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1. 2021年定時社員総会

新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインにて開催

2021 年度定時社員総会ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ホテルルポール

麹町で開催を予定しておりましたが 6 月 18 日(金)14：00 よりオンライン(ZOOM)にて開催致

しました。

議案審議内容は第 1 号議案 役員改選に於いて吉田会長と末竹副会長が任期満了につき退任し

新会長として前年度まで副会長を努めておりました小川副会長((株)アクス代表取締役)が新会

長となり新理事として花木評価委員長（東亜管財(株)経営統括部部長）佐々木評価副委員長（㈲

日研営業部部長）が定時社員総会で承認され理事会におきまして就任いたしました。新体制は

下表のとおりとなります。第 2 号議案 2020 年度事業報告・決算報告の承認 第 3 号議案 2021
年度予算修正は異議なく承認されました。またご報告として今年度の建築物環境衛生セミナ

ー・空気調和用ダクト清掃従事者研修の開催方法変更と開催日程が花木理事より報告され、そ

の後ビジネスモデル委員会委員より各担当の成果が発表されました。

会長 小川明彦 ㈱アクス 代表取締役

副会長 高木篤 ㈱ニコー 代表取締役

副会長 山田幸司 赤門ウイレックス㈱ 会長

副会長 中嶋伸吾 プロセスサービス㈱ 代表取締役

専務理事 末光眞二
㈱エアーアンドウォーター

代表取締役

専務理事 今井昭彦 ㈱富士クリーン 代表取締役

専務理事 清水 晋
日本ウイントン㈱

執行役員 業務企画部長

常務理事 遠山隆文 ㈱空調保全工業 会長

理  事 中村一午 ㈱クリーンシティ 専務取締役

理  事 大庭孝仁 ㈱オプス 取締役業務部長

理  事 高橋耕一 ㈱アキュアリンク 常務取締役

理  事 花木俊介 東亜管財㈱ 経営統括部 部長

理  事 佐々木良信 ㈲日研 営業部 部長

新会長 小川明彦



2. 研修・講習のご案内

今年度の集合研修については、新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン研修を取り入

れて開催致します。

⑴空調システム診断士更新研修

空調システム診断士には有効期限(資格取得後 6 年間)あり、期限を迎える診断士に対して空調システ

ム診断士更新研修を行い、修了した者に対して診断士証を再交付する。

受講料 20,000 円 （テキスト代・送料・消費税を含みます）

形態 日程 時間

オンライン研修

（ZOOM）
2021 年 8 月 27 日(金) 13：00～17：30

   

  ⑵空気調和用ダクト清掃作業従事者研修

   この研修会は、厚生労働大臣より研修実施団体として登録を受けた、一般社団法人 日本空調

システムクリーニング協会が開催するものです。

今年度からは、初めて従事者研修を受講される方のための「一年目コース」と 2 回目以降の方

を対象とした「2 年目以降コース」に分けて研修を行います。研修はオンライン研修（ＺＯＯＭ）

のみといたします。 受講料 10,285 円（テキスト代・送料・消費税を含みます）

  

⑶JADCA スタンダード研修

安全衛生への意識が高まり、診断・点検のニーズが増えつつあるが、それはビルメンテナン

ス企業の本来の役割とも言え、より多くの方に取得いただけるよう診断士養成研修の受講資

格となる JADCA スタンダード研修を実施しています。

コース 開催日時

厨房版
2021 年 9 月 16 日（木）10:30～16:00

・受講修了者は厨房排気設備診断士養成研修の受講資格となります。

空調版
2021 年 9 月 17 日（金）10:30～16:00

・空調システム診断士養成研修は厨房版と空調版の両研修を受講して

頂く必要があります。

対象者 日時

「1年目コース」

始めて研修を受講する

方の研修

2021 年 9 月 8日（水） 9：00～17：00 （申込受付け中）

2022 年 1 月 26日（水） 9：00～17：00

「2 年目以降コース」

2回目以降受講者対象

の研修

2021 年 10 月 20 日（水）9：00～17：00 （申込受付け中）

2022 年 2 月 9日（水） 9：00～17：00



受講資格 コース 受講料（税込）

空調システム診断士養成研修 受講資格
JADCA スタンダード

空調版・厨房版

会員 20,000 円

一般 25,000 円

厨房排気設備診断士養成研修 受講資格
JADCA スタンダード

厨房版

会員 10,000 円

一般 15,000 円

厨房診断士受講後、空調システム診断士を

受講する場合のみ

JADCA スタンダード

空調版

会員 10,000 円

一般 15,000 円

配布テキスト

JADCA スタンダード 2018 空調版

JADCA スタンダード 2018 厨房版

⑷ダクト清掃作業監督者講習会 【新 規】

建築物衛生法において、建築物空気調和用ダクト清掃業の登録要件の一つになっているダク

ト清掃作業監督者資格のための講習です。

この講習の主催は公益財団法人日本建築衛生管理教育センターです。

詳細は、同センターにお問い合わせください。

地区 日程 会場

(新規)
関東

開催日

2021 年 11 月 29 日(月)～12 月 2 日(木)
申込受付

2021 年 10 月 7 日(木)～13 日(水)

