下より参集し︑来賓と
して︑樽井副理事長︑

年部総会を開催した︒

桜の香り高き四月の
空の下︑第四回愛板青

が開催担当と言う事で︑

今回は尾張ブロック

県板清水専務理事︑県
板外山指導委員長の方
々に出席して頂きまし

Ｉ
り一宮市民会館にて︑
雨天にもか巽わらず︑

知多の柴田氏の開会の

渡辺氏の司会で始まり︑

電話７３２−１２２６
発行広報委員会

実行︑反省﹄︑﹁皆様の

三位入賞の佐竹氏〔中央

国雨樋受金具専門店

ステンレス軒とい受、樹脂でんでん（ワンタッチ）

鞭……篭雛騨猟鳥雪,…

鉄骨建築に⁝

長
長︵
︵各
各ブ
ブロロッッ
クク
代代
表︶
表高
︶高があり無事に総会が終頭細かく一部を紹介し

名古屋営業所奮剛○四四
く

ＩｌＩＩＩ１︲⁝⁝

第四
四号
号議
議案
案新新
部部
長長
にに
鈴 鈴休憩の間にスリーポ部員からも質問が出さ

柳部
部長
よよ
り紹
が介
あり
︑あり︑了した︒てもらいました︒参加
柳
長
り介紹
が

木準一氏選出され︑引
︾く識誌灘
鶏厨諦溌餓瀬灘．撰謹蕊減鴻畦
き続き新部長鈴木氏の

挨拶
拶か
から
ら︑高柳
つぎに高柳部長挨
柳前
前部
部長
長次に講演に入りステン間の過ぎるのも忘れ四
があり︑引き続にに
対対し
中の
の数
数々々レス協会の本吉氏より時三十分ぎりぎりまで
して
て任
任期中
労は
は大
大との
実行委員長尾張のの
功功労
の賞
賞賛
賛が
がステンレスについての熱心に協議され︑高柳
部員
員も
も拍
拍手し
クの水谷氏の挨あありり部
して
て同
同予備知識を八十分位説氏により最後にまとめ
６︑来賓各氏の調調
のの
意意を
を示
示し
し誉
誉め
め称
称え一明があり︑年間百六十ていただき第四回総会
して
て次
次の﹃
続き︑高柳部長たた
︒︒
そそし
﹃計
計画
画︑︑万トンの需要がある事とステンレスについて

鰹蕊雲一議窪緋義一溺糟妻兇蕊総轄測

一年これからの青年部
に少しでも多くの予算
がほしいとの意見が出
ました︒第七号議案そ
の他︑閉会の辞は東三
の宮井氏の挨拶があり
来年は東三ブロックに
て総会が開かれる報告

算案︵鈴木新部長︶この

六号議案五十八年度予

計画︵鈴木新部長︶︑第

協力が必要﹂との言葉
の内に新しいスタート
癖蜘鍔植職唖雄一麺銅誰蒜銚妙懐瀞幻軒誕葬沖灰訓鏑擢鍛癖鍬唖酎嘆を終え帰路に着
をきる充分な心構えが
いる
る彼
彼の
の闘
闘志
志が補・石原先生よりの誰青年部酉一一一文部長
大会内容を説明出出
来来
ててい
伺な
えた
前た
高柳
に柳部長に・演に入った︒四十八年久世
て頂き︑一自分
伺︒え
︒部前長高
りに一生懸命やって悔 記 念 品 と 感 謝 状 が 贈 ら
れた︒この外選出され
いの無い大会出場が出
来た﹂との報告があり︑
た新役員は別掲青年部
幹事名簿の通り︑第五
号議案五十八年度事業

