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た︒

愛知県板からは︑平
野副理事長︵理事長の
代理︶樽井経営対策・
村上技術研究・羽柴訓
練・検定の各委員が出
席した︒

各県委員より全板連に
おける各委員会の会議
情況が報告されると共
に︑各報告事項につい
て協議が行なわれた︒

協議事項の概要は次

名古屋市昭和区
北山町３−８６
電話７３２−１２２６
発行広報委員会

○デｒターの充実
○ブロック毎の流通
機構との懇談

止

○亜鉛鉄板会との懇
談・メーカーの施
工分野への進出阻

証

○責任施工と保証制
度による態勢の確
立・ゼネコンの保

立

ｎｕｖｓ自甘万八Ⅱｙ■■﹄▼ＡⅡｖ○日二ＴＲｎＷ

愛 知 県
板金工業組合

ァ︑重点は責任施工
保証制度ⅡＪＩＳ
相当品の認定
イ︑折板工業会会員
と組合員との関係
ウ︑折板工業会の運
営について
四︑訓練検定委員会
○職業訓練法の改正
：職業能力開発促
進法
について

○訓練校の校長会議
ｎ月９日・於板金

会館愛知県は長
谷川校長出席
○教材テキストの作
成：小委員会設置

異厚生委員会

○新事業の検討
年令問題

に伴う取組方
○新制度の掛金の構

⑩新共済制度の発足

研究

一︿︑厨房空調部会

想

○建築施工管理技術
者試験
特別研修

側﹁厨一房ダクトの施
工﹂について
Ｏテキストの確認
○誹習会について
愛知県はＳ伍年２
月９日に実施
申込〆切日はＳ例
年ｎ月釦日
開催について
銘回大会は九州ブロ

買第羽回全国大会の
マーーュァルの活用

ック：北陸が担当の
予定

弱回大会は中部ブロ

ック・・宮崎県担当

と全板の役割り
○折板工業会の設置
と今後の方向

②折板のＪＩＳ改定

山屋根設計施工技術

一一一︑屋根工事委員会

上

年令妬才以

上

・資格実務妬年以

︵変更もあり得る︶

区６月中旬の予定

・実施時期中部地

別日１２月別日迄

・申込Ｓ伍年１月

②各種資格の活用の

ｎⅢＵ凸且﹄写ＡｍｕＶ■吟▼八ⅡＶ︐同檎▼

②都道府県板への支
援活動
Ｏ未加入業者への呼
びかけ︵組合員の
減少︶

⑧板金新聞への提言
○通信員の活用
について

㈱青年部活動の支援

について

○青年部指導の役員

担当副理事長
︵愛知県は平野副理
事長︶

○第８回技能競技大
今云

援

問題の作成
○第６回研修会の支

一︑総務委員会

による専門分野との
相互不可侵体制の確

⑩流通業者との連携

一一︑経営委員会

ーを決定︒

⑩第詔回全国大会の

開催予定日
Ｓ伍・５・剛

開催地宮崎県

開催準備について
○第師回大会の反省
○第銘回大会の提言

青年部の研究テー
マ毎にアドバイザ

のとおりである︒

於岐阜市

Ｓ釦︒９・個

中部板金工業組合
菰
常任理事会委員合同会議

可
合同会議は午時Ⅱ時
より中部各県の理事長
および全板連の専門委
員が出席して開催され

板
愛
(1)昭和６０年１０月１５日

された︒

３点を述べた︒

以上で発表を終えた︒
愛板青年部
は全国でも
最大部員数
を有し最も
活発に活動

のではないか︒

③青年部事業に部員以
外の組合員の参加を認
めるべきか否か？
最後に︑青年部活動
は直接仕事に関係のあ
る事業だけでなく︑リ
クレーション︑奉仕活
動等も大事であり︑又
部員の人間形成・人格
を高める様な活動もし
なければならない︒し
いてはそれが業界の地
位の向上︑更に人材を
作り出す事につながる

