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述べた︒

灘索警ｉトフ坪罷
く

名古屋営業所喬剛○四四一

続いて斉藤会計理事
に決算報告を行うよう
求めた︒昭和五十九年
度収入支出決算概要書
を基に︑収入総額四四
億七一一七万九一七円

について議場に諮った
ところ︑次のような質

板金国保組合会は︑
に伴ない︑組合員一割
午后一時より︑全国各 負担を五十九年十二月
一日より実施せざるを
県板担当議員︑四十名
が出席して開催された︒ 得なくなり︑被保険者
数の減少傾向が生じて
いるが︑医療費に対す
る影響は予想以上に大

支出総額四一億三○三四

決算も中間で予想した
以上の剰余金を得たの
で︑剰余金処分につい
ても︑来年度への備え
をしておきたいと考え

詳細に亘り説明した︒

この後︑前砂総務課
長が昭和五十九年度収
入支出事項別明細書を

続いて小出専務理事
は︑議案害に基づき︑

告を求めた︒

なものであると認めた︒﹂

これを受けた桑山監
事は︑﹁去る七月十一
日に監事三人により監
査を行った結果︑事務
処理は適切に行われて
おり︑その内容は適正

議長は︑第一号議案

旨報告を行った︒

昨年十月からの

明してほしい︒
答：︵事務局︶

国庫補助金の算
出方法について説

問：錦織氏︵宮城︶

いきたい・

現時点では︑多
少の差をあけられ
ていることは事実
であり︑有効な説
明材料に苦慮して
いるが︑今後十分
対抗策等を考えて

新方式は︑概略

︵療養の給付費︑

療養費の費用額︶

なる︒

×だ％× 而で計
算され︑医療費用
額の約躯ｌ託％相
当となり︑この額
は大旨療養の給付
費の約妬兜程度に

以上が当日の会議内

承認された︒

容のあらましです︒

決算の数字について
は全板新聞にてお目通

私達の全板国保は︑

し下さい・

板金業者だけの国保組
合ですので︑その意味
においても本当の助け

組合員各位も︑色々と
事情はあるかと思いま
すが︑相互扶助の精神
にのっとり︑一人でも
多くの方が︑全板国保
労災保険に加入してい
ただければ︑もっと充
実した組合活動が出来

営に大きく寄与して居︑
るのが現状であります︒

引いては︑愛板五十九
年度の決算書でも︑お
わかりの様に︑還付金
及び手数料にて組合運

以上の質疑応答の後．︑ 合いであると思います︒

された︒

議長は第一号議案を諮
ったところ満場異議な
く原案どおり可決承認

三億四○八二万五三九四

第二号議案
昭和五十九年度剰余
金処分に関する件
指名を受けた若林理
事長は︑本年度剰余金

﹁組合員一割負担導入

円の処分について︑

に踏み切った結果︑予
想以上に多くの剰余金

議長は︑これを議場
に諮ったところ満場異
議なく原案どおり可決

てたい哩旨述べた︒

九○○万円︑給付費等
支払準備金に九○○万
円︑退職積立金に二八
○万円をそれぞれ積立

円を六○年度へ繰越し︑
残りを特別積立金に一

三億一○○二万五三九四

置きたいと考えるので︑

来年度の保険料は据え

厚生委員長
磯崎欽伍

望いたします︒

説明材料はないか︒ を得ることが出来たわ
ると思いますので︑此
けだが︑被保険者の減 れ を 磯 会 に ︑ 組 合 員 全
答：︵事務局︶
少傾向等も考慮に入れ︑ 員が加入されん事を切

葉書等を使ってさ
かんに勧誘を行っ
ており︑内容を見
ると当組合より内
容が良く︑組合員
から当組合に加入
しているメリット
等について聞かれ

険者が︑チラシ︑

建設関係の他保

疑応答が行なわれた︒
問：西山氏︵佐賀︶
木村氏︵大阪︶

きく︑十二月以降で一

ることがあるが︑

下廻った︒この結果︑

人当り額一○・五％も

何か説得力のある

④医療費及び付加給付

①庶務事項②被保険
者数③保険料収入

ている︒﹂と述べた︒

し︑議事に入る︒

ついて詳細な報告を行
うとともに︑十二月現
在での決算見込と決算
との約九︑二○○万円
の剰余金増の説明とし
て︑比較表を示し︑組
合員一割負担導入によ
る予想外の医療費ダウ
ンが主な原因であると