れ議事に入りました︒

案役員改選部長︑副部

会計報告︵東三支部︑平
松氏︑監査報告︵西三支
部︑久世氏︶︑第三号議

第一号議案五十七年度
事業報告︵高柳部長︶
第二号議案五十七年度

各部員より労をねぎら
う拍手があり我々も佐
竹氏の入賞を期待した
い︒そして江南支部の
植田氏が議長に選出さ
み

役
新

灘醗雪でトフ坪懲

謹一雲蕊騨一蕊謹

灘一霊露
夢士参
︲ス卜
一識鴬謝
溌ラ
シート

名古屋市昭和区

の

な

さ

愛 知 県
板金工業組合

員

ん

六十余名の部員が全県

四月十日㈲午後一時よ
◎

まず尾張ブロックの

た

第１６２号

板
愛
(1)昭和５８年５月１５日

エスロンパイプ・樋用金物一式
ニホンパイプ°樋工事一式
クボタコロニアル・塩ビ波板各種

斉田株式会社

これからの青年部活動

冊にまとめた︒

れるほどでした︒又︑

青年部の﹃研究発表
のまとめ﹂は全国青年
部から︑増冊を求めら

られた︒

愛知県中央会青年部か
らも︑活動発表を求め

営業所名古屋市北区新堀町七三番地

愛板青年部長鈴木準
三年連続入賞と︑愛知
の青年部も全国に知れ
わたるほどになりまし
た︒又︑前部長高柳一
男氏の︑五つのテーマ
の研究会は
ブロック

①銅板研究会⁝西三河
②経済研究会：．知多ブ
ロック

営 業 種 目
エスロン雨樋・ビニール加工品

青年部

県板青年部の代表の会
です︒頑張って協力し

り︑﹃少数であるが︑

鈴木氏のあいさつがあ

四月十七日︑十八日三
重県烏羽市相差で︑総
て下さい︒﹄と言われた︒

鈴木準一

③シーリング研究会．・・

本社春日井市花長町二丁目１４−４

東北支部総会開く
当東北支部会︵林利

会を開いた︒

このあと鳥羽の海の
幸伊勢エビ︑アワビな
ど新鮮な活造りをオナ
カいっぱい食べ︑夜お
そくまで︑ミーティン
グが続いた︒東北支部

電話９１４−０７０１

夫会長︶会員九名は︑

林会長は︑四代目の
会長で︑前々会長の弟
さんでとてもフレッシ
ュで活動的な林会長の
あいさつのあと︑当会
出身の県板青年部長．

青年部

名古屋ブロック
④銅板製屋根研究会⁝
東三河ブロック
⑤雨といダクト研究会

名古屋営業所 名古屋市西区丸野２−５５m(052)502Ｊ7331㈹

昭和五十四年青年部
が誕生して︑もう五年
目を迎え第四回青年部
総会で︑青年部長を引
き受けることになりま

本 社 半田市港町３−１００ｍ(0569)21‑5351㈹

お願い申し上げます︒
』

今年は︑指導部と共
に︑鋼板製屋根・住宅
銅屋根と塩ビ雨といの
追加講習も行なう︒又
全国青年部会の研究会
を当愛知県で開く事に
なりましたので︑皆々
様の御協力と御指導を

