よくなる気配はなく︑

ているが︑目にみえて︑

ＩｉｌＩＩｉ

︲Ｉ！
中板協総代会

にて︑第六回総代会を

とのことばのあと︑六
月に行なわれた﹁全板
ヨーロッパ視察﹂につ
いて報告がなされた︒

全国組織による
保証制度の発足に伴う

定しました。

工事

一一︑保証の対象となる

こと︒

㈲技能士の資格を有す
る者で︑鋼板製屋根
講習︑銅板製屋根講
習︑塩ビ雨とい講習
を修了した者である

保証︒検定委員会合同会議開催
講習トレーナー

を開催した︒

検査委員会︑講習トレ
ーナーによる合同会議

・瓦棒ぶき

︵心木あり．心木なし︶

・平ぶき

は来年より実施する︒

㈲樋工事
大型角樋・二重角樋

一一一︑保証の対象外

㈹屋根勾配が醒伽より

︵一文字・竪平ぷき︶

・表面処理鋼板

材料︵窯業等は除く︶

・も緩やかな屋根
㈲融雪装置をともなっ
た屋根

・銅板

︵ＳＵＳ三○四︶

・塗装ステンレス

・軒どい丸型

⑨樋工事

㈲公害によるもの
㈱施工後の外力による
損傷

圭巨

的火災および強度の天
然現象︵地震または
下地材など破損を伴
う台風等︶による被

四︑保証の方法

・竪樋

・住宅用角樋

材料
・硬質塩化ビニール
・表面処理鋼板

ありました︒

指導委員会から要請が

れますので組合員でな
い方も組合に加入され
多数受講されるよう︑

この保証制度の施工資
格の講習も今後開催さ

です︒

六○○○円
その他︑工事規模に
応じた保険料が必要

基本料建物一棟毎

㈲保証申請料

判定する︒

雲検査範囲
い建坪血而又は工事額
五十万円以下を小規
模工事として︑写真

施工

例その他修繕に必要な

工

㈹屋根局部の修繕及び
葺替え施工
㈲屋根全面の葺替え施

・ステンレスなど

以上

とする︒

外壁工事側噸ﾝ1ﾗｰｽﾃﾝ）

組合員が施工する工
事のうち建築主から
組合員を通じて要請
のあったものを対象

樋工事角樋二重組大型樋

以上を本年度から実
施して
例外壁工事
・角波・スパン・プ

リント

りました。

その結果

保証委員会では本制度適用工事の範囲につい

・折板ぶき

なお次の工事については、本年度中にマニュ

﹁協調と団結を誓う﹂

一︑保証工事施工者

て指導委員会及び技術専門員（標準構法トレー

㈹屋根工事

アルを策定して来年度より適用されることにな

今しばらく辛抱の時が
続くが互に協力し乗切

次に五十八年度事業
経過報告と決算報告が

の資格は︑

"
延
雷
￨
蕊
緋

議のため保証委員会︑

全員一致で承認された︒

︵重ね式・ハゼ式︶

、平ぶき（カラー鉄板カラーステン）

今年度より全国組織
による保証制度の発足
に伴って︑愛知県板金
工業組合も今年実施を
前に︑スケジュール表
保証事業規約︑標準施
工図︑検査方法など協

いとの要望がなされた・

ののち︑引続く建築業
会の不況の中で中小業
者の多い我々板金業者
に重くのしか掻ってい
る今こそ組合活動の原
点にかえり︑より一そ
うの協調を深められた

続いて五十九年度︑事

例愛知県板金工業組合
の組合員であること

責任施工保証制度の実施について

に努力して行きたい︒

開催した︒

つづいて﹁中板協﹂の
会長である若林全板連

業計画案が提案され︑
全板方針に基づいて︑

得による企業の充実︑

補償制度の確立︑技能
士︑管理技士の資格取

める様決議した︒

屋鰻工蕊息板蕊寵こ鱒ﾗｰ翼ﾃﾝ）

中部板金工業組合協
議会︵静岡・愛知・三
重・岐阜・石川・福井
富山︶は六月二十八日

午後一時︑静岡県板
鈴木氏の司会により開
会され︑静岡県板理事
理事長が挨拶に立ち︑

鍵
r
種

静岡県浜松市﹁やま文﹂

長鈴木辰次郎氏より︑

篭鰯鍵

原価算定方式の推進に
よる企業の合理化︑国
保︑共済等による福祉
の推進等を強く押し進
又それらに対する予算
も承認され︑午後三時
めでたく総代会は閉会

