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場の看板が目に入る︒

大阪あたりから降っ
て居た雨も関門トンネ
ルを出て小倉に着いた
時は︑雲の切れ目から
薄日がさして居た︒博
多駅から︑道具もある
のでタクシーで東区の
会場に向う︒立体交差
の多い町である︒道路
を見た限りでは︑愛知
県よりも発展性の強い
町に思われる︒四階建
の大きな校舎が目に入
って来た︒表の左角に
福岡高等職業訓練校と
大きな看板が立って居
る︒看板に付いて右折
すると左側に第六回全
板連青年部競技大会会
其の脇に小さく福岡県
職業能力開発協会の看
板があった︒この能開
が競技場である︒

！Ｉ
号が張り出されて居た︒

やましく思えた︒

受付をすませて二階に
上ると突き当りが開会
式場左が製図室︑その
反対側が控室になって
居た︒実技会場は一階
で二○○㎡程もあろう
かと思われる立派な会
場で後方には︑アルゴ
ン︑アーク︑ガス︑溶
接等の器具が整然と並
べられて居た︒これは
成人訓練センターだそ
うです︒このような設
備の整った教室で訓練
を受けられる福岡の技
能士がチョッピリうら

辞に続き大会長若林全
板連理事長のあいさつ
松田福岡県板理事長の
歓迎のことば等の後︑

道具以外︵例・銀木︑

イチョー

選手︑付人共にそれぞ
れの注意があり︑選手
は会場に道具を揃えて
検査を受けたが︑指定

所があった︒

葉付駒の目︑カゲ田金
厚目の指金等︶すべて
取除かれた此の点技能
検定より非常に厳しい
晩さん会
夕食会は志賀島にあ
る国民宿舎しかのま苑
で福岡県青年部の方々
のお骨折りで開かれた
文字通り全国青森県か
ら鹿児島県迄の青年部
員が一堂に集まり語り
ひととき
合う此の一時実にすば
らしいと思った︒各選
手から聞いた変り種を
鹿児島﹁若島津関の

鉄骨建築に
０︒■

富士液ラスシート
溌索邦亨トフレーム謡
う

く

名古屋営業所恋瑚○四四一

競技大会製図
製図は能力開発協会
の二階に立派な製図室
があって︑一般付添人
の入場立入は禁止され

から選手は出なかった︒

各県各組合それぞれ
違いますが︑関東地方
では東京だけで他の県

料招待されます︒

岩手全板大会に無

から支給されます︒

しますと十五万円組合
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青森県予選に優勝

僕が一番になりました︒

﹁それがタッタ三人で

？﹂

東京﹁東京は一千万
都民ですから三百人ぐ
らい予選に出ましたか

ました︒

三人で別の課題で優勝
したのですが︑此の課
題には全く苦しめられ

静岡予選は選手十

一番乗りでした︒

僕一人なので︑製図実
技共独学で勉強して来
ましたが︑此の図面の
Ｃ１．Ｇ断面図の矢印
が違って居ると言って
夕食後私の部屋に談じ
込んで来た︒全く其の
通りで脱帆︒彼は製品

長崎希望者が県で

実技は独学で練習して
来ました︒﹂

尋ねて指導して頂き︑

展開が少しも分からな
いので訓練校の先生を

﹁実は図面を見たが︑

？﹂

優勝おめでとう︒この
お流れを頂いて明日は
優勝して下さい︒ここ
へ出て来たきっかけは
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昭和五十九年三月二十五日於福岡県

