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清水専務理事

られ︑多士済々でした︒

私も理事として諸先
輩の指導を受けていま
した︒唖年に常務理事
に選任され岡崎の林さ
ん達と一緒に組合活動

樽井

き有難うございました︒

板の今後の展望などを︑

ご案内の様に組合の機
関紙﹁愛板﹂がｎ月号
で第狐号を迎えること
になります︒第１号が
昭和甥年７月に発行さ
れてから四年３ケ月目
で狐号という事になり
ます︒それで過去愛板
が果して来た役割︑県
テーマに︑お気軽にお
話いただきたいと思い
ます︒それでは皆さん
に一言づっ伺って参り
たいと存じますのでよ
ろしくお願い致します︒
日比野

組合の設立は︑昭和
型年１月加日ですが︑

当時は私もまだまだ青
二才で山口理事長︑朝
日さん︑柴田さん︑栗
田さんなどの先輩が居

この業界は︑戦前の
まだまとまりのない時
期に大脇さん︵瑞穂︶
が協同組合を作られ活

お願いした次第です︒

まず皆さんにお断り
しておきますが︑本日
ご出席いただいている
池田さんは︑昨年まで
問屋会の会長さんでし
た︒今日ご無理をお願
いしたのは︑県板の生
い立ちから県板のすべ
てのことに非常に精通
されており︑いわば組
合の生き字引です︒外
から見た県板という事
でいろいろとお話をし
ていただいたり︑問屋
さんと我々業界が将来
どう進んで行ったら良
いかといった話をお願
い出来る最適の方だと

平野

があります︒

司会

に努力していました︒

Ｉ

本日は皆様大変お忙
しいところ︑お集り頂

卸Ｕ品川叩︲ｕ

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
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発行広報委員会
私は幻年の５月から
理事に選任され大した
事も出来ませんでした
が大変皆さんに可愛が
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に引上げられ現在の私
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Ｌ

ﾛ司窒巷

動していましたが︑戦
後協同組合がなくなり
一時期任意の団体とな
っていました︒協同組
合は例の配給制度があ
り必要にせまられて作
られたものですが︑戦
後配給制度が廃止とな

り協同組合も解散する
という話しになった時
に︑折角団体があるの
に解散してしまっては
残念だ︒板金組合とし
て残そうという意思が
各地にあり各地域に︑

板金組合が出来たので

す︒それから連合会が
出来︑暫くして全国的
に工業組合設立の気運
が高まり︑全板の指導
を受けながら建設三業
種が一緒になって設立
されたのです︒当時愛
知県には大手の板金業

者が非常に多く︑弁の
立つ大物が大勢見えま
したので初代の山口さ
んがこれをまとめて組
合を設立されたのには
ご苦労されたと思いま
す︒草分け時代という
のはいろいろの事があ

す︒

ったと思います︒私も
末席にいましたがなか
なか勇ましい人が見え
て池田さんも問屋さん
として一番気を使って
種々の問題をまとめて
頂いたと記憶していま

池田

私の思い出と言えば
先き程お話の出た昭和
⑫年頃の配給統制時代
はキップ制で広小路の
富国ビルの裏でキップ
で材料を渡していまし
た︒組合員でなければ
配給が受けられないと
いう厳しい時代で︑そ
の頃から私は出入させ
て貰っていまして︑組
合長が大脇さん︑専務
が栗田さんで当時の役
員さんは品物が間に合
わない時など大変だっ
たと思います︒ある時
など役員の主だった方
々５１６人で大阪まで
仕入れに行かれたが思

う様に材料がまとま
らず﹁愛知県中が困
っている何んとかし
てくれ﹂と私共に相

談がありました︒

れました︒

統制時代が終り協同組
合が解散した後︑新ら
しい組合で職業訓練を
取り入れたいという事
になり︑大きな事業を
かかえて発展して来ら

昭和６１年１０月１５日（２）

日比野理事長が就任
されてからは︑技能士
会が出来たり保険業務
を手掛けるとか︑本当
に多種多様な事業を活
発に行なってみえ︑我
々問屋も品物を買って
貰うだけでいいのかと
考えさせられています︒

