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名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話732‑1226
発行広報委員会

が参加︑総数四七名︵中

審議がなされた︒

二名委任状︶の総代全
員が出席し提出議案の

鉄骨建築に⁝

富士液ラスシー院
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岬講習会を次の通り開催する予定です︒鵬

岬時期Ⅲ月以降命
岬
内容命

岬②ＪＩＳ規格雨どい・
岬③雨どいの排水計算今

岬④雨どいの施行標準・
岬
⑤質疑応答︒

此三一○四七七△野

鵬協和銀行滝子支店今
鵬
普通預金心

免マ

恥吋

少二一一﹃今二言尋二一吉ら一一一一一苓二害心二一一一管一一一一る二一言曾一一一一尋﹃一一一﹃曇二害る二﹃一一心二言尋一言心邑言や

一三︑

さらに本年四月に建
設省より公表された積
算 の 要 領 に つ い て ︑ す 岬①製法と特長及び取扱上の留意点州
でに各県理事長が研究
を進めているが︑これ
までのように不明確な
井勘定式のものでなく
適確な算定方式によっ 岬 受 講 申 込 ７ 月 別 日
い参加費五○○○円
て算出されなければな
らない︒単価または原
価算出の根拠が妥当で
あることを誰しもが認
め得るものであり︑板
金業者として確信をも

標である︒

肌郡・一三胃屯二﹄﹄弓奄﹄一﹄一弓宅二一舌ミニ三弓竜二一苦詞毎二一﹄﹄園や・一一三︑奄宇﹄二景竜Ｐ一二琶竜・

していきたい・
って︑要求できるだけ
の力をつけていかねば
一級技能士研修や技
ならない︒積算基準の 術検定に加えて︑目下
建設省で推進されてい
説明会が建設省におい
る施工管理技士制度に
て行われるがこれを通
懸索雪§トフ滞患
板金業としても加わる
して︑充分に研究し︑
名古屋営業所露瑚○四四一
べく対応策を橘じる必
さらに地域差といった
く
点も考慮しながら方程 要が生じている︒この
式を求めていきたい︒
ため労働省主管である
役 員 改 選 に つ き 本 県 頃には法改訂の運びと
一級技能士を生かすた
なることが予測される︒
ついで昭和帥年に日
板関係者次の通り︒
めの研修と施工管理者
副会長日比野定雄
一方業界の中では当
本で開催を予定されて
理事樽井神夫 問題実現への態勢づく いる技能オリンピック 教育を充実して建設省
理事高柳丑五郎 りとしては中部ブロッ に板金の種目を加えて の施工管理士制度に連
クが一番進んでいるが
動していくことが本年度
大いに建築板金業界を
なお協会長には全板
の大きな課題といえよう︒
ＰＲしたい︒すでに労
理事長若林忠夫氏が再 さらに認年度はこれを
働者においても検討さ
最大の事業として強力
以上を中部ブロック
任された︒
に推進すべきであると
れ て い る こ と で も あ り ︑ における最重要事業と
責任施工・保証制度推
して推進するために一
考えられる︒このため
業界自体のレベルアッ
進の進捗状況について
プにつながるので︑本 層の研錨と協力を要望
技
術講習等への積極的
年からその準備に若手 す る 次 第 で あ る ︒
な参加や勉強を重ねた
上︑全員がこれらの制
度の恩恵を受けられる
よ う ︑ ま た 非 会 員 業 者 鋼Ⅷ〃塩ビ雨どい講習会佃月以降開催″崎
申
の総て組合加入を希望
するような強固な組織 岬昨年度講習の未受講者中約三五○名鵬
づ く り こ そ が 最 大 の 目 岬を対象に︑塩ビ雨どい標準施工法普及肥