技能競技大会開かる

愛 知 県
板金工業組合

拾ってみよう︒

ているので控室で待つ

より仕方が無い︒

標準時間は一時間三
○分である︒初まって
四○分︑背番号三番の
福島の選手が控室に帰
って来た︒私の脳裏に
は瞬間失敗したのでは

﹁もう画けたのです

と思った︒

﹁画けました︒﹂

か？﹂

此の言葉には全くび

﹁練習には百枚位画

っくりしました︒

きましたか？﹂
﹁そうです︒その位
は画きました︒﹂

と思います︒﹁我も人︑

此の言葉通り正にや
れば出来ると言う事だ

響切螺弓碍涯母

リ

十四時三○分の受付
が十分程早く開始され
たが︑愛知の菅沼選手
は二村付添士と共に町
へ頭を冷しに出掛けた
ので十六番のゼッケン
を受取った︒四時から
開会式があり全板連の
山下青年部長の開会の

鮮憂匙

足

全板青年部
玄関を入ると右側に
昭和五十八年度後期一
二級技能検定合格者番

蕊
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内には全員が終った︒

彼も亦人﹂故人の言葉
が思い出されます︒選
手が控室に帰って来る
度に拍手がわく︒時間

でにぎわった︒

しばらくは控室が雑談

実技競技
標準時間は二時間三

○分である︒会場は一一

○○而位はあると思わ
れる立派な会場でアル
ゴン︑アーク︑ガスな
どの溶接器具が後方に
整然と並んでいる︒右
方には万力︑ボール盤
等もある︒コンパネニ
まわり
枚を合わせ︑週りには
縦横に一ｍ程の通路が
あり実にのびのびとし
た会場で二十三人の選

手が技を競った︒

一時間二○分程で昨
夜私の部屋に図面が違
っていると言って談じ
込んで来た長崎の選手
がもう一番乗りで作品
を出した︒全く早くて
あいた口がふさがらな
いとはこの事であろう
か︒此の実技会場で︑

たいへん勉強させて頂
きました︒製図から︑

板取り切断︑折付︑半
田付等実に十人十色で︑
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郷感姿溌逮煮琴葬令感捜溌競技』

います︒

方法は違っても同じ
作品に向って各選手が
一秒も無駄にすまいと
真剣に取り組む︒其の
姿は実に壮観と言うよ
りも壮厳と言った方が
良いのではないかと思

私も現在の年令が半

#鯛．.､イ

かれました︒

理事長の挨
拶ならびに経
過報告のあと
平野総務委員
長より認年度
組合会計収支
状況は第４四
半期も順調に
経過したので︑

可能になった旨報告︒

です︒

会のみ参加者は８地区
より一○三名︑一泊組
は３地区より四十八名
の報告があり︑再度各
地区会員の参加を呼び
かけることになりまし
た︒参加申し込みのほ
とんどがマイカー利用
の単独行動が多く︑県
板事務局としては貸切
バス利用の団体さん集
めに苦労している次第

たいと思いますので︑

５月８日の総代会に
おいては役員改選等の
上程議題案件の審議は
総て明確かつ適正を期
して実施することによ
ってこれまでの長時間
討議を避け︑全員参加
の懇親会や︑身近な問
題をテーマとした討論
会を行うなど︑参加者
全員が共同体感覚を穣
成し得るような場にし
福祉改策面の削減と︑

ました︒

をお願いする次第です︒

多数のご参加とご協力
代会にさきだって︑

しました︒

４月狸日幽に常務理事
会︑同肥日㈹に理事会
をそれぞれ午后２時よ
り開催︑役員改選等の
総代会上程議案につき
審議されることに決定
その後各専門委員会
より次の内容の提議が
あったあと午後５時に
会議は終了しました︒
▼総務委員会
第詑回全国大会は大

▼検定技能委員会
一級技能士の技能向

す︒

▼経営対策委員会
事業者台帳について
は一月末を整備完了の
目標において進めてま
いりましたが︑一部の
地区では支部全員が未
提出のところがありま
すので︑責任者におい
て至急とりまとめてい
ただくようお願いしま

５月８日の認年度総

後退が予測される一面
と加えて今日の当組合
自体の事情による減収
見込のため︑予算とし
て継続して計上するこ
とは極めてむずかしい
ので︑あくまでも記年
度に限るものであるこ
とを確認した上で︑事
務局の手により各地区
の代表全員に支払われ