私が思いますに︑これ
からの業界は組合に入
っていない板金業者は
立ち遅れて脱落して行
くのではないかと心配
しています︒特に情報

が伝わることが大切で
す︒板金業者は全部組
合に入って新しい情報
や業界の動勢を知るべ
きだと思います︒今仕
事があるからそれで良
しとする時代ではない
ですね︒それから組合
は役員の奉仕でなり立
っているという事を組
合員に理解して貰わな
ければいけませんね︒

物好きでやっていると
思われてはかないませ

一彊塑審楠紬

︐蕊犠

︲騨
﹈
一︽｜宮．・鶴・盟
詮Ｈ
蕊識

︑︑ 口癖泊盟・

︾癖溌篭匙簿熟
蕊議

畷認．麹慰︾

堅．．．

んからね︒︵笑い︶

毎

鳶撫鍵

っています︒

我々業者としてもどれ
だけ皆さんのお役に立
っているかという事も
これから気を引き締め
て考えねばいかんと思

綴

が伝わらない︒今業界
の動きがどうなってい
るのか︑今やっている
ことでいいのかなど時
代の変化について行く
には矢張り組合の指導
によって末端まで情報

ふ壬痛

舞鶴

板
這
第２００号

清水

村上

全国的に見てもトップ

年部の活動も含めて︑

ついついワンマンにな
り易く︑良い参謀や後
継者が出来ないという
誤りをおかし︑そのた
めに良きも悪しきも全
部一人の責任になって
しまう︒皆さんの意見
を良く聞いて︑組合の
仕事はしなければいけ
ませんね︒ところで愛
知県の組合活動は︑青

熱心にやりすぎると︑

指導者はあまりにも

平野

ないでしょうか︒

愛板如号記念という
ことで大変お目出たい
ことです︒私が組合に
加入した頃は︑岡崎に
林さんという業界中興
組合が設立された︑
の士とも言うべき立派
な方が見えました︒又 当時から山口さん︑柴
な か な か 先 見 の 明 の あ 田さんなどの諸先輩か
る人でした︒県板に加 らいろいろ指導を受け
入 す れ ば こ れ が 全 国 組 ながら組合の仕事を一
織 に つ な が り ︑ 業 界 の 生懸命やらせていただ
いていましたが︑当時
大きな発展になるとい
うことで︑私共もこの と比較すると業界も大
呼びかけに応じて林さ 変な様変りをして︑取
んについて来たと言え 付 と 製 作 が 分 離 し て し
まい︑技能の育成とい
ますね・
愛板は私達に直接関係 う面から見るとちょっ
する情報を伝えてくれ︑ と淋しい様な気がしま
すね︒これからの指導
者は経営と技能をどう
両立させるかという面
でむつかしい時代では

古新聞だ﹂という声を聞

全板新聞で全国の動き
を知るという大切な機
関紙だと思います︒皆
さんは大きな関心をも
って愛板を見てほしい
し︑愛板が果して来た
役割も大きいと思いま
す︒しかし︑一部の地
域では配付の方法に問
題があり﹁新聞でなく

き大変残念に思ってい
ます︒今組合では共同
保証事業とか種々の大
きな事業が進んでいる
時です︒ぜひ組合員の
皆さんも僕は工業組合
の組合員だという意識
を新たにして︑愛板を
読んでほしいと思いま
す︒

に近い活力があります
ね︒少し前にもどりま
すが︑職業訓練を組合
の事業として取り上げ
ることになり︑まず指
導員免許を取れという
ことになり︑説明会を
開いた所﹁何故そんな
ものがいるんだ﹂と喧
々薫々となり︑説明に
来た役所の方も困って
しまった事がありまし
た︒しかしこれからの
建設業界は何かにつけ
て資格が必要になりま
すので︑初めの頃はい
くら説明しても無関心
でいざとなってから慌
てる事のない様︑組合
の情報を適確につかん
でほしいですね︒

