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刷壁，蝿鈎

なるものであるかを訴えた︒

さらにこれら業界の諸先輩は︑われわれ業界を取りまく厳しい状況を
打開しそれを乗り越えるための源動力はみなさん方の強固な団結と意欲
溢れる行動力にあることを強調し︑青年部に寄せられる期待がいかに大

来賓から祝福の詞が寄せられた︒

愛知県板理事長代理として清水専務理事︑外山指導委員長︑地元東三
河板金組合からは第６回全板連青年部全国技能競技大会の課題の原案者
である原田忠治氏をはじめ︑地元問屋さんのウチダ社長のほか数多くの

え午前十時から盛大に開催された︒

遅れていた桜もこの青年部総会を祝うかのように満開となった︒豊川
市・サンシティ豊川の会場に愛知県板幹部をはじめ来賓の方々多数を迎

東三河豊川サンシティで開催
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第孟向一癖愛板青年部〆総塞声

愛 知 県
板金工業組合
求めた︒

まづ東三ブロック宮
井副部長の司会により
進行︑定刻の午前ｎ時
碧南地区の高橋氏によ
って開会の辞が述べら
れたあと︑鈴木県青年
部長からこの一年間全
員の協力によって︑青
年部の活動が円滑に推
移することができたこ
とに感謝の辞を述べる
と共に︑緊迫せる情勢
の中を一層厳しい姿勢
をもって臨むべく決意
を表明し全員の協力を

鉄骨建築に⁝

︐

ぬ鶏

富士液ラスーンｉト
灘索謡手ト己

本総会の企画と設営

されたある精密機械の
納入時に相手側から指
適された些細な基本的
ミスや︑その反面明治
推新以後日本の工業の
近代化にとって指導的
役割をもったドイツの
技術者から電気溶接に
関する技術的指導を求
められる等︑自らの体
験を通じて︑決して自
己満足に陥らずに常に
研讃努力すると同時に
また︑さらに技術に磨
きをかけて大いに自信
と誇りをもって一段の
活躍と成長を期待した

■

名古屋営業所喬捌○四四一
く

ＩＩｉｉ

ｉＩＩｉｌ蝿
の担当者である一一村実

行委員長の挨拶のあと
県板幹部の外来賓の言
葉が贈られた︒

ざましい活躍をされて︑

清水県板専務理事は挨
拶の冒頭で︑日頃青年
部が︑板金業界発展の
ための推進力として目

心とした指導のもとで︑

組合の実施する幾多の
事業が円滑に逐行され
ていることに謝意を表
明︒さらに時代の変遷
と共に社会的ニーズも
ますます多様多岐にわ
たってきた現状を受け
て︑通産・労働・建設
各省から次々に打出さ
れる総ての施策に対応
しながら︑全板連を中

力説した︒

これらに挑戦し自分の
ものとしていくことが
今後業界を担なうため
の名実共に実力あるニ
ューリーダーとしての
必須条件であることを
また今時日本の技術
の水準が世界のトップ
レベルにあるといわれ
ながらも︑ソ連に輸出

《

Ｉ
鱗なく錘' 零
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験を通じて語った・

いと結んだ︒

れるのである・・・⁝と自

まづ技術を磨くこと
自らの技術に自信を持
ち人に負けない仕事を
する︒即ち体を張って
真面目に真剣に働くこ
とである︒その結果十
年二十年の長期にわた
る顧客もつき︑不況を
乗り越える活路も開か

である︒

らが生き抜いて来た体
験を熱意を込めて語っ

次いで日頃地元にあ
って青年達が事ある毎
に指導を仰いでいる業
界の長老原田忠治氏か
らは︑関東大震災後の
復興期から昭和期を通
じてそれぞれの時代背
景を捉え乍ら︑板金業
界の変遷史を自らの体

現在激動する経済環
境の中で住宅建築着工
数が極度に低下するな

与えた︒︐

た︒

ど建築関連業者にとっ
て大きな試練の時期に
当っているが︑戦前︑

こうした同氏の実践
を通しての合蓄ある内
容とその迫力で︑聴取
者一様に実感として受
けとめ︑大きな感銘を

戦中戦後を通して一貫
していることは好況不
況は常に繰り返されて
おりそれは宿命的なも
のである︒問題は不況
時を如何に生き延びる
かという姿勢と行動に
よって左右されるもの

