
2021（令和 3）年 2月吉日 
 

                       一般社団法人日本トイレ協会 
   メンテナンス研究会 

事務企画グループ 

一般社団法人日本トイレ協会会員 

同メンテナンス研究会賛助研究会員 各位 

および、トイレ研究に意欲的な方々へ  

 

第 187 回 定例研究会のご案内 

 

2020 年初頭に新型コロナウィルスが世界的に流行して、約 1 年が経過しました。その間に感染対策が進

み、私たちの生活は大きく様変わりしました。具体的には、在宅ワークが推奨され、リモートによる会議やセ

ミナーが増加しました。その結果、地域や国を超えた交流が活発になり、巣ごもり生活中に、動画配信をして

活動 PR する方（いわゆるユーチューバー）が急増しました。それはビジネスの世界でも本格的に増え、トイ

レの維持管理に関する番組を作成する方も増えております。 

そこで、今回はトイレの維持管理に関するオンライン動画配信やWEBセミナーをしている方をお招きし、

そのきっかけや作成のコツ、視聴者からの反響や課題などを伺い、今後の活動のヒントを得られたら…と思

います。 

トイレメンテナンスとは一見関係無さそうに感じられるかもしれませんが、社会的に理解を広げる良いタ

イミングですので、ぜひご参加ください。（なお、事前に発表者の動画を見ておくと、より理解が深まります） 

 

日時：2021 年 3 月 3 日（水）1５:00～18:00（ZOOM 受入れ…14:45～） 

■テーマ：「リモート社会におけるトイレメンテナンスの可能性と課題」 

■発表者： 6組予定。別紙の表を参照（いずれもオンラインでの PR活動等を行っている方たちです） 

 ■会 場：ZOOM のみ 

…誰でも参加可能（有料）。ZOOM の URL は参加表明者に開催数日前にお伝えします。 

 今回は動画の再生を、たくさん行うので、電波状況が良い場所での視聴を、強くお勧めします。 

なお操作に自信が無い方は、お手伝いしますので、事務局までご連絡ください。（別紙２参照）。  

■申 込：今回から Google フォームで、受付を行います（詳細は別紙１をご覧下さい） 

     申込用サイト（以下の青い字〔URL〕をクリックしてください）     

     https://forms.gle/tSm1SXJddhHzf67D6   

     ★記入事項：参加の有無／会員種別／所属／氏名／ 

メールアドレス／事務局への連絡（あれば） 

なお、従来のやり方（メール・FAX）でも受付可能です。       QR コードもあります  

以下の連絡先に記入事項をご送付下さい。 

■申込締切：３月１日（月）18時                        

■参加料： メンテ研賛助会員：1500円／日本トイレ協会会員 2000円／一般（非会員）2０00円 

     学生（会員・非会員とも）：1000円。別紙にも記載。お支払い方法は、別紙３＆当日ご説明します。 

 ■お断り：開催中の様子は、録画を行います（事務局保管用／非公開）。参加者による録画・撮影は禁止です。 

 

 

 

◆連絡先：（一社）日本トイレ協会 メンテナンス研究会 注：（一社）日本トイレ協会の事務所とは異なります。 

〒221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 685 番地 （株）アメニティ内 〔担当：小林／大澤〕 

TEL: 045-372-1156    FAX: 045-371-7716  返信メール：jimu@toiletmaintenance.org 

当日の連絡先 080-5890-9582〔担当：大澤〕・090-1775-0410〔担当：白倉〕 

https://forms.gle/tSm1SXJddhHzf67D6
mailto:jimu@toiletmaintenance.org


【 プログラム＆発表者 】 

今回は、以下の方にご発表いただきます。事前に URL を見ておくと、より理解が深まるでしょう。 

なお、順番や発表時間が変更する可能性はあります。 

 

時間 内容・講師 

14 時 45 分～ ZOOM 受入れ 

      ※URL は参加者に開催前にお知らせします 

15 時 00 分～ 開催挨拶…中森副代表幹事 

開催趣旨説明…白倉正子事務企画グループ長 

 

15 時 10 分～ 

〔20分＋質疑応答〕 

第一部：外部の講師より 

発表者① 〔ハウスクリーニング業〕お掃除職人きよきよ きよきよ氏 

      （仮）「清掃業３３年！YouTube 登録 10万人！みんなに感謝！」      

https://www.youtube.com/channel/UCOb2mSJVXt_Aw2pAyj3Glgw 

             チャンネル登録数：11 万人（2 月 4 日時点） 

 

