治時代

丸髷
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