⑤ｉ②
一一
園Ｉ亀

業について説明を加え
た︒引続き高橋が︑青
年部活動を活発にする
為の問題点として次の

しているこ
とを印象づけた︒

全板連青年部ｘ宍Ｑ鐙
研究会で意見発表

続いて野田︑蟹江︑笹
野君が西三︑知多・東
三ブロックの青年部事

な行事を催す︒

⑤総会の議事後︑何か
全員が参加できる様

プ

以 上 が 協 議 さ れ た 内 全体の青年部組織・体
容のあらましである︒
制・予算の概略を説明
今 後 各 県 板 が 取 り 組 ん してから︑帥年度の事
で行かなければならな 業 予 定 を 次 の 様 に 述 べ
い諸問題は山積みして ①施工図講習会４回
おり︑これからも充実 ② 技 能 競 技 大 会 愛 知 県
した会議が運営される
予選田年１月知多
ことを期待する︒
地区担当
︑蝶Ⅲ帝Ｊｉ坐Ⅲ桁ⅢⅢ淵Ⅲ ③２級施工管理士試験
第６回全板連青年部
の受験講習会
研究会が９月配．Ⅳ日 ④作業別研究グループ
浜松市において開かれ
作り︿例﹀ステンレ
ス溶接・加工グルー
愛板青年部より廻名︑
プ︑銅打出しグルー
県板より平野副理事長
がアドバイザーとして
参加した︒今回の研究
会は第１日目に６つの
テーマについて研究事
例発表があり︑第２日
目にそれぞれの分科会
に分れ質
質疑
疑・討論がな

テーマは
①青年部員
の意識

選考

②活動資金
③青年部の
実施事業
④技能競技大会の選手

開拓

⑤建築板金正事の市場

どの面においても愛板

青年部長高僑銀吾

青年部は恵まれており︑

良く分った︒しかし︑

らねばならない︒

今後共全国の青年部を
リードしていかなけれ

分科会においては各
県から色々な意見が出
されたがそれぞれの県
によって部員数．組織
体制・活動資金・地域
性等が違っているのが

②次の４つの組織が互
に連係し合わなければ
親組合も青年部もうま

ばならないと思われた︒

①人材を見つけ育てる
又その人材をフルに使
える様な組織体制を作

⑥建築板金工事業にお
ける積算の機械化
その中で③﹁青年部
の事業﹂について︑愛
知が担当し︑高橋・野
田・蟹江・笹野の４名
が弱分にわたって発表

くやって行けない︒

まず高橋が愛知県

した︒

新折板ＪＩＳ刊行

した︒

暑の日であった︒

今日まで大切に保存
しておられた東区大幸
町の栗田政雄氏を探れ
たのは息苦しい程の猛

していた頃の組合で︑

立連動に奔走し続け︑

少年期の頃である︒父
上と実懇であった浅井
氏の死去により︑消滅
した組合組織を再び設
板金組合を統一して今
日に至るまでの悲喜こ
前記の﹃銅鐘鋳工業

もごも一笹語ってくれた︒

組合﹄︿第一一部﹀と旗

じの通りである︒

に染め抜かれた名称の
由来は当時﹁板金業﹂
は﹁板金﹂と言わず﹁
鋳﹂と称した事はご存

容易ではなかった︒
そこで考えついたのが
フイゴの神様として知
られる岐阜県垂井の壷
宮神社に当時金物を取
り扱う人が参拝する風
習がある事にヒントを
得て︑これを団体で参
拝する﹃講﹂をつくり
業者の同意を集めた・
これを組合づくりの基
盤として︑﹃名古屋東
部銅工組合金山支部﹄
と称し再設立となった︒