⑬蕊圏I塗#侭武芸職

・・・尾張ブロック

と各ブロックの連体的
活動が行なわれ又︑こ
の研究会の発表を︑一

配布

る︒

③青年部より高柳一男
氏を副委員長に加え

鉄鋼・建材。機械

した︒

県板及び︑当青年部
の技術の向上は︑全国
技能競技大会において︑

指導正副委員長会議
四月九日岡崎城内巽

した︒︒

策定すること︒

④保証制度の進捗状況
報告
⑤保証制度の発足を目
標に指導訓練計画を

⑥その他Ｉ

Ｌ
■

岡崎支部総会開催
事業計画案︑活動方針
について種々意見交換
が行なわれ無事終了し
ました︒

閣に於いて開催した︒

組合長︑石原相談役︑

休憩後メーカーの大
阪戸樋受ＫＫの各商品
説明がありこれについ
ての質疑応答が活発に

四月二十五日午后六
時より岡崎商工会議所
に於いて︑第四期総会
は︑部員をはじめ清水

行なわれた︒

清水前委員長の挨拶
につづき外山委員長よ
り経過報告があり議事
に入り次の事項を協議

岡崎で開催

いただき開催された︒

短時間ではあったが
出席者にとっては非常
に有意義な総会であっ

富士商店︑大阪戸樋受
ＫＫの皆様にご出席を
まず沢田部長の挨拶
にはじまり︑来賓の皆
様からも挨拶をいただ
き︑その後議事に入っ

た︒

①五十七年度実施の講
習会報告
②講習会受講終了証の

半田市港町３−１００ｍ(0569)21‑5351㈹
総合センター

た︒

①五十七年度事業報告
及び会計報告
②五十八年度予算案及
び事業計画案

蕊

昭和５８年５月１５日（２）

板
愛
第１６２号

名高速の太く長い線︑

連山の一角の頂上に到
着した︒はるか眼下に
東三河平野を一望に渥
美半島まで緑一色の中
に色取々に変化を見せ
る現代文化と︑科学の
なせるいたずらかと東

自然の緑の中に点々
と密蜂の巣のような

実に立派であった︒

静 岡 支 店

第面１１１︐

Ｂ・Ｂ賞理事長日比野定雄

県板ゴルフ大会

まく駐車場へ︒いよい
ら迷彩服と実にカラフ
ルなのにおどろいた︒
よ会場へ入ると︑各地
よ り 来 た 家 族 づ れ に 交 約一時間の式事に千数
ってボーつとしている
百人の隊員中三人程倒
と隊員の一人が近づい
れたのに気が付いた︒
て来て︑ていねいに会 初 年 兵 組 と 思 わ れ る ︒
県板組合員及びメーカー問屋さん有志による
場の様子等主な点を教 待つことしばし観閲行 第一回親睦のゴルフ大会は︑三和ベンチレータ
ー㈱服部社長の格別の御骨折りと︑総務委員会
えてくれた︒孫にせが 進に入った︒藤の花女
まれ綿菓子やジュース
子高校生のバトンガー
のお世話で四月十九日︵火曜日︶品野台カント
をみんなと一諸に一列
ルを先頭に音楽隊の行 リ ー ク ラ ブ に お い て ︑ 各 地 区 か ら 愛 好 有 志 四 十
三名が参加されました︒
進に場内寓来の拍手︒
に並び仲よく話し合い
ながらやっとのことで
号砲一発を合図に特科
買う事が出来た︒よく 連隊︑戦車大隊︑偵察
優勝総務委員長平野弘
見わたすとそこら一面 隊︑対戦車隊等それぞ
準優勝豊田支部三浦徳義
の店屋︑バザー等いず れ 特 有 の 兵 器 車 緬 に 乗
三位豊田支部宮田昭三
り観閲官に対し﹃カシ
れも隊員が︑今日ばか
四位三晃金属㈱石原準之助
りは商人になりきって
ラー右﹂と仲々立派だ︒
五位岡崎支部内山英臣
大きな声で客を集め︑
各隊それぞれの持味は
七位尾張支部羽柴弘和
お客になじもうとして 仲々よく︑見物人を枇
十位︑東三支部大友堅司
いることが感じられた︒ 惚とさせた︒次に基本
十五位瑞穂支部大脇国和
一一十位豊田支部伊藤鉱一
操法訓練にうつり各隊
の選手と思われるだけ
一一十五位横山興業㈱横山直久
に︑気合充分で今様に
三十位岡崎支部石原鎮司
申すならロボットの様
三十五位岡崎支部岡野光夫
に︑十人が十人一様に
四十位豊田支部有馬守

今日の目あての祝賀
式観閲行事の時間が近
づいた︒駐屯地前広場
である昔風に言うなら
ば︑先ず大練兵場と言
う事になる︒正服組か

参加メーカー問屋さんは︑・

Ｂ・Ｇ賞豊田支部西俣章

日本識板㈱細田泰嗣支店長

三和ベンチレーター㈱

静岡市中島７４２番地
電話静岡0542(83)4088(代）

豊川自衛隊参観

がある︒

すばらしく感じた︒

住宅の群が景観を損ね
ている︒其の中に昔も
今もかわりない豊川稲
荷様は大きな緑と大き
な本堂がよく似あって
目ざす自衛隊のピル
もすぐわかり︑せかれ
る様にさそわれて︑又
車中の人となり下り坂
を一気に豊川自衛隊に
着いた︒町角には隊員
が道案内もよるしくう

実射に入って︑空砲
とは言え其の迫力は物
すごく︑思えば昔にお
とらぬ今日の自衛隊に

松下電工㈱井上悦男所長
積水化学㈱山本明秀所長

トーョー化学㈱渡辺幸一所長

私は感謝感激した︒

三晃金属工業㈱石原課長
感した︒

服部幸一社長
㈱池田商店池田惣一社長
横山興業㈱横山直久専務

開催予定です︒

次回は愛好会をつくり︑各支部
皆さんの御意見を集め十月下旬頃

安田金属株式会社

<
Ｓ
＞

カラー組立雨樋
長尺銅製雨樋鳳鼠

去る四月二十四日ふ
と思いつき豊川自衛隊
創立三十三周年行事を
参観することが出来た︒
思えば︑私も三十有余
年前︑帝国軍人一兵卒
として四年近く戦地を
かけめぐり︑幸にして
一命をひろい現在有る
ことの意義を時々思い
出し︑無き戦友に両手
を合せ冥福を祈ること