となった︒Ｓ

出席役員は次の通り
日比野理事長︑樽井副
理事長︑平野・宮田・
磯崎・二村・羽柴・大

／折板ぶき（重ね式ハゼ式）

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話732‑1226
発行広報委員会

友．︑斉藤各常務理事
︵七名欠席︶

ナー）と合同で協議を重ねた結果、次の通り決

愛 知 県
板金工業組合

長びく不況打開のため
建設者へ働きかけをし

鍵

Ｌ幸︾

§

磯
蕊

噂︒．．黒︑評盈舜︾︾擁︾︾識︾︾癖︾鰯耀擁︾蝿
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遠路参集された総代各
位に棺いと御礼の挨拶

… ＝
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(1)昭和５９年８月１５日

す︒

⑤・③は各々該当者が必ず提出するもので
一︿︑申込書類の提出先及び問合せ先

〒唖東京都港区虎ノ門１１恥１５
財団法人建設業振興基金・試験研修本部
電話○三ｌ 六一三一︵代表︶
七︑申込受付期間
昭和弱年８月部日樹１９月狸日③
申込みは簡易書留に限り︑締切日の消印の
あるものまで有効︒ただし︑料金別納・料
金後納郵便は締切日までに到着したものに
限り受付けます︒

へ﹁申込用紙及び受験の手引﹂の請求について
①﹁申込用紙及び受験の手引﹂一組三○○円

五

一○

︵郵送で請求の時は送料共一組四七○円・
切手不可︶

②取扱い場所
中部建設協会
〒卿名古屋市中区丸ノ内三
住友商事丸ノ内ビル内
Ⅲ０５２１
九○八六

第一︒四半期役員会

責任施工事業を強力に推進

って説明がなされたあ
と︑申込みハガキを８
月ｎ日までに事務局に
提出しチェックの上一
括して建設業振興基金
研修本部へ送付するこ
とに決定した︒

☆総務委員会関連事項
平野総務委員長より
７月７日の委員会にお
ける審議内容について
報告された︒

全県統一して参加したい︒

・全板奈良大会には組
合から一七○名が参加
し無事終了し︑予算面
においても略々枠内で
納まったことを報告︒
来年度の第訂回大会
は五月二十二日に東京
ＮＨＫホールでの開催
が決定しているが当組
合としては一泊程度の
懇親旅行を組み込んで

実施したい︒

・来年度愛板総代会は
工業組合創立二十周年
にあたるので︑それに
ふさわしい記念事業を

等幅広く顕彰する等︑

このため早急に組合
表彰規定を策定し︑役
員経験者や地区功労者

りたい・

関係者多数の参加を図
その他会館会議室の
冷暖房工事が完了した
ことを報告したあと今
後の事業推進に対し一
層の協力を要請して︑
午後四時散会した︒

茎警響

ーートー

−ノムー

一ｊ４Ｕ

木･村製作所

Ｅ噌僅鑑鮒趨馴
昭和弱年８月剖日建設省告示で近年の建築物
の高層化︑建築材料の多様化等に伴い︑ますま
す重要となわている建築施工管理技術の向上を
図るため﹁建築施工管理技術検定﹂が毎年実施
されておりますやこれは︑年々増大を続ける建
築需要に対応し︑高度な施工技術を確保するこ
とによって︑・良質な建築物の提供を促進するた
めに全国一六○万人の建築技術者を対象に行な
われるもので︑この技術検定に合格した者は︑
建設大臣より合格証明書が交付され﹁建築施工
管理技士﹂の称号が与えられます︒この試験が
次の通り実施されます︒
記

一︑受験資格
㈹学歴と必要な実務経験

学歴等

短大・高専卒

大卒

実務経験年数
指定学科 指定学科以外
一年以上
一年六月以上
二年以上 三年以上
三年以上 四年六月以上
八年以上

された︒

の具体策について︑八
月中に策定したいとし
て︑保証委員︑指導委
員会を中心にその作業
を推進されるよう要望
両委員会ではこれを
うけて七月十六日の合
同委員会をはじめとす
る専門部会︑研修集会
等の日程を組み作業を
推進することに決定した︒