日比野

今と十数年前とでは
業界も大変な変り様だ
と思う︒当時はどんな
事業をやるにしても︑

い様な状況だったし︑

号令一下先に進まなけ
れば事業が達成出来な
リーダシップを発揮し
て何がなんでも進めと
いう様な人が必要な時

代だったんですねそ

あるということです︒

うなれば十人の賛成が
あっても八人の反対も
その頃でいえば矢張り

私も理事長になった

訓練校が出来た事が一
番大きな出来事です︒

愛板が発行された契
機について伺いたいで

司会

駄目ですね︒

設立の時からの念願で
あり非常に長い年月を
かけて出来上った経緯
があります︒これから
は大きな事業を進めて
いくのには中心となる
しっかりした組織を作
りやって行かなければ

会館の建設は組合

平野

ろしくお願いしますよ︒

真剣に取り組んでおら
れるが充分納得の行く
解決が望ましいのでよ

務委員会や事務局が︑

の減少傾向にあり大変
残念なことです︒何ん
とか組織を強化する様
な活動がしたいもんで
す︒それから今︑会館
建設出資金の件で︑総

組合も今や組合員

清水

ないかと思っています︒

ていきたいですね︒

どんどん皆さんの意見
を言ってもらい︑組合
を活力のある組合にし

する不満があるのでは

います︒

時に三つの組織があり
これは大変だというこ
とで︑組合に委員会制
を作りました︒これは
大変良かったと思って

当時の組織率はどん

司会

なでしたか︒

平野

転している︒

尾張地方は当時の役
員さんが大変骨を折ら
れてアウトサイダーが
少なかった︒しかし指
導者が変られると︑結
束が欠けてくる︑三河
知多地方は組織化をす
るには尾張を見習えと
言われていたもんです
が︑現在ではこれが逆

樽井

思います︒

組織化を進める時は
必ず何らかの反発が出
ますね︒そんな時愛板
の様な機関紙で一般の
組合員の方に情報を正
確に伝えるという役割
は大変重要なことだと

村上

組合も指導者が変れ
ばその運営に変化が出
て来るものですが︑特
に最近は世の中の変化
が激しいので︑組合員
の方々に組合活動に対

第２００号

すね︒

日比野

組合も多様な事業
を実施するようになりへ
役員会などによる情報
伝達方法だけでは組合
の活動が正確に伝わら
ない様になり︑これは
いかんと栗田さんが最
初の労を取られた︒文
才もあって︑一人で一
生懸命やられた功績は
大きいです︒又︑当時
は七福会という会があ
ったが認このメンバー
は組合の御意見番とい
った存在で︑いろいろの

まとめをやりましたね︒

県板会館の建設では

司会

んでほしいと思います︒

職業訓練と技能士会の
記事ばかりという感じ
でしたが︑その当時は
それが最大の関心事で
あったんですね︒今は
情報時代ということで
いろんな記事が載って
多彩です︒こういう時
代には一層関心をもっ
て愛板の記事をよく読

ある時期の﹁愛板﹂は

樽井

板
愛
(8)昭和６１年１０月１５日

ですね︒

大分いろいろあった様

日比野

弘年に現在の建物の
半分が出来て︑事務所
を移転しましたが︑現
在事務局になっている
方は完成までに大変な
苦労をしました︒訴訟
問題もあり︑半年位︑

計画より工事が遅れて
しまいました︒しかし
何と言っても会館が出
来たのは組合員の皆さ
んの理解と協力のお蔭
です︒組合のシンボル
が出来たということで
本当に嬉しかった︒そ
れまでは︑理事長が変
る度に事務局も変ると
いう具合で︑健康保険
や労災保険の手続など
いろんな面で組合員の
皆さんに不便をかけま
した︒