への挑戦を呼びかけた︒

続いて外山委員長か
らは︑弱年度に実施予
定の各種講習会への積
極的協力と参加を︑ま
た多岐にわたる専門分
野の技能資格検定試験

ダ社長・内田林造氏は︑

来賓としてご参列い
た習いた株式会社ウチ

いかなる不況下にあっ
ても建築に関しての仕
事が皆無になることは
あり得ないとし︑建築
様式の多様化に伴って
むしろ仕事の巾が拡大
している点を指摘︑技
術の改革と向上への努
力がある限り板金業の
展望は非常に明るいも
のがある︒この状況を

だ︒

適確にキャッチされな
がら日夜努力されてい
る青年部の方々に心か
ら敬意を表すると同時
に更なる発展を期待す
る旨を述べ挨拶を結ん
副青年部長︶よりなさ
れた︒

開催︶への参加︒

縄．９．︐１岨全国
青年部研究会︵名古屋

○人︶

青年部研修会より
労働保険のあらまし︵要旨︶

西野敏夫氏

愛知県中央会講師
中部労務営理センター所長

淵茶輪付錨衷１１Ｆ

弱・１．略中板協青
年部の結成︵中部七県
下青年部員約一︑一○

がかなりあるのではな
いかということを聞い
ておりますが︑労災保
険は一○○％加入すべ
きでありますし︑世間
の情勢としては労災保
険の加入は当然のこと
であり非常の時に備え
て民間の上乗せの民間
保険にも加入するケー
スが多いという一般世
間の傾向から考えあわ
せて︑認識を改めてい

澱 祭 料 抽 求 謝

葬祭給付蝿猷ﾇ宵〉

以上数々の激励と祝
福を受けたあと午後に
予定されている研修会
に協賛参加の来賓の紹

によって最低の基準を
定めてあるので︑傷害
の内容によっては事業
主が相当額の補償をす
る場合が多くなってお
ります︒特に建設業の
場合損害額の請求が増
えております︒最近は
その差額を補うため労
災の上乗せとして民間
会社の保険を利用する
事業主が増える傾向に
あって︑労働省もこれ

葬祭科《夷覇災害〕

労働保険については
国の法律によっていろ
いろ定められているが
建築関連の板金業は特
に工事現場における災
害が他業種に比較して

雛鴎誓豊熟灘＃

介がなされた︒

た宮きたいと思います︒

雛１１蝶銭瀞識
(某穣

年金

掴拝観

の要因による疾病及傷害

☆健康保険Ⅱ業務以外

果関係のある疾病及傷害

労災保険と健康保険
の補償の相違点
☆労働保険Ｉ業務に因

を奨励しております︒

口熱災寓》

高い情勢にあります︒

販諜純愉翰付支給鋼瑛洲

賊智給付支給耐求沓
淳香補償総付

業に起因するものと︑

労働保険の場合原則
として就業時間内の作

通勤時の災害︵経路を

極度に逸脱しないこと︑

いて︵スライド︶

通常通勤のための合理
的な経路および方法に
より往復する場合︶
その他の研修内容
☆釘打機取扱いに関す
る安全講習
☆銅板板料の保証につ

受講料稼ぎの講習会

勧誘にご注意を〃

最近みなさんのとこ
ろに電話やダイレクト
メールを利用して︑建
築施工管理技術講習な
ど極めて高額の講習料
一で︑この機会を逃せば
一大きな工事の受注が出
一来なくなるなど︑あた