☆２級建築工事技術者
特別研修について
事務局から受講案内
にもとづき詳細にわた

倉晶鐙題

曇一一一一一一

族ススススス

伽獅麺唖柳趣

緊弘弘弘蚤弘

(卒自画ス等ミ湿巳錘襖z）

ZOOV8000』ﾂ全夕
錘9Ｖ800,局&亭自動タイプ

牢自識４，OCPラム

高校卒
その他
す︒

油学歴にはそれぞれ旧制学校等も含まれま
㈲職業訓練法による技能検定︵建築関係︶に
合格した者
昭和弱年ｕ月酪日︵日︶

一一︑試験日

総代会後初の常務理
事会は七月十二日午前
から︑続いて午後一時
半からは理事会が開か
れ︑責任施工事業に関
して現況報告がされた
あと︑﹁二級建築工事
技術者特別研修﹂につ
いて細部にわたり説明
がなされた︒

一一一 ︑ 試 験 地 名 古 屋

頁受験料六︑○○○円

☆責任施工事業
日比野理事長より本
愛知県板として各種構
法施工マニュアルの補
足や実施方法について

業の実施に先立って︑

三申込 書 類
①受験申込書②受験申請書
⑤卒業証明書⑥資格証明書

③住民票④写真

提出するものです︒

曲①から④までは︑受験申込者全員が必ず

１COV2000語りXタイプ

2 Ｖ2000号医
2力qVz50的白"･

本豊『丸石童織錘式倉社内
〒454名古璽市中川区八琢町Ｉの１８
通園０５２(Ｓ５１）１６４１−３

中部板金機械工具;車照

総発売元

牢自睡・200,9白

卒自画250『愛

辱自動300『自も

雁弱弱震１

1章両蓑１

ＰＡＴ

蔚瀧￨名古屋バッタ

Ｘ瞳ｖグー

株式会社ヌカタ製作所

エ蕊所有抱壱･涜永動

昭和５９年８月１５日（２）
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全板連・欧州曾霊
らび︑ビールを立ちの
みする人︑ソフトクリ
ームを買う人︑ソーセ
ージをかじる人︑仲よ
くくっついて語り合う
カップル︑それぞれ休
日を精一ぺイ楽しんで

〆︐Ｌ﹄

Ｔ瞳馬
斉戸藤
充昭

建築板金業界視察団
重要な商業港の一つで
いるようだ︒

ィ橋で仕切られている︒

町のまん中に﹁ハンブ
ルグの宝﹂と云われる
アルスター湖が広がり
森と水の豊富な美しい
たたずまいを見せてい
る︒アルスター湖はエ
ルベ川の水を溜めた人
造湖で内アルスター湖
と外アルスター湖が︑
ロンパルッ橋とケネデ

特に外アルスター西岸
はすばらしいの一言︒

﹁ハン甑フル

目的である

全体的に製品自体大味

回った感想と云えば︑

然かも知れない︒

工具類では手動用︑電
動工具も用途に合った
工夫がされ︑アルミ製
荷上タワー等も種々様
々なものが出品されて
いた︒建設作業用重機
は建物が四・五階建と
高層な建物が多いせい
か︑それぞれの作業に
合った専用機的な機種
が開発されているよう

に見受けられた︒

我々一行は午後六時迄
見て回ったが半日位で
はとても回りきれなか
った︒じっくり見たら
二日間位はかかると思

会場を大急ぎで見て

漁っ︒

があると思う︒

Ｊ錘

こうした人間性︑生活
様式を︑働きバチの日
本人も大いに見習う所

ジョイしている︒

陽気で気さくで親切で
ある︒そして毎日の生
活を家族そろってエン

それからドイツ人は︑

る︒

これを無視して工事を
すると︑市によって取
壊され︑その代金を請
求される事になる︒
だから建物は整然と並
び樹木の緑がみごとに
配置され︑すっきりと
した落着きをみせてい