樽井

練校を併設するには︑

日頃は組合のことで
余りお役に立っていま
せんですが︑会館の建
設には私としては本当
にせい−杯やらせてい
ただきました︒会館建
設地も二転三転し︑訓

あり大変でした︒

設備や施設の面でむつ
かしいなど建設着工す
るまでにいろんな事が

司会

いします︒

問屋会さんには会館
の建設に当って大変な
ご協力を頂いておりま
すが︑会館が出来たこ
とによるご感想をお願

池田

まず二つの見方があ
りました︒一つはなぜ
こんなに資金を使って
会館を作らなければな
らないか？︒もう一つ
の見方は︑さすがこれ
からの時代に即応した
立派な計画だというこ
とです︒私と伊藤さん
が当番の時にご相談を
いただきまして問屋は
板金業の方々があって
こそ生きて行けるんだ︒

われわれ業界が良い材
料を使っていただかな
ければ何んにもなりま
せんね︒この機会に組
合とタイアップしてや
っていくようにしなけ
ればいけませんが︑不

制度を作られたのに︑

共同保証という良い

池田

力をしてほしいですね︒

ん特に問屋さんには大 とすべきことかも知れ
変お世話になりました︒ ませんが︑工業組合も
組合員一同感謝してお 共 同 保 証 事 業 が 発 足 し
りますよ︒
たところですが︑今巷
ではカラー鉄板の粗悪
平野
品が出回りつつありま
す︒組合としては共同
保証をやると言いなが
ら粗悪な品物しかない
となったら我々業界と
しては仕事がやれなく
なってしまう恐れがあ
ります︒問屋さんは折
角ある良い品物例えば
保証鉄板などを売る努

けませんよ︒

会館が出来ないまま
で過ぎていたら組合も
今程活発ではなかった
と思います︒組合員の
皆さんとお話し合いを
する場所が出来たとい
うことは非常にプラス
になっていますね︒昔
は会議の度に他所の事
務所を借りたり︑場所
がないからと料理屋の
座敷でやっていてはい

司会
憶がありますね︒

理事会も銀行の会議
室とか︑転々とした記

日比野

会議の場所や日時を
決めるのに︑大変困っ
た時代がありましたね︒

この頃から組合に委
員制を導入したと思い
ます︒

では最近の話題を少

司会

平野

しお願いしましようか︒
ておれませんわ︒

持ちつ持たれつが一番
大事なことだと言う事
で協力させていただき
ました︒今は会館が出
きた事により組合も大
いに進歩し活発になっ
て来ました協力させて
もらって本当に良かっ
たと思っています︒我
々問屋会もぼやぼやし

これは問屋を中心と
して︑メーカーも含め
た話し合いの場で話題
あの時は業界の皆さ

日比野

ます︒

安がないわけでもあり
ません︒悪い波紋が広
がることを心配してい

特にお願いしてお

日比野

なれば組合としても﹁問

きたいのは︑亜鉛鉄板
問屋会の会員は︑そう
した品物は取扱わない
様にしてほしい︒そう

下さい︒﹂と言える︒

屋会から品物を買って

今︑高速道路や鉄

池田

道の沿線を見ると︑ト
タンの錆る標本を並べ
ている様なもんだと思
います︒その上に粗悪

品を使ったりしたら︑

施主に対して面目があ
りません︒折角技術を
磨いて共同保証︑責任
施工という立派なこと
をやって頂いているの

に︑材料が悪くては何
んにもなりません︒

います︒

しかし︑今お話しのあ
った様なことがないと
は言えませんので︑組
合としてこの問題を取
り上げて頂ければ大変
有難いことですし︑そ
うなれば作る方も自粛
するんではないかと思

外部輸入を含めて

平野

で対処して下さい︒

こうした問題に対処し
て行くには︑問屋さん
を頼りにする外ありま
せん︒ぜひそうした品
物を扱わない様にして
ほしいし︑組合も厳し
い対応が必要だと感じ
ています︒問屋さんも
全県一本という考え方

池田

願いしていきます︒

私共としては︑ぜひ
そうした品物をお買上
げ頂かない様皆様にお

指定された材料が

樽井

入手困難な時がありま
すが︑例えばロットの
関係等で︑しかしＰＲ
するときはどんな種類
でもすぐ間に合う様な
言い方をされる︒良い
材料を使って︑保証事
業に︑乗って行くため