議長は本日の出欠状 の状況⑤補助金の収
況を報告し︑会議が成 納状況⑥保健施設事
業⑦趣旨普及事業に
立する旨を告げた︒

第一号議案
昭和五十九年度事業
報告並びに収支決算の
承認を求める件
議長より指名を受け
た若林理事長は︑昭和
五十九年度事業及び決
算の概況について報告
を行い︑﹁健保法改正

以上の説明の後︑議
長は桑山監事に監査報

決算では予定以上の
剰余金を残すことが出
来たが︑被保険者の減
少等の問題も残してい
るので︑組合員ともど
も一致協力して事に当
りたい﹂旨の挨拶をし
た︒続いて議長を選任

等を審議願いたい︒

なると説明した︒

万五五二三円︑差引残
額三億四○八二万五三
九四円︒ただし︑この
うち前年度からの繰越
金が三億四○三万六六
八七円あるので差引三
六七八万八七○七円が
単年度の正味残余額と

冒頭︑挨拶に立った
若林理事長は﹁健保法
改正に連なり︑組合員
一割負担を導入せざる
を得ない等︑大きな変
動のあった五九年度も
ようやく終了し︑決算

冒１１１

愛 知 県
板金工業組合

更新１８１０００一
変史９，０００−

変更１０

新規４８，０００−

新規５０，０００−
更新１９，０００−

変更１１，０００−

更新20,000‑

工事に従事している下

和された規制のま狸︑

ながら現実に従来の緩
する次第です︒

を受けて頂きたく提言

事業主に対して﹁許可﹂

請業者もあります︒

組合事務局では今年
度から﹁許可申請﹂の
代行事務を取り扱う事
になりました︒

事務局藤原

〃

株 主 調 番
定 款

営 業 沿 誼
恥損
損益
益計 算 書

算書
8 ．損
損益
益処
処分
分計算
9．商業登記簿謄本

の勧め

外山章

クトの製作︑板取り︑

いたします︒

展開︑積算方法など：
：大変よい勉強になる
と思いますのでぜひ受
講されますようお勧め

１

ステンレス軒とい受、樹脂でんでん（ワンタッチ）

各種サイズあり、お問い合せはセンター迄

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058328‑287］

ダクト講習

ｌ愛講

指導委員長
何時しかお盆も過ぎ
て残暑厳しい折柄何如
お過しでしょうか︒

皆様方には毎日／︑
家業に忙しく厳しい経
済︑社会情勢を乗り切
る為にお励みの事とお
察し申し上げます︒
今回︑全板連では︑

名古屋営業所 名古屋市西区丸野２−５５ 1FL(052)5027331㈹

申請に必要な手数料
は専門業者より︑かな
り安く別表①の通りで
す︒新規加入・更新ど
ちらでも事務を扱いま
すので是非組合に委託
されます様ご案内致し

Ⅵ主要取引金融機関
8．住民票

Ｌ

愈潤豊I壷淵鴬壷:会敬

営的趣向を取り入れ︑

鉄鋼・建材・機械

ここ一・二年厳しい
通達を受けている元請
業者は﹁許可﹂のない
下請業者に工事の依託
が難しくなって来た事
が現状です︒近い将来
官・公庁の下請施工業
者は施工金額に関係な
く﹁許可証﹂がなけれ
ば工事が出来なくなり

6．営業の沿革

厳しい経済︑社会情勢
を克服する為︑多角経

〃厨一房用ダクトの施工〃

事業の一層の拡大︑充
実を計り雨の日︑風の
日に家の中で作業がで
きるダクトエ事を大い
に取り入れ経営の安定
を計り板金業界の発展
に貢献できる様
を刊行しました︒
これの普及のため︑