く決められている︒

ハンブルグ市では市の
計画により︑地域別に
形状︑資材︑色が厳し

ることは出来ない︒

日本では建物を作る
場合には建築基準法が
あるのと同じで︑西ド
イツでも勝手に建築す

あとにホテルへ帰った︒

時間の足りないのを残
念に思いながら会場を

がわれた︒

伝統的な資材︑伝統的
なドイツ技術に新しい
感覚を取り入れた展示
物に研究のあとがうか

ではあるが︑しっかり
丈夫に作られており︑

市︑屋根︑

軒樋は普通サイズが︑
一五○ｍ︑板厚は○・

八叩か一ｍでガラ巻は
十三 の丸棒が差込ん

︵平鋼製もあり︶これ
だけ大きく︑しっかり
していれば人間が中を
歩いたり︑ぶらさがっ
てもビクともしないだ

三国共︑共通していた︒

ウレタン系だと思われ
るが二○○ｍ以上のも
のが常時使われている
ようだ︒ハンブルグの
冬はマイナス二十度位
まで下るそうだから当

グ国際見本

へ出かけた︒

壁展﹂会場

れており︑

会場は一号
から七号館
まで展示さ
一つの建物

が名古屋の
吹上ホール
位あり︑屋
根︑壁等の
資材工具成型品︑加工
機械︑重機に至る迄か
なりの出品数であった︒

である︒

我々視察団も銅板製屋
根︑壁材︑軒樋等に関
心を示し︑通訳をまじ
えて質問をくりかえす
が重要部分へ話が来る
と企業秘密とかで答え

厚の平銅製である︒

金物類は五○ｍ巾×八

大変おいしかった︒

てくれない事もあった︒

いたりしていた︒

工事関係者とみられる
人やグループが熱心に
質問したり︑説明を聞

しかし最初から終り迄

全体的にみて︑製品そ
のものは︑ドイツ人気
質と云うのか︑建物の
構造からなのか︑単調
な製品が多いが堅牢に
出来ている事は共通し

テーブルに並ぶ︒

約二時間はかかる︒

屋根材の銅板は○・五

され展示してあった︒

雨樋メーカーの係員と
の話合の中で日本製ツ
ギメなしエルボと立樋
のサンプルを送ってほ
しいと要請される一幕
もあった︒またその外
には︑アスベスト系着
色亙や石材を十ｍ位に
そいだ屋根材がいろい
ろな形でサンプル施工