一築諦儒場従備一いｏ

一：い⁝Ｉ！い

一篭羅

一識睡︾︾︾陸一帳︾一椎睡棒睦︾︾評誰函霊

一ｘ××一断り下さい︒

一保労

一険需稲雅一麺歴で嘩岬癖拠倒蓋評

一料率

一の灘×××−てご案内申し上げます

一議調一皿郵一皿郡一皿温一坐唾函詐締睡織部詫諦埠

一一一一一一一一一一にＰＲしておりますが︑

一謝謝錨坤一かも国や県から公認さ
︷保保保保一れた講習会であるよう

遺 族 給 付 一時金
<通勤災窟〕
Ｏタピ亡したとき

年金

める身体帥盤力戦っ館とき

球 審 給 付 ・時金
〔通帥災蚕〕
Ｏ治ゆしたときに師雪等級麦に定

た︒

板金業界では労働保
険に対する認識が薄い
といわれておりますが
けがの発生の比較的多
い板金業者であって労
災保険ですら未加入者

隅掘の我､野に関する側告沓

このあと議長に岡崎
地区より久世氏を選出
して議案の審議に入っ

康保険︶が厚生省の管
轄であり︑労働省の主
管する労働保険︵労災
・雇用︶の二種類があ
り︑社会保険は五人以
上︑労働保険は一人で
も従業員を使用してい
る事業所は総て国の法
律によって強制適用と
されており加入しなけ
ればならない事になっ

休難袷付文袷細求宙

ます︒

休潅捕償総付支給踊毅fII

休業給付《迩姻官）

従って今回は労働保険
のうち労災保険に重点
を置いてお話しいたし

休業補侭給付《醜冥審】

度事業報告︵鈴木部長︶

Ｏ蝿愈の療菱のため休業し萱

このように国の制度

隅糊の状態零に関する届

傷病年金《坐災冨〕

ています︒

療霊の愛用細求芯

第一号議案五十八年

政府管掌の保険は社
会保険︵厚生年金・健

保険給付の請求手続及び内容

第二号議案五十八年

田主畠

度合計報告︵渡辺︶︑
監査報告︵久世︶

療養給付蝿飴天蚕

愛知呉坂金工案組合労働保険事務組合へ

傷病補償年金《露X宵》

せず晩疾等鯛こ該当泌とき

第三・四号議案五十

:穂謹霧鍵挙誉

闘病にかかり

◎癒蚕鍔始峻】牢6カ月で描ゆ

九年度事業計画︑予算

病院へ

金を受けないとき

弱・２．ｕｌⅣ建設
省主管による屋根・板
金施工管理者教育に県
青年部より肥名が参加︒
そのあと続いて行なわ
れた建設省による２級
建築施工管理技術検定
に挑戦する等長期的展
望に立った社会的ニー
ズに即応するための活
動を展開して来た︒今
後われわれ青年部とし
ては数多くの場に積極
的に参加して自己研鎖
に励み︑業界発展のた
めの源動力たる責任と
療茂の給付茄求譜

｡溌寧折蔵識に…

続
手

案

型出先

療菱補償給付頓稲型冨
給付の稽割

使命を全うしようと︑
力強く訴えた︒

議事終了後全員が称
賛する中で︑青年部役
員として功労のあった
宮井氏と県板技能大会
の入賞者に対し︑それ
ぞれ表彰状・感謝状が
記念品と共に贈呈され
午前中の行事を終了し
た︒

扇求魯の種頚
んなときは

第五号議案次年度︵
五十九年度︶青年部長
候補として高橋吾氏を
選出する件
以上の議案が上呈さ
れ︑それぞれ議長より
指名された担当者が説
明を加えて議場に諮っ
た結果︑上呈議案の総
てを全員異議なく承認
可決して総会を終了し
た︒

議案審議がなされた
中で五十八年度の特筆
すべき事業活動として
次の要旨の報告が高柳
前青年部長︵現全板連

ｆ

昭和５９年５月１５日（２）

板
愛
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愈誌《謹;謹徽式会敬

名古屋営業所 名占屋市西区丸野2‑551mL(052)5027331㈹

液
知
血液
のの
『知
識識
1
1
Ｑ
Ｑ
＆
＆Ａ

＆

なぜ血液は夏場になると

血液はどんな病気に

ピンチになるの？

使われるの？

数年前までは、輸血といいますと血液の

動があります。特に暑;,､時期には献血する
と体がだるくなるとして敬遠されがちであ
り、また会社や事業所及び学校では夏休み

全成分を使用する全血輸血が殆んどでした。

これ{二比し、輸血を必要とする患者さんの

病・肝不全・劇症肝炎・関節:ノウマチ・癌

数は季節による変動があまりありません。
このため、毎年夏場が血液の最大のピン
チの時期となります。

等々の内科的治療にも非常に多く使用きれ

るようになりました。

、

のも治癒できるようになっています

これにより、今まで不治の病であったも

知多支部

鉄鋼・建材・機械

定期総会開く︑
県板報告・献血グルー
プ・技能士会・青年部
より︑それぞれの担当
者から一年間の活動状
況が報告され︑万場拍

中村鉄夫氏に感謝状︑

談がつづいた︒

も一変︒なごやかな歓

手渡された︒

松本徳三氏・磯谷総一
氏に表彰状と記念品が

生した︒

のニューリーダーが誕

ティ
ノ『

手で承認された︒

大に開催された︒

知多支部︵中村鉄夫
支部長︑支部員一四○
名︶は︑四月一日協和
公民館にて︑五十八年
度・定期総会を一○○
余名の出席を得て︑盛
次は表彰にうつり︑
二年間知多支部のリー
・グーとして活躍された