数名が受講しました︒

地域毎にトレーナーの
講習があり理事長ほか

す︒

愛知県も早速準備して
指導委員会︑厨房委員
会合同でダクト講習を
実施します︒各支部長
あてご通知しますので
よろしくお願い致しま
内容
小規模ダクトの基礎

、

〆

ます︒

３ ． 便 用 人 数 建設業に従事している職員
4 ． 貸 借 対 象 表 申請直削1年の納税証明害
〃
6．損益計算書

県板事務局

証 紙 代

ます︒

個 人
1 ． ‐ 匡 車 経 歴 書 申蛸直前３年間の主たる工事 明細

い法律になっています︒

法 人 企 業

組合としましてもこ
の制度化に伴い多くの

別表②事業主が揃える書類

蚕感謝 隷 識 禰 測 織 噸 騨 遜 蕊 嘩 蝉 醸 鍵 誕

更新１７，０００−

一工事に付き三○○万
円の工事を請け負った
場合は﹁建設業許可﹂
を受けなければならな

（証紙代は別）

建設省の方針に基づ
いて建設業の下請業者
は﹁建設業許可﹂の知
事認可を必要とするこ
とが厳しく言われる様
になった昨今︑この件
について﹃愛板﹂一月

個人企業（白色申告者）
新規４０，０００−

又元請業者は﹁許可﹂
のない下請業者に工事
を依託出来ない事にな
っていますが︑しかし

〃

工事施工金額
使 用 人 数

1EL(0569)21‑5351(代）

半田市港町３−１００

総合センター

個人に同じ

エ事経歴害

人
9．住宅付近見取図
法

mL(0569)21‑5351㈹

半田市港町３−１００

本 社

１月１日〜12月81日までの過 去８ケ年
2．工事施工金額

(個人,法人に係りなし）
（証紙代は別）

０００−

個人企業（青色申儲者）

新規８７，０００−

ー

綱知識から使用材料︑ダ

』

Ｌ

雨樋受金具専門店

コ

（証紙代は別）

号でも述べましたが︑
個人・法人に拘らず︑

別表①認可申請手数料

昭和６０年９月１５日（２）
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茸j坤』公鐸ふい凸牽や1口̲ J̲･動

︑

わりました︒ＰＭ３時
に会場出て︑一路ホテ
ルの方へ約一時間半程
大洗まで走らせ︑車中
では︑会場の思い出話
しをしながらホテルに
着きました︒

蝉一・〃･異.ｒ､』

鵠...雀ﾏ字

磯

問屋さん︑どうも有

た︒

Ｏ

八ⅡＶｏＯｌ八ＶＶｏＯＡｎＶ７ｏ◇

東三支部
脇坂美治

八ＵＶｏｏｌｈＭＶＯＯ４八ＶＶｏｏＡ川Ｍｙｏ０ＡⅢＶＹｏｏｌハＭＶＯ

難度う御座居ました︒

蕊織灘蕊総識畿溌溌

毎日暑い日が続く今日
この頃会員の諸氏は如
何か作業面に於いては
汗びっしょり︑室内で
はクーラーに頼る程連
日の暑さ︑しかし乍ら
私達は指をくわえてい
る訳にはいかない︒そ
こで当支部は研修会を
催した︒社会に遅れな
い様︑又技術の変化に
対応出来る様に研究と
研磨に励まなければな
らない今日︑又とない
﹁チャンス﹂全板企画
の中に取り入れられて
いる行事の一端︑愛板