なおか弾る運営費に
ついては国保・労保報
奨金をも含めて単年度
予算に計上したいとし
ながらも︑政府予算の

り可決されました︒

続いて磯崎会計担当
にうらやましい次第です︒
遠 く 及 ば ず ︵ 教 え て 習 う ︶ 理事から認年度末決算
今 は 故 人 の 藤 田 美 代 作 見込の説明と事務局か
先 生 の 言 葉 が 思 い 出 さ らは地区運営費算定の
基礎につき詳細にわた
れます︒
り説明されたあと︑全
員が之を諒承︑原案通
来年は長野県だそう
です︒県青年部の皆様
来年の予選には︑全員
参加するよう︑今から

期待しています︒
頑張って下さい︒

原田忠治

昭和五十九年四月

北北北北北北北
３月躯日︑

第４回理事会
が県板金会館
において日比
野理事長以下
巧名の本部役
員と地区役員
翠名の方々の
出席を得て開

日
開
催
」

第３回理事会
に於いての懸
案事項である
銘年度地区運
営費の支給と会館建設
に伴う借入金の返済が

ます︒

上訓練は愛板前号紙上
でお知らせした通り５
月四・釦日に実施され

科目が修得できるので︑

今回はアーク溶接を
含めて学科２日︑実技
１日の三日間で全必修

のでご承知下さい︒

未受講者は努めて参加
されるようお奨めしま
す︒なおアーク溶接の
みの受講はできません

支部だより

ｊ三７三７一三７三７三７三７一三

認年度総会開催

▼瑞穂支部
３月妬・妬日総会及
び親睦をかねて︑自然
と調和のとれた町︑岐
阜長良川ホテル和風別

館皆藍亭で開催した︒

い事の報告があった︒

会計の林幸雄氏の会計
報告と︑佐藤喜根夫氏
の会計監査の結果︑正
確でかつあやまりのな

受付の説明があった︒

技能士会からは︑土田
和彦氏の︑年間事業報
告と︑新年度技能試験
申し込みと︑訓練生の

交替の時期でもあり︑委

又︑今年度は︑役員の

員会の懸案通り︑新組
合長に︑伊藤金信氏︑
副組合長に︑馬場勇氏
会計は︑成瀬正美氏に
異議なく決った︒その
他の議案においては︑

は︑青年部を中心に︑

５月の全板奈良大会に

る事の発表があった︒

組合員希望者が参加す

会議は︑約一時間と
いうスピードで︑無事

終了した︒

組合員全員出席して

なごやかなうちに︑支部

その席で︑新鮮な魚貝
類の料理を前に︑カラ

会が始まった︒

いうちから︑盛大に宴

オケなど︑まだ日が一局

長挨拶で始まり︑会計
報告及び役員改選後親
睦会に入り夜の更ける
のも忘れ親睦を楽しん
だ︒仕事の厳しい時だ
けに一泊し朝食後解散
し仕事に行く人がほと

瑞穂佐藤

んどでした︒

３月旧日組合員闘

▽一宮支部

が開催された︒

名の一宮板金組合総会

浅井勇組合長の挨拶
の後︑自ら議事進行に
務め︑事業報告に続き

訂

これはすばらしいと思
うことが多々ありまし

篭溌

総代会は５月８

分になれたら男だから
技能士だから一度はこ
う言う雰囲気の中で技
を競って見たい気持で
一パイでした︒現代の
青年は実に幸福で恵ま
れていると思い︑昭和
一桁修業の我々には誠

ト，声埋‑#

た︒
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︵分け昇るふもとの道は多けれど
同じ高根の月を見るかな
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◆手形を受取る
ときの注意

工事代金等を手形で回
収する事が多くなりつ
つありますが︑手形を
受取るときの注意点に
︒＃：＃：０．

ついて︒

①手形 は 厳 格 な 要 式
証券であり︑その要件
が一つでも欠ければ無
効となります︒この反
面︑形式的に︑たとえ
実体がともなわない場
合でも︑要件が記載さ
れていれば手形は決済
されます︒従って︑署
名・裏書の連続その他
の要件を調査するのが
第一の注意点です︒