った事と察した︒

大変な賛同のもとに設
立された組合であった
とか︑栗田氏の喜びも
計り知れないものがあ

いた︒

こうして﹁金山会﹂
の参拝は組合の行事と
毎年行われ三十余年続

︿第二部﹀と言うのは
その頃名古屋に四区制
が施かれており﹁錨﹂
職人が各地区別に親睦
を兼ねた組合を作って
いた︒

藤原嘉津子

︵事務局︶

辞すること＆した︒

は︑ひとまず栗田邸を

界の﹃ルーツを訪ねて﹂

まだまだ続く板金業

に敬服した︒

廃城と化した戦後は
物資も乏しく︑亜鉛鉄
板はじめ諸材料が統制
され︑組合組織が無け
れば配給が受けられな
い時代から今日の自由
経済に至るまでの日々
を︑いかにも雄々とし
て語ってくれた言葉に
栗田氏の人格の偉大さ

中区を第一部︑・東区を

である︒

第二部と言ったことか
らこの旗が誕生した訳
外地は満州事変の最中
であったが経済的には
それ程の緊迫感がなか
った為か﹁組合﹂その
もの畠感覚は希薄であ
った・

栗田氏は日増しに軍
国主義が深まる気配に
こ接で業者間との連絡
と親睦を計らなければ
と︑消滅した組合を再
設立することに奮起し
栗田氏はこ狸で紹介
するまでもなく板金業
界の長老であり︑今日
ある組合組織づくりの
功労者である︒

しかし︑業者の同意は
難しく︑考えていた程

た︒

﹁銅鍾錯工業組合﹄
は昭和初期の頃父上が
組合組織づくりに貢献

静 岡 支 店

﹁ダク
﹃厨房用ダクト
ｒの
の施
施工
工﹄
﹄誰
講習会の受講希望者を
募集中です︒愛
愛板
板９
９月
月号 を 読んで多数参加して
下さい︒

◎申込締切日帥年ｎ月釦日

■□●旬■

犀砕刷犀吟・順．判禰喰認坪熟・ざ舜鐙謹聴翼蝿

◎申込先各支部長
１
．講習日田年２月９日旧

◎場所未定

れた︒

それはいかにも古く
戦前の板金業界を物語
るかのように歴史が織
り込まれている様に思
われた︒ところどころ
の虫喰いのあとも当時
を懐しむあまり︑その
ルーツを訪ねてみるこ

とにした︒

：⁝旗雷製の戦聴蕊職蕊蛎蕊畷溌

聯勝Ｉいに；蛤祇隠癖蟻職燕識識識

１
国

Ｉ
Ｗ
ｎ

去る七月に改正となりました
﹃ＪＩＳＡ皿鋼板製折板屋根構
成材﹄ができた旨連絡がありま

込み下 さ い ︒

本書をご希望の方は県板事務
局がまとめますので至急お申し

定価七○○円︵送料別︶

事業所の皆さんへ
愛知県企業部

工業に関する

つきましては︑調査
にあたり知事から任命
された統計調査員が︑

各事業所に調査票の記
入についてお願いにあ
がりますのでよろしく
ご協力のほどお願い致
します︒

照会先
愛知県企画部統計課
工業担当
雌ｌⅧ１ｍ内線蜘細
又は最寄りの市区町村
統計主管課

いよいよ夏到来とば
かりに外気に圧倒され
るそんな或る日︑瑞穂
支部の大脇国和氏より
紫の一枚の旗を手渡さ

１

統計調査について
本年も旭月釦日現在
で︑全国一斉に製造事
業所を対象とした﹃昭
和帥年工業統計調査﹂
が通商産業省所管のも
とに実施されます︒

ています︒

この調査は︑我が国
製造業のすがたや︑製
造活動の状況を明らか
にすることを目的とし

時に実施されます︒

静岡市中島７４２番地
電話静岡0542(83)4088(代）

カラー組立雨樋
長尺銅製雨樋鳳園

〈
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

磯1躍鍾

本年の調査では︑製
造業に属するすべての
事業所が調査の対象と
なります︒さらに︑従
業者釦人以上の事業所
については﹁石油等消
費構造統計調査﹄が同

』
Ｉ
難
罵蕊霧
鱗
蕊

霧

昭和６０年１０月１５日（２）
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全国労働衛生週間

害等の防止のための指
針の徹底と休憩・休養
の設備を整備し充実を
図ると共に︑健康管理
に関し年一日の健康診
断を実施し︑その結果
に基づく適切な事後措
置並に作業環境及作業
方法との関連性の検討
を行い︑健康状態に応
じた作業者の適正配置
など︑あらゆる角度か
ら適応性に合った週間
にする様心掛けなけれ