保証に関する条項を組
み込むべく目下同庁に
於て検討されているの
で︑早ければ来年３月

に関する法律の中に︑

また全板連が保証問
題に取り組むに当って
法的裏付けを取りつけ
るため︑全国中小企業
団体中央会を通じて中
小企業庁に再三請願し
た結果︑中小企業団体

望されている︒

去る５月型日開催の
全国大会の席上︑建設
省の西田振興課長は挨
拶の中で︑業界が全国
組織で取り組んでいる
責任施工制度について
建設省としても全面的
に協力する旨を述べそ
の発足の早期実現を要
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いて開催された︒

第一号議案
昭和研年度事業報告
ならびに訂年度決算書

蕊 蕊蕊

中板協第５回総代会
は六月十六日午後一時
より富山市新桜町富山
第一ホテルホールにお
当愛知県板からは日
比野理事長以下一○名

承認の件
第二号議案
昭和魂年度事業計画
ならびに昭和認年度予
算案審議の件
第三号議案
役員改選の件
第四号議案
その他の件
︾以上を審議の結果︑原

案通り承認可決された︒

篭盟議
昼少

̲感#

中部板金工業組合協議会

愛 知 県

日比野理事長副会長に再選ぎる

板金工業組合

蕊炉戸

，
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(1)昭和５８年７月１５日

如月３日︒

タクト−名古屋訓練
校にてそれ
ぞれ実施︒合格発表は
ことを確認︒

参加費の超過納入額
を七月中に還付する

希望する日︶

ダクト板金部門
７月別日日・８月２日
㈹の両日︒︵いずれか

場所県板金会館
時間９時ｌ陥時
受講申込７月⑩日〆
参加費・テキスト代等
は無料︒なお会場にて
問題集等の参考書を実
費販売いたします︒

ク別に開催の予定︒

内外装板金部門
８月中に県内各ブロッ

ます︒

詳細はおってご案内し

☆保証委員会︵６︒副︶

ことになった︒

本年ｎ月から発足が
予定されている責任施
工・保証制度について
は業界規模による体制
づくりとして当年度の
最重点目標にか猶げら
れているが︑そのため
の基準である県板組合
監修にか登る﹁屋根工
事共同保証事業規約﹂
の内容が︑発刊当初か
ら現在に至る間に幾多
変遷を重ねている結果
実情に則さない点が多
く︑補正する必要が生
じている︒そのため山
田委員長が中心となっ
て︑早急に板金以外の
屋根材等に関する資料
を収集し再検討の結果
規約の改訂作業を急ぐ

☆広報委員会︵５．釦︶

５月発行の腿号から
従来の活字より一廻り
大きい９ポイント活字
を使用することになっ
たが︑そのことによる
紙面効果について検討
︽座談会︾

した︒なお内容につい
ても更に充実を図るた
め中日新聞社指導によ
る﹁新聞編集の心得﹂
をテキストとして編集
マンとしての基本を学
び合った︒

前に︑標準構法を説明
するトレーナー研修が
ありましたね︒あの時
に︑全板連本部の方の
気持ちと研修参加者と
大分ずれがございまし

中俣全国講習会を

す︒

まず中俣さんからお話
いただきたいと思いま

われておりますから︑

当時︑全板連の指導委
員会委員長として全体
のまとめに当たってい
ただいたのが中俣さん
ですが︑中俣さんの地
元・鹿児島県は︑石川
県と共に講習会のトッ
プバッターを務められ
たわけで︑何事も最初
がむつかしいとよく言

ございました︒また︑

る全国講習会をスター
トさせていた宮いたわ
けですが︑開催に際し
ましては︑中野副理事
長に何かと御尽力いた
だきましてありがとう

銅叱三九より

住宅用銅屋根標準構法
全国講習会を終えて
銅へ向かう潮時に
マッチした講習会

司会本日はご多忙の

いと思っております︒

ところをお集まりいた
だきありがとうござい
ます︒住宅用銅屋根標
準構法の講習会も皆様
のご協力で︑とりあえ
ず第一段階の過程を終
了致しました︒そこで
本日は︑この講習会の
成果や今後の問題など
についてお話を承りた
私どもでは昭和砲年
頃から︑銅板を建築の
分野に広く利用しても
らうために︑まず屋根
用銅板の普及について
検討致しまして︑約三
カ年をかけて﹁一般住
宅用銅屋根標準構法﹂
を作成しました︒そし
て︑この資料を活用し
て全日本板金工業組合
連合会︵以下・全板連
と略す︶との共催によ