には︑大量に買わなけ
れば︑その品物は手に
入らないでは困ります
うですか︒

あるし︑皆さんに投稿
をお願いし採用した方
に粗品を進呈したらど

一般の将稿にはお礼を

司会

ので︑特注品などはカ
タログに明記するか︑

説明をはっきりしてほ
しいと思います︒

せん︒

ではこの座談会の終
りに望み県板の将来に
ついて一言づつお願い
致します︒

平野

いと思っています︒

全組合員に参加しても
らって我々業界の信頼
度を益々高めて行きた

共同保証事業も長い

日比野

ｒ

譲篭

池田

先程から共同保証に
ついて︑いろいろ話し
が出ていました通りで
しっかりした技術で良
い材料を使って仕事を
すれば自然に顧客の信
用が増してくることは
当然のことであり︑そ
うした良い環境を作る
ことは︑息子達後継者
に対しても良い影響を
与える︒組合員が一丸
となってこういう方向
に進めば︑組合も活力
が出て来るし︑皆んな
が喜んで後を継いでく
れる様な業界にしたい
ですね︒

ですね︒

組合の活性化と言う
ことが良く言われてい
ますが︑これは組合が
取り上げる事業を一つ
一つ皆んなで盛り上げ
て行くということでし
ょうね︒これからも組
合はいろいろな新しい
事に取組んで行かなけ
ればならないと思いま
すので︑愛板などをよ
く読んで貰い︑大いに
関心を持って貰いたい

清水
今言われた新しい事
業も大切ですが︑現在
組合がやっている事業
にも関心をもってほし
いですね︒例えば健康
保険とか労災保険など
でも組合員の皆んなが
工業組合のやっている
保険に加入してくれれ

ば財政的な面からも︑

と思います︒

予猶が出て来て新しい
事業に取組めるといっ
た具合です︒どしどし
組合を活用して皆んな
が喜べる組合にしたい

池田

皆さんの組合ですか
らこれを盛り上げて良
い材料で良い仕事をし
て発展してもらう︑こ
れしかありませんね︒
組合員の皆さんの益々
の活躍を願っています︒

有難うございました︒

ます︒

長時間にわたり︑組合
の過去から未来までい
ろいろ有意義なお話を
して頂きましたのでこ
の座談会の様子を皆さ
んにもお知らせして今
後の糧としたいと思い
お忙しいところ本当
に有難うございました︒

︵敬称略︶

たれるものがあった︒

私は本を読むことが
好きで︑暇さえあれば
何かを読んでいる︒最
近は歳とった故か︑む
つかしいものはさけて
専ら文庫本にしている
が︑最近読んだ水上勉
の﹁長い橋﹂には本当
に感銘した︒売春︑置
き引きの十七才の少女
を更生させるため努力
した保護司の物語りで
あるが︑大体の本は読
み拾てて後に残らない
が普通の処︑読後心打

った︒

最初の一・二号は東京
の小泉氏に教えて貰っ
たが︑その後は毎号追
われの苦労の連続であ

きたからである︒

然し難儀はするもの
の︑出来上った新聞を
見ると一ときの苦労も
忘れて嬉しくなるもの
で︑この気持は現在そ
れに当っていられる組
合の方々も同感であろ

特に私が誇りにも思
い且又載せ甲斐のあっ
たのは﹁賊鉾﹂による

自分で・発行した当時︑

大切であろうと思う︒

新聞の発行はこの心が

うと思う︒

得ることである︒

業界新聞の発行は勿
論組合の行事の予告︒
報告が主であるけれど
も︑それにも増して大
切なのは啓豪でなくて
はならない︒つまり訴
えることである︒それ
は教育であり指導であ
り新聞を通して共感を

ことである︒

コラム欄である︒思い
ついたこと︑目又は耳
にしたこと等を筆にし
て訴えることの出来た

″新聞発行の苦労と喜び〃

愛板二○○号に寄せて

Ｌ

二○○号達成おめで
とう︒と先づ申し上げ
るが︑私としては心か
らご苦労様と言わずに
はいられない︒ことほ
ど素人の新聞発行はむ
つかしい︒原稿︒編集
校正をえて発行にいた
る︒その間の苦労が身
にしみてわかる私であ
るからである︒と言う
のは自慢話になるよう
で恐縮だが︑四二年七
月に第一号を出して以
来︑五十年五月の八三
号まで︑一人で原稿書
きから発行までやって