食は︑八ンブルグ市内
で格式のある︑ドイツ
料理レストランへ行っ
たボーイがのみ物の注
文取りに始まり︑スー
プ︑パン︑バター︑肉
料理︑デザートの順で

西ドイツ一日目の唇一

った︒

店のドイツ嬢との話合
？︲は大変おもしろか

りながら歩いた︒

我々も童心にかえって
ココナツにあめをから
めた様な菓子を手ぶり
身ぶりで買って︑かじ

ある︒

ヨーロッパ紀行︒広報委員長
全板連視察団一行二
十一名中︑愛板よりの
参加者は︑山田︵西春︶

竹内︑斉藤︵知多︶の
三名である︒

ハンブルグ空港より
バスでホテルへ︒市街
を走るタクシーはベン
ツばかり︒︑日本のクラ
ったところか︒

ウン︑セドリックと云
西ドイツでは︑食事
が一日四回︑土・日曜
日は休日︒一年のうち
二ケ月はバカンスを取
るよう決められている︒

仕事時間は午前九時よ
り午後三時迄が多く︑

又内アルスター湖畔で
はヤングのミュージッ
クショーが催されたり
日本の露店のようなテ
ント張りの店が立ちな

昼の食事を二時間近く
もかけて食べる習慣の
ない日本人には間がも

ｍが一番薄い方で○・

スープは全体に塩から
い感じだが︑肉料理は

女性も男性同様仕事を
持っているのが普通で

てず︑つい︑いら／で︑
し出すのである︒

八皿一伽などザラで

材の厚さである︒

中でも驚いたのが断熱
午後から今回最初の

ろう︒

又食事の内容もレスト
ランではほぼ同じパタ

が多い様だ︒

亙棒状に加工したもの

ある︒

んど変らない︒

ごい人である︒

休日のショッピン
グはまったく出来
ない︒そのため金
曜日・土曜日はす
ハンブルグはベル
リンに次ぐ西ドイ
ツ第二の都市で︑

ヨーロッパで最も

ている︒

ーンである︒

此れは我々が訪問した
b

通貨はドイツマ
ルク︒一マルクが
日本円約九十円で
物貨は日本とほと
Ｌ

』
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おしらせ

▼脱退者

▼廃業

碧南支部板倉永治

西尾支部小島良一
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Ｉ１１１１１１１１Ｉ

一編
︲編
磯記
記︲一
集翼後

て原爆のおそろしさ︑

今年もあのいまわしい
八月六日が近ずいてい
る過日︑﹁広島平和記
念資料館﹂をおとずれ
数々の展示物を目にし

午后五時三十分終了⑧

委員五名出席

・七月二十七日燭快晴
一七六号編集会議

いだろうか︒

この日ばかりは思想信
条を別にして︑心を一
つにした追悼集会を開
くのが本来の形ではな

る気持があるのなら︑

今年も国・県・原水
協・原水禁と云った団
体がそれぞれの会場で
慰霊式と平和行進を行
うとの事であるが︑本
当に原爆の犠牲になっ
た広島市民の冥福を祈

る事が出来なかった︒

そして戦争とは云え原
爆投下を指示した当時
のアメリカ大統領の犬
畜性にも劣る行為にい
きどうりの気持を押え

めて思い知らされた︒

悲惨な出来事をあらた

れて早くも三十九年︒

広島に原爆が投下さ

を行っているとの事︑

血液センターでは献
血された血液は輸血用
血液として安全を確保
するための検査のほか
に︑血液中のコレステ
ロール量など六つの項
目について生化学検査

します︒

クジを引く︒

尚七月中は﹁全国愛

各自ハヅレなしの福引

大変有意義な研修旅
行でした︒関係者︑部
員の皆さん︑どうもあ

の血液助け合い運動﹂

９時から咽時半まで︑

来年も行ないますの

りがとうございました︒

２日目・午前８時出発
船橋の太洋製鋼のこれ
からの外壁材ウオール
パネルの研修︑工場内
で多数のご参加を〃・

〃献血は人と人を結ぶ

です︒

この検査は﹁検査サー
ビス﹂といって献血者
の健康管理の一助とし
て行っているもので献
血のつど提供された血
液をそれぞれの項目に
ついて検査し︑その標
準位と本人の数値を封
書にて自宅宛に郵送し
生化学検査が思わぬ形
で日頃の健康状態を知
ることが出来早目の手
当で命拾いをしたと云
うこともあり健康管理
上大いにメリットがあ
ると喜ばれているそう
最後にお骨折りを頂
いた各々の担当者の方
々に心より感謝し︑全
会員の御健康と御多幸
知多支部

をお祈り致します︒

沼津啓二
●●●︒●◆ａＢｇ９０００５０
■■●︒◆ｅ早●●︒●●ＣＯ●●●●︒●弔自９●巳●ｐ●Ｉ●ｂ○Ｂ●●◆︒■Ｂ
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静 岡 支 店

支部だより

を見学した︒

みんな元気に帰宅︒

午後１時から２時半
まで︑八潮市の盛光の
機械工具を見学︑一路
豊橋へ︑午後８時別分

東三支部脇坂美治

期間中でもあり献血に
参加して頂いた会員の
方々には心より感謝致

きと溜息のなかそれ・ぞ
と思います︒

と入っていきました︒

わった︒献血終了後︑

当日は梅雨期ではあ
ったが幸い好天に恵ま
れ大多数の参加者で賑

無事終った︒

株式会社の御好意によ
り場所を提供して頂き

愛の献血活動

賞品もみんなにわたり
大いにハッスルしまし
た︒散会後はそれぞれ
新宿︑吉原のネオン街
を散歩︑短かい一日を

聯︐雛遜

終りました︒

愛のかけはし″を合言
葉に当知多支部の年間
行事の一環として全会
員に呼びかけ︑去る七
月五日︵木︶午后一時
より半田市内の武豊屋

夜に入って日頃の喉
を競って﹁カラオケ大
会﹂を行ない︑部員の
親睦につながる宴会へ

知多支部献血グループ

れの思い出になった事

東京着その后高層ビル
サンシャイン釦と上野
アメ横などを見学︑驚

〃研修撫繍溌蕃う″
笹野青年部長をはじ
め参加者は部員詑名︑

︾一議蟻

溺蹄滋恩壁⁝驚襲

懸溌

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

地元問屋二社２名総勢
型名で︑弱年度の研修
旅行として６月型・妬
日東京方面へ行ってき

耀
慰
露
鶴
｛ i驚麓鍔講鎖

<
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

ました︒

１日目・午前８時梅雨
空のなか出発︑午前中
車中でこれからの業界
の有り方と発展︑対人
関係︑青年部への希望
など熱の入った討議が
自己紹介と共に始まり
もっと時間がほしい位
有意義な話し合いがな
された︒午后１時別分

準拳

識
子．ごＦ
財 ｱ

唯
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