た︒というのは︑われ
われ本部としては最低
必要な構法を理解して
もらいたい︒そういう
主旨で〃標準″という
意味もそういうところ
から出たわけですけれ
ども︑参加者の方々は
最高の技術を学ぶとい
う気持ちで来られたわ
けです︒それのずれが
最後まで尾を引いてい
たというのが︑トレー
ナー研修を通じての雰
囲気だったように思い

たまたま私が︑新幹

ます︒

線で大阪まで帰る時︑

トレーナー研修で一番
反対した方々が﹁よく
反省してみると︑講習
会に積極的に参加する
ことに本来の意味があ
る﹂と話し合っている

のを耳にしまして︑ほ
っとして帰ったという
経過がございます︒

す︒

それが︑結果的には
今日のこういうすばら
しい成績が出てへ本当
にうれしく思っていま

いましたね︒そこで︑

昔は銅屋根葺きの技
術は秘密だったんです
ね︒ですから昭和釦年
頃には優秀な技術者が
ほとんどいなくなって

技術を開放して業界の
ために育成をしなけれ
ばならない︑というこ

静 岡 支 店

専門部会が活動開始″

延受験者数一二一名

の収支報告のあと︑

昭年度事業の実質的推進を審議Ｉ
全板連をはじめとす
る指導機関や関連団体
の主要行事もほとんど
終了して︑県板におい
ては新年度事業の完全
遂行を目指して各専門
委員会ごとの具体的作
なお検定試験に先立っ
て受験者のための講習
会を次の通り実施いた

☆指導委員会︵６．７︶

業がはじめられた︒

業界をとりまく経済
情勢はいよいよ厳しい
ものがあり︑これを打
破し︑永続的に事業を
嵯開していくために互
いに役割を分担するこ
とで成り立っている専
門委員会の責任はます
ます重大である︒事業
活動推進の実質的中核
である専門部会が業界
発展向上にとって大き
な役割を果すだけでな
く︑経営改善普及事業
に積極的に参画してゆ
く場としての位置づけ
が必要であり︑そのこ
とは対外信用上からも

審議事項①総代会

☆総務委員会︵６．村︶

します︒

大切であるといえよう︒

の反省点として︑画
一的な形式にとらわ
れず︑バラエティ性
のある魅力ある会合
にする︒

②全国板金業者大会

を上呈する︒以上

③旧文︵空文︶化せ
る組合諸規定の見直
しと改廃を行い組合
会計の明朗化に努め
る︒７月下旬開催予
定の理事会に改訂案

５月以降開催された
委員会の内容は次の通
りである︒

☆検定委員会︵６．２︶

閃年前期技能検定試
験は９月４日口
内外装ｌ岡崎訓練校

静岡市中島７４２番地
電話静岡0542(83)4088(代）

カラーー組立雨樋
長尺銅製雨樋鳳鳳

<
Ｓ
＞
安田金属株式会社

全日本板金工業組合連合会指定商品
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第１６４号
した︒

とで︑あちこちに訓練
校ができたわけです︒
その頃から私も関係し
て︑教えるということ
に携わってきたんです
が︑何か見本を示す必
要があるだろうという
ことでずい分苦労しま
今回の講習会では︑