︽ヘヘミミミミ実施される
﹁スローガン﹂

工夫と努力で環境改
善︑心とからだの健康
増進
準備期間砿ｕｌＬ和迄

本週間耽仙ｌ叫刊迄
今回実施される週間
は作業︑環境と健康管
理を主としたものであ
り︑それ〆︑の事業所
に於いては自主管理の
強化と︑健康・体力増
進の活動︑活発化を掲
げ運動を展開する︒
ばならないと思う︒

ないだろうか︒

驚葉秘壌蒋疑篭鐙棄競甥
県板青年部刈谷支部
成型されて出てくる所
でした︒色︑型が違う
物が一つのベルトコン
ベアーに乗って流れて
いました︒部品・パイ
プ・軒樋いと各工程を

百円︑食事なし︶を利
用させてもらい︑旅の
疲れをいやし︑深い眠
りにつきました︒翌日
は一路西へと快い疲れ
と共に刈谷に到着︒

皆元気で一泊二日の青
年部の研修旅行を終え
ました︒又明日はそれ

ぞれの板金店で頑張る

に．．⁝・⁝・

ぞ／︐と言う決意も新た

最後に東洋化学企画
室の田中様はじめ皆々
様にお世話になり︑紙
面を通じてお礼を申し

刈谷望月

上げます︒以上︒

９月蛇日㈲に板金会
館に於て青年部の勉強
活動の一つとして︑午

り易く説明された︒

講師は岡崎の高柳一男
氏にお願いし︑講議内
容も製図通則︑製図と
難しいものも大変わか

県板青年部

施工図の書き方講習会

東洋化学は昭和型年Ⅱ
月に資本金一千万円を
持って設立され︑現在
では十二億円という資

前Ⅲ時から岨時まで︑

それぞれ見学しました︒

本金に成長しています︒

よる製図通則︑

れた︒

午後１時より鋼板葺瓦
棒屋根の施工図の書き
方などが４時まで行わ
当日は雨とあって︑

碧南ＫＳ

されました︒

串﹃︒Ｊ宮︑Ｊ一

より約別名が出席した︒

受講者の遅刻する人も
多少あったが︑全支部

午前中県板平野副理
事長︑加藤氏が来場さ
れ︑青年部員の熱心な
勉強ぶりに感心されて
帰られた︒尚今回の講
習会は中小企業団体中
央会の助成を得て実施

新らしいＪＩＳ規格に
塩ビ・ポリエチレン・
ポリプロピレン等各種
合成樹脂を素材とした
プラスチック製品を出
しており︑樋製品ばか
りでなくビニールテー
プ・かつらの毛等数え
きれないほどの種類で
約千三百種とのことで
した︒夜は東京三田の
板金会館︵宿泊料千七

⁝
１１米×︲土

ボーリング大会開催

岡崎板金工業組合

毎年行われている︑一ソフトボール大会の変

勉強をする皆さん

尚︑家庭における労
働衛生の知識の普及と
従業員末端まで周知さ
せる様に指導する様教
育するならば︑よりよ
い効果が望めるのでは

８６８０８９８６８０８９８６８§８§

を伺いました︒

９月別日︑刈谷青年
部の７名は東洋化学へ
の工場見学会を行いま
した︒刈谷７時妬分に
出発︑目的地は東洋化
学大船工場︑刈谷より
４１５時間位かかると
いう予定で︑目的地に
は昼過ぎに着くよう一
路東へ︒乗物は参加者
が全員乗れる様に︑ワ
ゴン車をレンタルしま
した︒途中事故もなく
東名高速道もスムーズ
に走れ︑予定通り昼過
ぎには目的地近くまで
着き︑工場見学に入る
前に腹ごしらえをと思
い︑ゆっくりしたため
東洋化学へ着いたのは
２時頃でした︒前もっ
て東洋化学名古屋営業
所と連絡がとってあっ
たため︑入口で係
の方の出迎えを受
けました︒まず社
内の一室へ案内さ
れ︑工場長の挨拶