三田国際ビル 1 階

東京都港区三田 1－4－28

地区 日程 会場

(更新)
関東

開催日

2021 年 11 月 1 日(月)～2 日(火)
申込受付

2021 年 9 月 9 日(木)～9 月 15 日(水)

三田国際ビル 1 階

東京都港区三田 1－4－28



事務局 etcetera（エトセトラ）

ステイホームの中でアメリカンヒーローから勇気をもらう

映画鑑賞法の一つとして、人物（ヒーロー）像にスポ

ットを当てた観かたがあります。例えばアメリカ映画の

ブルーカラーから学ぶことは、屈強な状況下でも挑む不

良性と知性です。映画『ロッキー』では、ロッキー・バ

ルボアがどん底の人生から立ち上がり、覚醒に至るシー

ンが描かれますが、限界まで挑むロッキーの姿は感動的

で、勇気づけられます。また、映画人として磨かれた知

性を持つレジェンド、クリント・イーストウッドは、「ア

メリカの真の良心を描く」と、90 歳を超えてもいまだ

にそのスタンスを崩さず、映画監督業をライフワークに

しています。イーストウッドは、とにかく仕事が早いそ

うで、北野武監督も撮影が早いことで知られます。それ

は特筆すべき知性と言えます。「Tomorrow is promised 
to no one.（明日のことは誰も約束してくれない）」と、

イーストウッドが言う言葉は、私達がコロナ禍で生き抜

いていかなければならない教訓のようです。少し大げさ

かもしれませんが、アメリカンヒーローの姿から、「明

日の仕事を成功させたい」と、時には自分を奮い立たせ

ることも一考だと思います。

イーストウッド作品も孤高のヒーロー像を楽しむ

ことができる。左：1992 年当時「過去 20 余年に作

られたなかで最高傑作のウエスタン」と謳われた

『 許 さ れ ざ る 者 』。（ ©2007 Warner Bros. 

Entertainment Inc. All rights reserved.）右：

誇り高きアメリカの老人を自ら演じきった『グラ

ン・トリノ』。（©2009 Warner Bros. Entertainment 

Inc. All rights reserved.）いずれもブルーレイ

2619 円／ワーナー・ブラザース ホームエンターテ

イメント／販売元：NBC ユニバーサル・エンターテ

イメント。「現在は動画配信サービスもありますが、

ときにはソフトで。Amazon なら 1000 円以下で買え

るのでお勧めです（筆者）」

右から、言わずと知れた傑作『ロッキー』、ロバート・デ・

ニーロの狂気に満ちた演技が光る『タクシードライバー』、

感動のラストが印象的な『ショーシャンクの空に』、69 年

のハリウッドの光と闇を描いた『ワンス・アポン・ア・タ

イム・イン・ハリウッド』、思わずスティーヴ・マックイー

ンのしぐさを研究したくなる『ブリット』。いずれも筆者私

物。「『ワンス・アポン～』は 3～4 回は劇場に足を運んだ

ほど夢中になりました（筆者）」

written by 中村一午（所属会社：㈱クリーンシティ）



                                           

編集後記

賛否両論がある中で、いよいよオリンピックが開幕となります。オリンピックが日本で開催されると

決まった時から非常に楽しみにしていた私ですが、今現在のコロナ状況を考えると複雑な心境であ

ります。

その反面、ワクチン接種が始まり JADCA の会員の方も接種を徐々に受けられている話も聞きます

ので、一同に集まれる機会が少しだけ近づいてきているのではと感じております。

JADCA の活動もすっかり WEB での方向と様変わりしていますが、皆様と直にお話ができる事をや

っぱり楽しみにしています。

JADCA 事務局
〒111-0042 東京都台東区寿一丁目 2 番 7 号

TEL：03-5828-6116  FAX：03-5246-7380
E-mail：info@jadca.jp  URL：http://www.jadca.jp/