がでしょうか︒

くさん出ております︒
︵次回につぎく︶

ペリカン西濃販売センター岐阜県本巣郡巣南町十七条４６雪058328‑2871

があったんですか・

それから後継者の育

ない大ヒットですね︒

ありますと⁝⁝・・・・

それから教科書が非
常にいいですね︒これ
は︑ここに書いてあり
ます︑あそこに書いて

各種サイズあり、お問い合せはセンター迄

割鞭︲

それで私も非常に勉強
になりましたし︑今後
またぜひやっていただ
きたいということがた

ステンレス軒とい受、樹脂でんでん（ワンタッチ）

あれは何か特別な狙い

それだと思うんです︒

りにくいというのは︑

らパンパン出てくる︒

ここは言っちゃ悪いな
と思っても︑内輪だか

であっても︑自分が職
責を持っていく以上そ
の言葉が出ることがお
互いの一体感だと思う
んですね︒だから鴨下
さんも東京にいてはや

でお願いしたんです︒

成の講習会ですから︑

しいようなんですよね︒

の講習会は地元であり
ながら行くたびに腹が
立ちましたね︒私が全
板連から依頼されて他
県に行きますと︑役員
さんをはじめ大勢の方
が一生懸命やってらっ
しやる︒ところが東京
では事務局の二 三人
くらいしか会場に来な
いでしょう︒銅センタ
ーの講師の方と一緒に
行きましても︑恥ずか

ると思いますよ︒

︵笑︶

柄もあるわけですが︑

司会鴨下先生のお人

だから一生懸命やった
ものがはね返ってこな
い︒地元にいると︑本
当にありがたみがない
というのが︑ぼくはあ

しょうか︒

るよりもお隣の方が話
すると︑ひとつ遠慮し
て素直に聞くというこ
とがあるんじゃないで

大分お歩きになりまし

は地元の東京をはじめ︑
関東甲信越から北海道
まで行かせてもらいま
した︒私は中俣さんが
いつも言っていらっし
ゃる︑人間としてのお
つき合いを大事にする
ようにということを心
掛けております︒
それと自分の課題み
たいなものをオープン
に出していただいて︑
自分も努めてそういう
ことを頭に置いてやっ
てきたわけです︒とに
かく私は幸せなことに︑
地方に行っていろいろ
勉強になりましたね︒
それにひきかえ︑東京

たでしょう︒

柳川技能者のこうい

鴨下おかげさまで私

都を出ると鴨Ｆ先生︑

中野鴨下さんが東京

うことで・・・⁝⁝・

う団体では多いんです
よ︒あいつは何を偉そ
うぶっているんだとい

名人は名人でこっちへ
おいて︑若い人に出て
もらう︒はっきり言え
ば︑名人が何人いたっ
て商売の上にはあまり
役に立つわけじゃない
ですから︑講習会の教
科爵にある内容を一人
でも多くの若い人に呑
み込んでいただきたい
と思ってさました︒と
にかく東京でも近年に

司会地元の方が話す

出いただきました︒

後半は鴨下先生にもお

元の人より他県の人を
講師に仕立てたほうが
話がしやすいのではな
いかと考えまして︑全
板連に相談したら野村
さんがよろしいんじゃ
なかろうかということ

柳川私どもでは︑地

噛懸露;溌趨簾簿謙:灘識撫羅窪：
鴨下先生と非常に大事
にされるんですね︒や
はり自分のところの組
織構成の中だと︑非常
に技術を持った人でも
あたりまえになっちゃ
うんですね︒日常会議
でしょっちゅう出てい
ると︑親しさと気易さ
がミックスしちゃって
いる︒だからいま東京
都では﹁鴨下先生﹂と
言わないですね︒少な
くとも教えをいただく
んだから︑例え同業者

雨樋受金具専門店

でも有名なところなん
ですが︑徳武さんいか

徳武私らのほうは︑

って運営してきました︒

県全体の範囲が広いこ
とと︑組合員の中に専
門化した者が各地にお
りまして︑なるべく大
勢の人が組合運動に参
加したらどうかという
んで︑委員会制度によ
全体の活動は金子副理
事長が行ない︑私はあ
いさつをする程度で︑