見学させてもらい︑

それより工場内を
かなり広い敷地を
確保してありびっ
くりしました︒

最初に見学した所
は樋の部品︵曲り︑

上合︑エルボ︶が

熱心に施工図の

私達はよりよい環境
の中で作業を進めるた
めには︑室内の換気や
採光︑作業の動作︑姿
勢及び速度︑継続時間
等の作業方法の分析及
びその結果に基く作業
の適正化などや振動障
Ｏ８Ｉ８６８９８６８９８

﹁技能祭﹂開催される

好評になりました︒

第九回技能祭が盛大に開催されます︒
﹁技能士﹂による﹁技﹂を伝承しながら一般の
来場者に製作を楽しんでもらうこの行事も毎年

会場︒名古屋市中小企業振興会館︵吹上ホール︶

今年度も左記のとおり催しされますので︑ご
家族︑友人知人の方々を是非お誘い戴きご参加
下さる様ご案内申し上げます︒
日時・十一月三十日︵土︶︒十二月一日︵日︶
時間︒︵ＡＭ︶十時 四時

！
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行なわれた︒

りに︑今年はボーリン
グ大会を行なうことに
なり組合員・家族・従
業員など町名が参加し
て︑日名町グランドボ
ールで９月８日盛大に

午前９時釦分開会︑
清水組合長︑金沢先生
福尾市議会議員の挨拶
安形氏のルールの説明
皿時より清水︑石原︑
山本︑金沢︑福尾五氏
による始球式で各レー
ン一斉にスタート︒日
頃は仕事・家事に追わ
れている皆さんもこの
日ばかりは仕事・家事
をも忘れなごやかにプ
レー︑各レーンーゲー