15 時 40 分～ 

〔20分＋質疑応答〕 

発表者② 〔水道工務店〕アンシンサービス 24 代表取締役 小林忠文氏 

        「動画配信でトイレのお悩みに、ズバリ答えます！」 

https://www.youtube.com/channel/UCVLW0CK8qSd_Ui7FI8Dh51A 

チャンネル登録数：1.58 万人（2 月 4日時点） 

 

16 時 10 分～ 

〔20分＋質疑応答〕 

発表者③ 〔ビルメンコンサルタント〕ビルメン ITチャンネル 稲垣太一氏 

       「Youtubeの活用とブランディング」    

https://www.youtube.com/channel/UCY_bqvTZfbigqPzh8bkRF9g 

チャンネル登録数：332 人（2 月 4 日時点） 

 

16時 40～50分 休憩（10 分間） 

16時 50分～ 

〔10分＋質疑応答〕 

第二部 : メンテ研会員より 

発表者④〔大手メーカー／メンテ研法人会員〕（株）LIXIL 中森秀二氏ほか  

     「LIXIL の商品説明・施工説明等の動画掲載サイトのご紹介」 

https://www2.biz-lixil.com/video/search/contents_type=1582 

  （これはトップページから「トイレ→住宅トイレ」を選んだページです） 

 

1７時５分～ 

〔10分＋質疑応答〕 

発表者⑤ 〔メンテ研法人会員〕（株）レッツクリエイト 提箸勝氏ほか 

      「最近 Youtube に挑戦！導入の経緯と成果」   

https://www.youtube.com/channel/UC6BQ6J3R3T1QSSy9wx2iubg 

 

1７時 20分～ 

〔10分＋質疑応答〕 

 

発表者⑥ 〔メンテ研個人会員〕トイレ研究家／アントイレプランナー白倉正子 

      「トイレ清掃セミナーをオンラインで実施した経験ほか」 

1７時 30分～18時 質疑応答・議論・次回以降のご案内・閉会の挨拶… 

https://www.youtube.com/channel/UCOb2mSJVXt_Aw2pAyj3Glgw
https://www.youtube.com/channel/UCVLW0CK8qSd_Ui7FI8Dh51A
https://www.youtube.com/channel/UCY_bqvTZfbigqPzh8bkRF9g
https://www2.biz-lixil.com/video/search/contents_type=1582
https://www.youtube.com/channel/UC6BQ6J3R3T1QSSy9wx2iubg


《 新システム導入の状況説明 および ご協力のお願い 》  

 長引くコロナ感染期を、オンラインで有意義に過ごすために、様々な挑戦をしておりますが、引き続き新しい

ことに挑戦してまいりたく存じます。慣れるまでお手数ですが、ご協力をお願いします。 

■１、受付フォームのテスト試行（Google フォームの活用）について                   

メンテ研では、定例研究会の参加申込に際し、これまでは「メール」「FAX」で対応してきました。 

しかし、昨今、インターネット上にとても便利なシステムが開発され、誰でも気軽に無料で、使えるようにな

りました。これにより、情報の洩れが無くなり、管理や分析が便利にできるようです。 

そこで、今回はそのシステムを使ってみようと思います。 

具体的には、Google フォーム（「ぐーるぐ ふぉーむ」と読みます） 

を使用します。以下の説明に従って作業を行ってください。 

 

 ◆申込フォーム（↓これ）をクリックすると、こういう画面が出てきます◆ QRコードでも読めます 

  https://forms.gle/tSm1SXJddhHzf67D6               

 

この下に「回答のコピーを自分宛て送信する」と書いてあるので、希望者は●を右に移動してください。 

ここまで記入したら、「送信」と書かれたボタンを押して下さい。確認メールが届いたら、無事終了です。 

 

 

 

 

 