鋪

司会

ん有っての我々です︒

今皆さんのお話を伺
って︑私共も非常に心
強く感じました︒何ん
といっても板金の皆さ

皆さんご存知ない？
これはもっとＰＲしな

出すことにしていますが︑

将来考えて行きたい︒

の減少が目につく様な
状況ですが︑組合の活
動を充分理解してもら
って組合員の確保増強
に努力して行く必要が
ある︒後継者不足︑経
営不振などその原因は
いろいろあると思うが
減少の原因を究明する
ことも大切な事であり
どうしたら組合の活動
と組合員の発展とつな
がるのかということも

では時間もあまり

司会

事業を一層充実させ︑

年月をかけましたが︑

これは何処でも共
通の悩みだろうと思う︒
全板新聞でも各県から
の投稿が少なく弱って
いる様です︒それから
日時の制限のない重要
な記事は二度︑三度と
重ねて出すと良いと思
いますが⁝⁝⁝

樽井
愛板の投稿を年間計
画の中で地区別当番制
にしたらどうかと思う︒

ったらどうでしょう︒

私共は外から見た機
関紙の感想ということ
ですが愛板が来ますと
社員が皆んなで回し読
みしています︒組合員
の動勢とか︑組合の事
業のことが良く解りま
すから皆んな喜んで読
んでいます︒原稿の集
収に困ってみえるとい
うお話しですが︑問屋
会へも投稿依頼を住宅
情報委員会にしてもら

村上

ここ二・三年組合員

村上

樽井

やっと発足することが
出来ましたので︑この

ければいけませんね︒

合の将来の展望とか︑

清水

ありませんが︑工業組
愛板の進むべき方向な
どについてご意見をど
うぞ︒まず愛板の内容
などで何かありません
か︒私も委員長をして
いて悩んでいるのです
が︑原稿がなかなか集
切
湧
蕗

まりませんね︒

、万君

てみたらどうですか︒

鍾

組合員だより︑例え
ば家族紹介︑工場訪問
など新しい企画も考え

僅
、
｡･
』
：

日比野

識
隣県対策もやっていま
すし新しい情報交換の
場が出来るかも知れま

騨
＊

両

委員長の苦労は解る
ので︑今提案のあった
当番制も一つの方法で

鉛簿､司

昭和６１年１０月１５日（４）

板
函
第２００号

何も仕得なかったこと
を今になって反省し︑

を続けて頂きたい︒組
合と組合員とを繋ぐ掛
け橋であるからである︒

最後にもう一度ご苦
労さまと申し上げる︒

板﹂の創刊は四二年七
月であるから︑二○年
の年月を歩み続けてき
たことになる︒私が担
当したのは第一○一号
から︑第一二○号まで
である︒五四年の一月
に機構改革し︑新体制
での衣替えを図り︑委
員会制を採用した︒