ム目はガターの連続︑

２ゲーム３ゲームにな
ると︑ストライクも出
るようになり一投一投
の真剣なプレーに歓声
あり又溜息あり盛んな
声援もあって︑なごや
かな雰囲気のうちに終

引続き成績の発表

了する事ができた︒

優勝金沢先生

二位内山英臣
三位山内板金の奥様

あげます︒

又全員の方々も持ちき
れないはどの賞品を手
に解散した︒尚︑お骨
折り下さった役員の皆
さんに厚くお礼を申し

加納重幸

岡崎支部

わが町︑わがふるさと

嘗縄鵠
九○○年もの歴史と
瀬戸を訪れる前に常滑
で良士を見つけ︑製陶

常滑焼独特のものです︒

の陶磁器に見られない
がそろっています︒

沼津啓二

杜を紹介します︒

次号では︑名所・旧

ます︒

﹁焼き物散歩﹂をぶら
ぷら歩きながら︑こう
した施設にも立寄って
みれば常滑焼の魅力が
知らず知らずのうちに
解明できること猶思い

ひとつ／︑丹念に磨き
上げた肌つや︑渋い朱
色︒そして落ちついた
造型︒それらは朱泥だ
けがもつ独特の風味と
いえます︒この朱泥の
原料となるのが田上︒

粒子が細かく︑発色に
必要な適量の酸化鉄を
含んでいるのがその特
現在︑常滑には数百
の工房・工場があり︑

画零

各種サイズあり、お問い合せはセンター迄

を始めたとする説です︒

古常滑焼は尾張国中

朱泥の急須や置物を中

徴です︒

で瀬戸以外に窯を築く
ことを禁じた織田信長
の禁窯令︵天正二年．
一五七四︶によって壊

滅的な打撃を受けます︒

心に︑陶管・タイル・
衛生陶器・植木鉢・各
種工芸品など︑多様な
常滑焼をつくり出して
います︒又焼物の古里
と呼ばれる常滑には︑

その名にふさわしく陶
磁器会館や民俗資料館︑

陶芸研究所などの施設

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

伝統を持つ陶都・常滑︒

街のいたるところで土
と炎の中に生まれる常
滑焼きに出会います︒

がつくられています︒

その年生産額は弱億円
あらゆる種類の陶製品
日本六古窯のひとつに
数えられる常滑焼は︑
その中でも最も古く︑

伝承が三つあります︒

規模も大きく︑現在ま
でに確認された窯跡は
約剛基︒未発見のもの
やこわされたりしたも
のまで加えると︑数千
基にのぼる世界最大の
古窯吐郡との折紙がつ
けられています︒古常
滑の起源は定かではあ
りませんが︑代表的な

ひとつは︑僧行基が製
陶の法を伝授したとい
う説︒菅原道真が大宰
府に流されたとき︑三
男の英比磨は知多に流

しかし江戸時代後半に
なって復興し︑多くの
名工を輩出するととも
に白泥焼︑大色焼︑朱
泥焼︑藻がけなどの新
たな焼き物を創出して

配となったのですが︑

その従者の梅大夫が常
滑に天神窯を築いたと
いう梅大夫説︒あとひ

なかでも︑朱泥は他

きました︒

雨樋受金具専門店

(
5
)

とつは︑瀬戸の陶祖︒

加藤四郎左衛門景正が

ステンレス軒とい受、樹脂でんでん（ワンタッチ）

常滑編

昭和６０年１０月１５日（４）
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道路交通法一部改正

信号機のある交差点で２段
階右折となりました︒これに
違反すると行政処分１点が付

卜着周義務鱈どＩ

シートベルト着用義務の拡
大などを柱とした﹃道路交通
法﹄の一部が改正され︑７月

加され︑反則金一一千円となり

ＩＩＩ１Ｉシートベル

５日公布されました︒

翻バイクもヘルメット着用義務

分１点が付加されます︒

これに違反すると︑行政処

ります︒

ヘルメットのおかげで大事
に到らなかった例は数多くあ

しなければ運転できません︒

田年７月５日より施行
バイクもヘルメットを着用

ます︒

この機会に正しい交通ルー
ルを確かめ︑運転マナーの向
上と交通事故防止に努めまし
よ﹄フ︒

が付加されます︒

園シートベルト着用義務
９月１日より施行
運転者と助手席の同乗者は
﹃命の綱﹂シートベルトを着
用しなければなりません︒こ
れに違反すると行政処分１点

にはならない︒

さい︒

委員八名出席
午後五時終了

一八九号編集会議

九月一一十七日倫晴

Ｓ
Ｉ

なりつ掻あると思う︒

﹃成立の難きは天にの
ぼるが如し﹂のことわ
ざにもある様に︑少し
も気を抜けない時代に

だろうか︒

れる様になった昨今︑
自分自身が︑どの様な
老後の生活設計をする
のか︑改めて考え直す
必要があるのではない

組合員の皆さん︑正しいルー
ルを守り事故防止に努めて下

事は同じである︒

健康であた強かい家庭
に恵まれ︑何不自由な
い日常生活がおくれさ
えすれば︑人間だれし
も長生きしたいと望む

でたいことである︒

園バイクの右折方法変更
田年１月１日より施行

編集後記

︵万太郎︶

鶏頭に
秋の日の
いろきまりけり

お金ばかりが豊かな人
一七四○︑此の数字
生とは云えないが︑退
何だかお分りだろうか︒ 職金︑年金で老後の保
長寿世界一となった︑
証される会社員と違い
我々の業界はどうだろ

うか︒

我が国の百才以上の老

人数である︒

人生八十年時代と云わ

社会福祉は年々切りす
てが進む一方で︑アテ

そのうち女性が一三八
一人との事︒やっぱり
女は強しと云うところ
か︒何はともあれおめ