②但し︑手形の要件

電

一二二″一一二〃一一二〃一一一一″二二〃

十Ｉ︾
画

③裏書の連続の関係

◆不渡手形対策

・

受取手形が不渡りにな
った時は︑どの様にし
たら早期回収を望める
でしょうか︒
●＃：９．・

手形の不渡りには２

対象となる不渡りで︑

一つは不渡り処分の

つのタイプがあります︒

いません︒ただ裏書人︑

では︑白地式︵被裏書
人︑渡し先を指定しな
いもの︶でも連続はあ
るとして取扱われます
ので︑このままでかま

もあり得るのです︒

振出人に何らかの言い
分がある場合でしょう
が︑決済資金がないこ
とを隠すためにこのよ
うな理由をつけること

行︑詐取等の場合は︑

他は不渡り処分を受け
ないものです︒手形が
不渡りになると︑手形
に付芙が付されて戻さ
れてきますが︑資金不
足︑取引なし等の付菱
が付されたものは︑常
に不渡り処分の対象と
なりますが︑契約不履

ればよいのです︒

被裏書人等の名称が連
続しないものは︑形式
証券性の点からいって
も︑そのま掻では権利
行使できません︒この
場合といえども︑絶対
に権利行使できないわ
けではなく︑別の方法
証拠で裏書の連続があ
るということを証明す
裏書の連続のない手
形は受取るべきではな
いでしょうが︑社員等
が受取ってきてしまっ
た場合には︑実質的な
当事者を証拠で証明す
ることによって救われ
ますので︑その方法を
こうじて下さい︒

従って︑この場合には
振出人は︑手形額面と
同額の現金を預託金と
して決済銀行に預託し
その銀行は︑手形交換
所︵銀行協会︶に異議
申立提供金として同額
の金を積むことになり
ます︒このような手続
をして初めて不渡り処
分なしに手形の決済を
止めることができるの

よいのです︒

手形を返還し︑売掛
金等の実質関係での請
求の途も残されていま
す︒ただ︑手形訴訟な
どよりは︑通常の訴訟
は時間や手間がか洩り
ますので︑その点不経
済であることはいたし

が欠けていても︑それ
が白地式のものであれ
ば︑その空欄を誰が埋
めてもよいわけですか
ら︑権利行使をすると
きに要件を補充すれば

対して有効ですので︑

手形の前の所持人と
振出人との間の約束に
違反して白地を埋めて
も︑これは︑振出人に

預託金が積まれてい

です︒

は︑これを仮差押え︑

る場合は︑手形所持人

いのです︒預託金は︑

手形訴訟を行なえばよ

が容易になるわけです︒

手形の額面と同じ金額
ですので︑振出人の財
産を探す苦労も省ける
わけです︒又︑手形訴
訟の判決には︑仮執行
の宣言が付され︑判決
が確定しなくとも強制
執行できるので︑回収
これに対して︑預託金
が積まれていない場合
は︑振出人が不渡処分
を受けており︑事実上
倒産状態になっている
場合が多いでしょうか
ら︑振出人の差押える
べき財産を探して︑手
形判決の仮執行の宣言
にもとづいて強制執行
を行なわなければなり
ません︒
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ハンドブック

定価四○○○円︿送料別﹀惹一紫震印

とに編纂されています︒

本書は︑今日の亜鉛鉄板製品の全体像を忠実に
映し出し︑この製品に対する新たなご理解とご
批判を仰ぐことを主旨とされております︒
構成は４章よりなり︑亜鉛鉄板製品の選択と適
用にあたり視野の広い参考文献となるよう各章
相互に関連をもたせ︑あくまでも建築のサイド
から見て理解し易いようにという執筆方針をも