日比野理事長︑武豊
屋ＫＫ︑池田商店︑Ｋ
Ｋ山善の各社長とセキ
スイ︑トーョー︑日板
各位をお招きして︑定
刻十時小嶋副支部長の
﹁開会の辞﹂で幕を開
中村支部長の挨拶︑

九年度・六十年度は︑

今年は役員改選期の
ため︑あらかじめ推選
された候補者の中から
選挙により︑副支部長
と五名の理事が選出さ
れた︒これにより五十
小嶋広支部長︑原田副
支部長︑理事監事五名

年間の巾広い行事・
講習会・全板大会への
出席率・組合健保・労
保の加入者数・各資格
の保有者数．愛板工業
組合への献身度・おま
けにチームワークのよ
さはパッグン︒何一つ
外にひけをとらない︑
すばらしい支部である︒
愛板傘下三十支部の︑

献血される方は、季節によって大きな変

やお盆休みで、献血者が激減一ます。

星

た︒

議事終了後︑セキス
ィ︑トーョー︑日板の
三社から商品説明につ

思う︒

牽引者的存在を誇りに

』
Ｌ

青木久治理事の手ぎ
わのよい司会で総会も
スムーズに進行し︑休
憩なしで三時間みっち
り︑組合員の私語など
ほとんどなく︑熱気に
つつまれた内容であっ

づき武豊屋ＫＫ社長︑
済と住宅の現況と今後﹂

半田市港町３−１００ｍ(0569)21‑5351(代）
総合センター

半田市港町３−１００，，(0569)21‑5351㈹
本 社

しかし、最近では血液の各成分をそれぞ
れに分離した成分製剤を使用する翰血（成
分輸血〉が普及し、このため白血病・血友

Ｆｒ

青木一三氏の﹃日本経
と題した記念講演が行
午后二時より懇親パ

なわれた︒

ーティに入り会場の空気

臣

ク

会
総

軍

けた︒

日比野理事長︑池田商
店︑山善両社長よりお
祝いと激励のことばに
つづき祝電が披露され
た︒此の後︑議事に移
り事業報告・決算報告

支部長挨拶

第１７３号
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回目
調理と色について
青菜をゆでるとき︑

いわれます︒

塩をひとつまみ入れる
と色が鮮やかになると
なぜでしょうか︒

◇色あせが賑面
しにくくなる
青菜をゆでるときの
塩の効果について︑昭
和女子大学の杉田浩一
教授︵調理科学︶は︑
﹁塩ひとつまみぐらい
で〃鮮やかに〃はやや
オーバーだが︑ゆでた
あとの色もちがよくな
る効果は大きい﹂と︑

かな赤い色になります︒

もっています︒

酵素の働きが加わって
茶色に変わるのです︒
ですから︑白い色を保
つには空気にさらさず
また酵素の働きをおさ
える対策をとればいい
わけ︒酢水につけるの
は︑この二つの役目を

ります︒同時に︑この
色素は空気中や水中の
酸素で酸化されてアス
タシンに変わり︑鮮や

イド系︶の色素です︒

や酢水につけたり．・・・

酢水につけ酸性にして
おくのは︑この点でも
効果があります︒塩を
ひとふり入れたり︑水

と黄色に変わります︒

色が変わるのを防ぐ
のにもう一つ大事なの
は︑野菜に含まれるフ
ラポノイドという物質
への対策です︒この物
質は酸性では無色です
が︑アルカリ性になる

アスタキサンチンは
ニンジンやミカンの色
と同じ仲間︵カロチノ

◇ウド︑レンコン
は黒く
色が変わるといえば︑

れない名まえですが︑

ウドやレンコン︑ゴボ
ウなども︑切ってしば
らくすると黒かっ色に
変わり始めます︒酢水
につけて白さを保つの
が︑台所のコツの一つ
になっています︒黒く
色が変わる理由の一つ
は︑野菜︑果物などに
大なり小なり含まれる
ポリフェノール系の物
質の働きです︒聞きな