くりノィ︑昔をしのび︑

私は孫の男子小学生
一人をつれ自家用車で
出発した︒道中安全運
転中心でしかも新緑ま
ばゆいおく山道をゆっ
我々軍隊時代の軍旗祭
と似ているかと考えた

討

磯

全日本板金エ業組合連合会指定商品

号患詞；

やっぱり自分の国は
自分達で守らればと痛

『

やがて車も三河本官

、

りした︒

Y
霧

第１６２号

板
愛
(3)昭和５８年５月１５日

ｖ新入職員紹介と

切れないでいる事・⁝．

んという認識しかなか
ったのが建築様式の多
様化・高度化に伴って
驚異的な程に進歩発展
していること︑しかし
それは社会的位置とし
てはあく迄も下請業者
という弱者の域を脱し

ごあいさつ▲

による高熱のため約一

のこと

湯浅ルイ子さん

されました︒

庶務関係と本年度か
ら当組合で扱うことに
なった技能士検定試験
受付業務の担当として
三月二十八日から勤務

老婆心ながら良き伴
侶たる男性の出現する
ことを念願する次第で

スｏ

彼女は母上亡きあと
単身赴任の父上とも別
れて目下一人暮しのミ

ーズに処理し切って︑

年間を通じて最も繁雑
な仕事といわれる受験
受付業務をいともスム

の指導をうけ乍らも︑︑

の程を発揮されました︒

流石名門瑞稜高校出身
の才媛としてその実力

日比野理事長︑平野
総務委員長のお眼鏡に
叶っただけあって︑こ
の道十数年の山田女史

になった次第です︒

湯浅ルイ子

そうであるだけにその
域から脱却して︑強固
な基盤を礎くくく心あ
る人々が互いに啓蒙し
合い触発し合った結果
生まれたのがそれぞれ
の県板組合であり全国
的に組織化されたのが
全板連であることが私
なりに理解できるよう
ともあれお互いにオ
ーナーとして個々に生
き抜き勝ち残って来た
者同士がお互いの地位
向上を目指して大同団
結して後継者の育成に︑

八一一

七八六五

電話︿○五二﹀

知多支部

◇吉田板金吉田重和
知多郡南知多町大字内
海字馬場四七
六二

一七二三

電話︿○五六九︶

一三

◇沢田板金沢田佐市
半田市昭和町四

二一一ｌＱ二九五

蝋溌
脱退者

。５月２４日８：００出発、十和田湖その他遊覧：
″

知多支部森田義弘
美濃満
瀬戸支部青山太樹
岡崎支部山村彦治
︾編集後記︾

いる︒

さわがしかった市町
村長︑議員選挙戦も終
り︑さわやかな新緑の
五月を迎えようとして
それにしても雨の多
い四月であった︒これ
だけ天候不順では仕事
の能率も上らず︑組合
員各位頭のいたい事と
五月こそ仕事日和の

思う︒

一六二号編集会議

多い事を願いたい︒
四月三十日︵土︶快晴
午后六時終了︵Ｓ︶

爽やかな環境を演出する

〈
ぐ
雲
窒

＜

』

少

』

本社愛知県稲沢市高画中町５３TELO587(32)綱68㈹〒492

ｆｆｆ７ｆｆｆｆｆｆ１ｉ７制

名古屋空 港集合時間が早くなりました。

熱田南支部
◇内川板金工業所
内川一雄
名古屋市南区岩戸町二
三七

新規加入者

８：１０空港集合完了（厳守）
･５月２３日

蕊
す︒︵ＹＳ︶
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医者から投与された
薬を︑言われた通り服
用した結果︑発疹症状
ケ月以上も入院されて
いた前事務局長鈴木順
一氏の後任として三月
十四日より勤務いたし
ました︒

初出勤早々︑﹁事務
局長を命ず﹂との辞令
を受けて一種の戸迷い
と共に何故内部の人材
を登用しないのか．．⁝

から︒

と疑問に思ったもので
した︒何しろ金偏と名
がつく業種に関する経
験は支那事変当初国家
統制が始まり︑軍需向
けの配給業務に︑徴兵
される迄の僅かの期間
携わった程度で︑戦後
からは紙・印刷・出版
地域開発の研究機関と
いった︑全くこの業界
とは縁のない私でした

す︒

業界の更なる発展に日
夜研鎖努力されている
ことは他に例を見ない
のではないかと大いに
感銘すると共に︑斯業
発展のための堅固なる
篠点づくりに寄与でき
ればと念願する昨今で
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就職して先づ感じま
したことは︑板︵飯︶
金業といえば鋲力屋さ
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