① メールアドレスをご記入ください 

② 

参加の有無を選んでください。 

  〇参加する 

  〇参加しない 

  〇検討中・保留 

③ 
参加者の会員状況を選んでください。 

7種類あります。 

④ 

所属を記載してください。 

（会社名・学校名等） 

⑤ 参加者の氏名を書いてください。 

⑥ 
事務局へメッセージがあれば書いてくだ

さい（例：遅れて参加します） 

なお、慣れない方や、セキュリティ上問題がある方は、従来通りの方法で結構です。 
     メール：jimu@toiletmaintenance.org 

 FAX  ：045-371-7716  
（株式会社アメニティに届きますので、上部に「メンテ研事務局へ」とお書き添えください。 

     【記載してほしい事項】参加の有無／会員種別／所属／氏名／メールアドレス／メッセージ 

https://forms.gle/tSm1SXJddhHzf67D6
mailto:jimu@toiletmaintenance.org


■２、ZOOM の導入について                          

ZOOM（「ズーム」と読みます）とは、撮影用カメラ付きのパソコン・タブレット・スマートフォンを通じ

て、テレビ電話のように、お互いの顔を見ながら会話ができるシステムです。 

同時に複数の人が参加できるので、とても便利です。また遠方からの参加者も参加しやすく、各自の自宅や

オフィス・喫茶店等でもつながるので、人が密接になる危険性が無く、（東京都内等で開催する場合の開催会

場への移動の）時間がかからないので安全で経済的です。参加時における ZOOM の使用料や ID 登録料は無料

です。（なお、定例研究会の参加費は別途かかります）ただし通信環境等の整備は各自で行ってください。 

 

以下の方法でやっても導入に不安がある方は、事務局へご相談下さい。日本トイレ協会の会員には、メ

ンテ研の技術スタッフ（大澤）がお手伝いします。ただし、早めにご連絡をください（開催当日や直前で

はなく一週間前とか、事前にテスト通話を行う余裕がある時など…）。 

 

★以前のメンテ研定例研究会の開催の様子★

 

  【ZOOMの導入の仕方】                               

以下を参考に各自で事前にお済ませください。 

https://zoom.nissho-ele.co.jp/blog/manual/zoom-install.html 

  ソフトのダウンロード用のサイト   

https://zoom.us/download#client_4meeting 

   

 

【ZOOM入室時のお願い】  

１、入場用のＵＲＬは、開催前にお知らせします。（14時 45分～より入場） 

２、「名前・所属」を入力の上、ご参加ください。 

   ３、ハウリング（※）防止の為、イヤホンマイクを使用するか、近隣の方は１台でまとめてご参加を。  

 

※ハウリングとは、音が重なって聞こえたり、雑音が入ってしまうことです。 

二つ以上の機材を使う場合には、距離を離すとか別室に移動すると、快適化します。 

 

 

 

https://zoom.nissho-ele.co.jp/blog/manual/zoom-install.html
https://zoom.us/download#client_4meeting


 ■３、参加費の支払い方法の新システムの導入について                      

【A：お支払い方法】 

ネット上での集金ができるシステムを、実施します。 

そこで当面は、銀行振込に統一します。振込先は請求書に書いておきます。 

今後、さらなる新しいシステムを使う場合には、再度ご連絡します。 

 

【B：参加料】 

今回は、以下でお願いします。 

・メンテ研個人会員＆日本トイレ協会会員…1500 円 

・メンテ研法人会員＆日本トイレ協会会員…1500 円 

      ・日本トイレ協会会員（個人・法人とも）…2000 円 

      ・一般（非会員）           …2000 円 

      ・大学生（日本トイレ協会会員）    …1000 円 

・大学生（一般＝非会員）       …1000 円 

     

 

【C：請求書・領収書について】 

定例会開催後に、メールにて PDF状の請求書を送ります（印刷による押印あり） 

領収書は、基本的に発行しません（振込証明書が、それに相当するため） 

なお、紙面（PDF含む）による請求書や領収書が必要な方は、直接事務局へご相談ください。 

適切な方法でお送りします。その郵送が希望の場合には、送り先住所もお書き添え下さい。 

 

 

 【D：支払い期日について】 

3月 3日の開催のため、3月 31日を希望期日とします（年度の切り替え時期のため） 

ただし、経理を通じてお振込みをされる会社の方がほとんどだと思いますので、 

4月末まででも、大丈夫です。ただしその際には、一報お知らせいただけると助かります。 

（参考：金額が少額のため、個人的に立て替えて、後日経理と清算してくださる方も過去におられました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