盛夏と言うべきか︑

され特に会員の感心が︑

其の後引続いて﹁ア
ルミット︵工業用半田
付︶の説明及実演が催

せて頂く︒

詳細については愛板誌
第一八三号にて紹介さ
せて頂いたものと内容
が重複するので省略さ

にわたっての長時間︑

午后一時より約四時間

知多支部研修会開催

識

問屋親睦会シリーズ
東三支部

マルサン金属建材皿

５

パソコンの発達︑それ
はすばらしいものばか
りでした︒それぞれ昼
食をとりながら︑一部
館で︑裏口から入るな
ど︑小雨降る中見てま

職

太平洋が展望できる
見晴しの良い所でした︑
マルサン金属建材皿 着 き ま し た ︒
二日目︑梅雨空の中︑ 昨夜のつかれと︑会場
招待で︑六月八日夜立
一泊二日︑未来との出 ＡＭ七時︑ドライブイ のつかれをほぐしなが
合い︑筑波博︑水戸借 ンで朝食をして︑筑波 ら︑宴会もそこそこに
楽園へ行って来ました︒ 博会場入口に着きまし 休 み ま し た ︒
三日目は︑ＡＭ８時
ＰＭ９時出発︑一路筑 た︒９時開門となり入
って行き︑それぞれの 半出発︑水戸の借楽園
波へ走らせました︒二
階建バスは︑始めて乗 パビリオンへ入って行 で９時から皿時まで︑
る人が多く︑皆んな二 き ま し た ︒ 宇 宙 へ の 旅 うめ所︑徳川の屋敷を
とか︑ロボットの曲芸︑ 見学して︑一路豊橋へ
階に席をとり︑下は︑
途中で昼食をとり︑車
中カラオケを歌ったり
ＰＭ７時過ぎ︑皆んな
元気に帰途︑大変つか
れる長旅でしたが︑と
っても楽しい旅行でし

；

岨名位しか座る場所が
なく︑仕事でつかれて
寝る人︑下でお酒を飲
む人︑カラオケを歌い
ながら行くうちに︑夜
も更け︑皆んな眠りに

一浬

を通じての開催︒
﹁主題はガリバニュー
ム鋼板について﹂

研究開発からのルー
ツ︑現在のとりまく環
境にどのように吸収し
たら良いか︑非常に中
味の濃い研修会となっ
た︒講師には大同鋼板
㈱の専門分野の方々で
あった︒時は八月一日

深かった様に思う︒活
発な質問も出され和気
あい／︑の内に全日程

を終了した︒
﹁役員会開催﹂

其の後引続いて役員
会が催され今後の事業
計画の検討と反省の討
議に移り︑尚事業計画
として会員相互の理解
を密にと日帰りバス旅
行を計画が打ち出され︑
来る十月下旬の予定に
なる見込み︒日時は追
って支部より連絡させ

々の参加を希望します︒

て頂く事になっており
ますので是非大勢の方

最後になりましたが
今回の研修会を開催す
るに当り色々お骨折を
頂いた武豊屋㈱青木社
長に対し心から厚くお

知多沼津

礼申し上げます︒

棺

第１８８号

板
愛
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岡一崎一青一年一部

筑波科学博・
ディズニーランド旅行

７月躯日岡崎板金青
年部は筑波博︑ディズ
ニーランドへ向け観光
パスで出発︑東名岡崎
インターより一路東京
へ・部員の中には子供
ィズーーー︑これを自分

全世界の化学︑夢を
つめこんだ筑波博︑デ

と魔法の王国ディズニ
ー﹂の世界を血％満喫
したと言っても過言で

さん同伴の人達もおり︑

かろうか︒

製作した山本副部長︑

最後にこの企画を実
行し成功させた沢田副
部長︑名文句の案内を
そして青年部一同参加
者の皆さんほんとうに
有がとう︒

＋感電防止
大容量の電気を使っ
ている某大工場の責任
者は︑受電側の電路は
開いておくのは当然だ
が︑万一を考え供給す
る工場側の電路もまた
全部開いて︑電気的に
は変電施設を完全に孤
立させたのち︑十数名
に作業をさせていまし