台所で何気なくやっ
ていることですが︑こ
んな気くばりが徴妙な
化学反応をうまくコン
トロールしているわけ
です︒

新加入者

二
一一○四

八一一

三八

千種支部
辻村板金工作所
辻村勝弘
名古屋市南区鶴里町
一

電話○五二
瑞穂支部

名古屋市瑞穂区白砂町

丸板金丸弘
一八七二

四丁目五五 一
電話○五一一 八三三

西尾支部

二

手嶋建築板金
手嶋利昭
安城市藤井町東山

二八三二

九九

一二四

電話○五六六
マ弗

勝板金片山勝又
五四四七

西尾市桜町一 二
電話○五六三五１七

脱退者

事業主変更

東三支部清水甲子次
知多支部
磯貝総一←磯貝宗夫
山下利夫←山下政樹
横田保雄←横田政二
一宮支部

服部一代←服部博一

一編隼後記一

近年記憶にない︒

桜の開花がこれほど
待ち遠しく思ったのは

あまり例をみない︒

だから満開に咲き競
った桜花を目にしたと
き︑これほど豪華で美
しいと思った事も近年

のである︒

事務所の窓から外へ
目を向ければ︑勢いよ
くおよぐ﹃鯉のぼり﹄
の下では︑あんず・も
くれん・菜の花・三色
スミレ・チューリップ
と今が盛りと咲きほこ
り︑春らんまんそのも

である︒

季節は﹁卯月から皐
月﹄え︒日本列島人口
大移動︑大型ゴールデ
ンウイークのはじまり

目白押の日程である︒

工業組合も︑総代会
全板大会・各委員会と

一七三号編集会議

四月二十七日倒晴

委員五名出席

午后五時終了③

ステンレス軒とい受、樹脂でんでん（ワンタッチ）

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雷058328‑2871

各種サイズあり、お問い合せはセンター迄

一％︵水一忽当り十︐︶

くらい入れた場合でも
青菜をゆでるのは短い
時間です︒

﹁薄い塩分で︑さっ
とゆでても︑塩の効果
で見た目にもきれいに
なることはそうないで
しょう﹂ゆであげた青
菜の色がどんどんあせ
るのは︑加熱によって
クロロフィルが酸化さ
れ︑フェオフィチンと
いうかっ色の物質がづ
くられるためです︒食
塩があるとこの酸化が
防げます︒

◇皇は︒︒︒鍵
なぜ赤くなる
エビやカニは︑生き
ているときは青黒かっ
たり茶色がかっている
のに︑ゆでると鮮やか
な赤色に変わってびっ
くりさせられます︒こ

渋みのもとになってい
る通称タンニンと呼ば
れる物質と同じ仲間で
す︒このポリフェノー
ル系の物質は︑種類は
れはどうしてでしょう︒

エビやカニの甲らに
は︑もともとアスタキ
サンチンという赤い色
素があります︒ところ

何十種となくあります︒

次のように科学的根拠
を説明します︒﹁青菜
にはクロロフィルとい
う緑の色素が含まれて
います︒食塩︵塩化ナ
このクロロフィルの一
部がナトリウムのイオ
ンと結合して︑色あせ

が生きているときは︑

トリウム︶を入れると︑

しにくくなるのです︒

っぷりお湯を入れて︑

そのものに色はありま
せんが︑酸化されると
茶色に変化する性質を
もっています︒ウドを
切ると空気中の酸素に
ポリフェノール系の物
質がさらされ︑これに

そして︑この物質は︑

キュウリを塩もみす
ると色がよくなるのも
同じ理由です﹂鍋にた

アスタキサンチンは単
独で存在するようにな

れてこの結合がとけ︑

この色素がタンパク質
と結合していて︑持ち
味の赤色を出せないで
います︒ゆでると︑タ
ンパク質が熱で変成さ

そこに﹁ひとつまみ﹂
の塩を入れても︑塩の
濃度は○・五％にもな
りません︒やや多めに
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