基礎知識

第一章亜鉛鉄板および着色亜鉛鉄板の

第二章設計条件と性能

第四章維持管理と事故対策

第三章構法

坐小半小坐飛坐小坐飛坐不坐不半小半小

☆鋼板製屋根用折板

品質管理マニュアル

折板品質管理マニュアル策定委員会編・発行

定価八︑○○○円三月発行予定

内容

①品質管理と社内標準化
②折板製造における品質管理と社内標準化
③折板製造における社内標準化の具体例
④折板製造におけるデーターの活用
⑤折板屋根の故障解析
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なります︒

静岡市中島７４２番地
電話静岡0542(83)4088(代）
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三八

脱退者

千種支部久田令三

″長谷川喜一
西支部玉水彰一

の見本みたいな方ばか
りですので︑見習いま
して少しでもお役に立
っていきたいと頑張っ
ています︒

営業所名古屋市北区新堀町七三番地

″湯谷邦俊

くめである︒

二月の終り頃︑春の
香りを感じると思った
とたん︑また／︑日本
列島冷凍庫の中へ逆も
どり︒気温の新記録ず

ん﹄を見習うとは．⁝︒

それにしても﹃おし
ん﹄で暮れ﹃おしん﹄
で明けた五十九年の新
春も︑天候まで﹃おし

本社春日井市花長町二丁目１４−４

″木下誠

″石丸秋平

江南支部波多野福一

″磯貝茂夫

知多支部木全直彦
昭和支部高尾道彦
卑８拳２ｊｆ８３ｆ＃さ

どうぞよろしく〃・
泉津ミヤ子

湯浅さんの後を受け
継いで三月八日より勤
務しております︒

卒業式・受験・就職
年度末と落ちつかない
三月も春風と共に過ぎ

はじめた︒

弥生三月も今日は二
十八日︑やっと春めい
て来た︒各地で﹃春祭
り﹄のハヤシの音がひ
びき︑桜前線も北上を

去ろうとしている︒

すっかり名古屋人です︒

住︒趣味は音楽鑑賞︒

現在は名古屋の東玄関
といわれる名東区に在

午后五

委員七名出席

一七一一号編集会議

三月二十八日㈱曇

る︒

名フィルとか外国のオ
ーケストラの演奏会に
は忙しくても︑いそい

技能士会に係るお仕
事を中心にやらせてい
た宮いております︒生
まれはお茶処で有名な
静岡県ですが︑名古屋
へ移ってから二十八年
になりますので︑もう

３
当工業組合も︑新年
度計画・役員選出・総
代会等をひかえ︑大き
く躍動しようとしてい

そと出掛けています︒

本当は幼稚園の先生に
なっている筈でしたが︑

？は又の機会に︒

どうも書類や数字の方
が慣じみ易すくて︑経
理関係のお仕事をして
きました︒年令︑家族
事務局の皆さんが勤勉

斉田株式会社

☆建築工事施工単価資料

主員族
業業

事従家

七六一

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

︵積算資料︶

記

一丁目一三番地
電話
○八

営 業 種 目
エスロン雨樋・ビニール加工品

一九八四年上期版
○板金に噴費資料の決定版
○匹寝細目︑費用の充実
○役物の充実
︒野ｒ場のほか町場工事も掲載
○日常の積算実務に最適
８，７００円
８，７００円
２，３００円

月月月
カカカ
ー１１

保険料（５９年４月１日から）

新規加入者
千種支部
信和工業所安部圭一
名古屋市千種区坂下町

全国板金業国民健康保険の保険料が次の通り改訂されます
○五二

電話９１４−０７０１
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る御講演と懇親会を予定しておりますので
支部長・総代の方は全員ご参加下さい︒

当日は審議終了後︑公認会計士の先生によ

ところ愛知県勤労会館小ホール

とき昭和調年５月８日︒午後２時より

第杷回通常総代会

愛知県板金工業組合

下さい︒

購読ご希望の方は︑県板事務局までお申し込み

年四冊計一一︑二○○円︵送料含︶
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