機を廻し︑機械の試運
転をしている人を発見

て災害が発生した例に︑

一次方面に︑逆に電流
が流れたために昇圧し

て配電線の停電作業中︑

停電させた需要家側の
電路は閉じたままにし
突然需要家側から逆送
電され電撃傷を受けた
人がいました︒
驚いて調べてみると︑

当日停電になることを
知らされていたその需
要家側では︑

リースした
発電機を回

重したからた

三まりません︒
昇圧した電
一塁
流が配電線
一一ｑ 側に逆送電

はされたので

これなど
まさに〃ま

策した︒

対

全さか︑やつ
安ばり〃︑逆

方向に送電
されること
などは絶対
にない︑などと考えて
いても︑この二例のよ
うに意外な場合もまた
あることを忘れてはな
りません︒

防ぐためには二重三重︑

だからこそ常に危険
を予知し︑その危険を
念には念を入れて処置
しておくことの大切さ
はここにあるのです︒

静岡市中島７４２番地
電話静岡0542(83)4088(代）
静 岡 支 店

カラーー組立雨樋
長尺銅製雨樋鳳鳳

はないと思う︒

バスの中では皆︑ひさ
しぶりに話しに花がさ
の目の前で見た私達は
大変幸せな人間の一人
ではなかったのではな

き︑あっというまに︑
ディズニーヘ到着︒
入場するやいなや︑

オオカミとブタのお出
子供達はさっそく︑

ましだ︒

だかれたり握手をした
り︑そしてどんどん中
へ入っていく︒正面に
は青い屋根の高いお城
がある︒大人でもこれ
を見ただけで心がおど

ろと︑発電１

天候もややくもりで
風がとても気持ちが良

しました︒

るにちがいない︒

い︒ジャングル有り︑
化けの城︑ピノキオ︑

私達の一行は︑﹁夢

変圧器の二次側から

汽車︑蒸気船︑海賊お

!≦且̲麦 蕊 室
変圧器は電圧を降下
又は上昇させる設備で
すから︑もしこの場合
工場側の電路を閉じた
ままにしていれば︑作
業者は何万ボルトにも
昇圧した電撃を受ける

君べ工手ら変を分場・りい灯はの見が

メリーゴーランド︑各
ショーなどもっと／︑
見たい乗りたい︒一言
では表現できない︒こ
れぞまさに百間は一見

と内けざ施てが現こせでつと務工気と。
、をしけ設い作在のんはい蛍所場なこ
発調て、かる業自工かあて光に内くる
ところでした︒

ろ場分遠電し達はまるが何事た何た

にしかず︒

〈
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

や雲，

昭和６０年９ｊ１１５日イ4１

板
愛
第１８８号

″覚王山日泰寺〃

具︑キャップ︑木下地．︑

下地︑軒先︑ドブ︑道

内容

﹁銅屋根本瓦葺研修﹂レポート
申し込み受付

トを作成した︒

愛知県板金工業組合
青年部は︑昭和詔年︑
覚王山日泰寺の銅屋根
工事の現場で研修会を
行ない調査研修レポー

八月二十八日㈱晴
一八八号編集会議
委員七名出席
午後五時終了

ればならない︒

ＧＮＰ比一％枠の見直
など︑政府の政治施政
が気になる昨今である
二度とあの悲惨な戦争
行為をしてはならない
そしてタカ派的な政治
の動向を︑注意深く見
守りつづけてゆかなけ

国神社参拝︑防衛費︑

憲法違反ではないと
しゃにむに︑こじつけ
正当化した︑閣僚の靖

ないだろうか︒

あのいまわしい過去を
忘れかけているのでは

悲しみ︑苦しませた︑

戦争犠牲者を出し︑そ
何倍︑何十倍の人々を

申し込みは

一冊五○○円

青年部日泰寺係

愛知県板金工業組合

役物︑樋部分︑箕甲葺
の取合せ︑棟の取合せ︑
現場研修︑銅板本瓦棒
葺姿図︑写真銘枚︑図
表喝ケ所など

て下されば幸いです︒

全国の青年部員から
の要望もあり増刷する
ことになり︑組合員の
方々にもお頒け致しま
すので各支部でまとめ

●︒■●■■■■企①①■■■凸●凸●●■①①●︒■︒●①■⑪︒■︒■●ＢＢ●●●■●■ｅ■■■凸凸●●●画■■■凸●Ｐ与ら■■■●●■■■■凸●■■●凸●守与

蕊編癖繰需溌溌凝蕪蕊

山柿や
五六頚おもき

︵蛇筋︶

枝の先

戦後四十年︒今年も
厳しい暑さの中で八月

十五日を迎えた︒

年生だった︒

四十年前︑私は国民
学校︵現小学校︶の五

この日がめぐり来る
たびに︑﹁ほしがりま
せん勝つまでは﹂と子
供心ながら戦争に一生
懸命だった当時を思い

出すのである︒

あれから四十年︑廃
嘘から復興し︑今では
世界一︑二の富める国

しかし三百余万人の

となった︒