もとだったと思います︒

ほとんど委員会に貨任
を持たしていろいろや
りましたのが︑成功の

て︑また地区へ行くと︑

何かやるには大勢の力
が動くほうがいいと思
いまして︑副理事長の
下に委員長がおりまし

かと思います︒

また助ける者がいてと
いうことで︑一番盛り
上がったような感じが
します︒なるべく係を
多くして︑大勢の講師
役員を使うことが一番
成功になるんじゃない

と感じておりました︒

年経ったぐらいで集計
したら︑参加者は長野
県が一番じゃないかな

司会スタートして半

ないかと思います︒
私ども拝見していて︑
上手だなと感じたのが︑

長野県でしたね︒長野
県は︑昔から勉強熱心
な県というんで︑全国

それだけ組織力という
面では︑長野県さんは
すばらしいという感じ
ですね︒柳川さんのと

組織的に非常に運営が

すのは︑講習会を通じ
て日本銅センターもず
い分勉強させていただ
いたことがあるのでは

司会私なんか思いま

ということですね︒

鹿児島県では日本銅
センターから派遣され
た講師が︑すばらしい
講師でしたね︒理論的
に相当突っ込んだ考え
方を持っていらっしゃ
るし︑また経験も豊富
で︑われわれ施工側の
講師と相まって非常に
良かったんじゃないか

すね︒

スライドに声を吹き込
みまして︑自分で説明
したり︑ここはという
時はスライドを止めて
説明するといった方法
で︑それがやはり効果
があったように思いま
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頓さ場司いに氏す田<腰と何しんるうので倍段で当準首かが担業て事いと事たは副柳うりこ
さん合会でなのが原んを腰事たじ時んを、の階す初備をとい当と、長とか業んほ理川でスろ
れをＩとしつ小、にでこがにねや期でやや四にがこ軌突いいししとにいしなでか事すタは
た卜は確よて田鎌住すげ重お。なとするは百な、百道っうんててに進うなのすの長当がＩ、
よし、かうい原倉ん･るたい神いいかにり名りい名に込こじや事か言の<でが者で時・卜割
う｜静神かる評時で私といて奈かう、はことまざ予乗んとやら業<もでち、、が、はな合
でナ岡奈ねん定代い自すんも川との席潮ういし開定りででなし委現致、やや全や教私さご

０

愛知 県 美 術 館 西 の
﹃チカシン﹄で︑又岡
崎は本町の画廊﹁ラ・
ポーラ﹄で久しぶりに
彫金・鍛金で有名な︑
カオス展が開かれ同業
有志で参観できたので
紹介しましょう︒
そもそも﹁カオス﹂

信先生の力作にふれた︒

とは宇宙のできる前の
時代をいいその事に熱
中して居られる鬼頭正
日展作家でその入選す
ること数回に及び︑そ
の作品の奇想天外な構
想におどろいた︒

品の前に座りこみ︑じ
っと見とれる人ばかり︑

行くが如し﹂．．⁝⁝・

荷を背負って遠い道を

岡崎清水功
愛の献血
知多支部
献血グループ
五十八年度支部の年
中行事の一つとしての
献血が︑六月二十五日
土曜日午後二時より武
豊屋株式会社に於て行
われました︒

欧米人に多くみられ
た﹃大腸ガン﹄が︑食
生活の変化とともに︑

日本人も目立って増え
てきた︒

﹃大腸ガン﹄も﹃胃
ガン﹂と同じように︑

〜

力

ん

○○○○○○
出血に要注意
患者にとって苦痛であ
る︒しかし便に血液が
まじっているかどうか
調べる︑便潜血反応検
査と紅門から医師が指
を入れて調べる直腸指
診︑それに虹門鏡検査
はすすんで受けてほし

きが異常に︒そのた
め下痢︑便秘︑粘膜

便が出る︒

する︒

③ガンのため大腸がつ
まったり︑せまくな
ったりするため︑腹
痛や便秘︑おなかが
張ったり︑鳴ったり

部分的な腹痛︒

④腹膜転移などによる

⑤食欲不振︑発熱︑体

重減少など︒

大腸ガンは︑胃ガン
に比べて手術︑切除後

の生存率が比較的よい︒

だからこそ︑症状に少
しでも気がついたら積
極的に受診することが

大切だ︒

るものだ︒

腹部触診で︑大腸ガ
ンのしこりがみつかる
ことも多い︒しかし︑
この前に便通異常があ

まして血便が出たとき

は要注意である︒
医師は︑まず﹁痔﹄
からの出血と区別し︑

痔でなければ︑さらに
バリウムを虹門から入
れて大腸のＸ線撮影と
内視鏡の検査をすすめ

参加︒

長以下総代理事皿名

中央会主催経営セミ

６月Ⅳ・肥日愛知県

ナー荘司出席
６月肥．四日熱田南
支部総会三河吉良

町にて荘司参加

青年部長出席

６月詑日愛知県中央
会青年部総会鈴木

長︑荘司出席

６月記日県板技能士
役員会日比野理事

６月酪日全板青年部

総会︵役員会併催︶
高柳︑鈴木両氏参加

一編
編集
集後
後記一

参院選挙も終り︑各

党新勢力分野が決った︒

ではなかっただろうか・・．

しかし最後まで盛上り
のとぼしいダラケ選挙

史上最低の投票率で
安定多数議席を種得し
た︑自民党︑中曽根内
閣︑これで信任された
と思うのは早計ではな

今後所得減税をエサ

かろうか︒

に大型間接税の導入︑

防衛費の拡大︑福祉き
りすて等︑タカ派的動

星野医長︶

︵北病院外科・

６月肥・肥日中板協
総代会日比野理事

午后五時三十分終了⑧

一六四号編集会議

六月二十九日伽曇

向が強まると思うが︑

ばと思う︒

我々板金業者も注意し
て見守って行かなけれ
①ガン病巣からの出血
が便にまじる︒

るはずである︒

早期のうちは無症状で
ある︒しかし胃ガン検
診ほどひろくＸ線検診
や内視鏡検査がやられ

のをあげてみると・・・．

大腸ガンは︑その進
行度に応じて自覚症状
がでてくる代表的なも
九月二十五日日

・場所
花園グラウンド
Ｅ８３ｆ舟斗２３

い◎

行うことになりました︒

ていない︒

②ガンのため大腸の働

知多支部の事業とし
て本年度は︑運動会を
・予定日

検査が肱門からバリ
ウムを入れてＸ線写真
をとったり︑内視鏡を
入れたりするのだから

：８３ｆ８３Ｐ３

大腸が

⑬⑤③ｅ

支部の献血行事も早
や十一年目となりまし
たが︑毎年担当理事が
一人でも多く参加され
るように組合員にお願
いして居りますが︑仲
々参加者が少く︑献血
行事もなくなりはしな
いかと心配して居りま
す︒

効果もなく残念でした︒

本年度は参加者に記
念品と︑二千万円当る
宝くじを出しましたが

ことにわが板金界の大
御所で銅板講習会でお
なじみの㈲山本文板金
店・山本文一社長の出
品作は一きわ目立つ大
型作品で︑人物あり動
物ありの中で特にしぼ
り打出物の本人彫像の
横顔の見事なでき栄え
に驚かされた︒さすが
十有余年の実績とご精
進に敬意を表した次第
である︒本人に色々聞
くとその苦労話のなか
に﹁絵をかくことをも
っと勉強しなくてはだ
めだ﹂と聴き︑なるほ
どとその道も仲々﹁重

出すような越後獅子︑

今にも大きな口を開
けてがぶり妖怪が獲物
を狙う姿︑ちょっとな
ぜたら目をさまし踊り

又生諸候の熱のこも
った作品にふれ感動し
た︒特に銅板彫金は金
・銀をはめこみ色付も

鋪

‐

来年度からは組合員
の皆様︑事業においそ
がしい事とは思います
が︑多数の御協力をお

ド

よい︒花差・ブローチ・

卜ｋ︲１ｑ健散悪埋罰卓鞘噛没汁蕊靴玲環蕩甜照陣琳隠浄隠鷺︑叩＃︾８巳

／

願い致します︒

器Ｉ

皿・動植物等しばし作

睦･身八

昭和５８年７月１５日（４）
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