えた︒

て沿革を知り︑現在を
把握することだと︑考

一回約一五○○字︵三
段︶︑半年シリーズと

り﹂︑板金随想である︒

題して﹁板金今昔物語

ていた私の机の上を︑

丁度愛板の原稿を書い

よ︾フな錯覚を︑おこす
温和な相である︒

深く︑お詫びしたい︒

想い出す︒半年間にわ
たり︑執勤に原稿の催
促をしつづけたことを

お話しをうかがい私が

一点を疑視している︒
筆は︑中々進まない・

宅に︑うかがった︒

暑い時である︒暑中お
見舞いと称し私は︑お

されたことがあった︒

ファイルを見たが︑欠
刊が多い︒そこで﹁愛
板﹂第一号から第八三
号までを発行された元

いう骨格である︒
五三年六月︵第一一

愛知県板の近代史が︑
出来上ったものである︒

それにしても︑立派な

書こうかとおしやった︒

まで五回の連載であっ
た︒氏は途中体調を害

聞き書きしたことを︑

机仁向ってジーッと

副理事長栗田政雄氏に︑

年一月︵第一一八号︶

四号︶から始って五四

のぞきこまれ何か一つ

だということだ︒

電話して事の次第を申
し上げ欠刊のご提供を
お願いに及んだ︒突然
怒鳴られた︒貴重なも
のを紛失するとは何事

は当然である︒

栗田さんの︑お叱かり

知らないところである︒

しかし︑私のあずかり
兎も角︑栗田氏宅を訪
ずれた︒種々お話しを

一人一人が︑はっきり
と意見をして︑協力的
な考えを持っているよ

うに思います︒でもこ
れからは︑今までのよ
うな組合活動︑考え方
では︑二十一世紀時代
の住宅産業に︑乗り遅
くれてしまい︑板金店
はいつしか消えてしま
うのでは？
この板金店の名称︑仕

昨今です︒

ようか？疑問に思う

い方だったと思います︒ 事内容は︑二十一世紀
の住宅産業に相うでし

自分の支部は二十数名
ですが︑組合同志は良

でしょうか︒

仕事の仲間︑同業者と
の交流が大切ではない

りですが︑それには︑

これからは︑家族に愛
されお客さんに喜んで
もらえ︑世の人に信用
される︑良き板金店に
近ずくように行くつも

では︒

でもこれからは︑真
の人間性を問われるの

る程度の信用も付き︑

させてもらいました︒

社会的にも色々と勉強

の中で一人前の目で見
られるようになり︑あ

理解があったからこそ︑

早くも︑二○○号！
今日愛板が︑二○○号
の新聞発行に至った事
は︑数多くの組合員の
協力が得られこの日に

に加入しました︒

私も十四年前に独立し
てから二年後︑組合員

うかがった︒
そして︑私の要請を︑
心よく受け入れられた︒

かくて第一号 第五○
号︑第五一号から第一
○○号までの︑二冊の
ファイルが︑完全な姿

今日の自分は︑世間

二十八才の若さで開業
し︑不安が少々ありま
したが︑自分が何時か
︵板金店の立派な︑親
方として世間に信用し
てもらえるように︶と︑
夢を見て来ました︒
ある時は一生懸命に︑
仕事をしても︑集金が
出来ず泣きました︒

至ったと思います︒

で︑書棚に納まった︒

労もありました︒

思い出せば︑色々と苦

その一つに︑広報委員
会があり︑﹁愛板﹂の
発行は︑この委員会に
引継がれた︒企画・原
稿依頼︒割付・校正・
発行と︑素人が︑新聞
を︑つくるのは︑全く
大変な仕事で現在︑こ
れにたずさわっていら
れる委員長以下︑委員
の方々のご苦労が︑偲
ばれて︑感謝の念で一
杯である︒﹁愛板﹂に
まつわる想い出二つを
ここに記し︑ご厚意に
九月二十三日秋分の日
一︑栗田政雄氏のこと

な︑歴史資料である︒

これは板金組合の大切

報いることとする︒

私は五二年四月に板
金組合に奉職した︒

栗田さんに︑心からの
一一︑小原茂氏のこと

お礼を申し上げる︒

五三年新緑の色増す
頃︑杖を片手に︑瓢然
と一老人が︑組合事務
所を訪ずれた︒﹁理事
長いるかい⁝⁝﹂とい
った調子︒中川支部の
小原さんである︒どこ
かで︑お目にかかった

本社愛知県稲沢市高重中町５３７１ELO587(32)41鶴iffj〒492
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詫びなければならない

兎に角︑心して新聞

位まで担当された後︑

の連続でした︒

五十三年から三年間広
報委員の皆様と苦楽を
共に出来た事は今から
思えば︑大変倖せでし
た︒

総務担当である︒健康
保険︒労災保険以外の
業務はすべて総務の担
当である︒前任者不在
のまま数ケ月経過して
いた︒従って当然の事
ながら︑事務引継ぎは
ない︒

業務遂行のためには︑
﹁愛板﹂第一号から︑

現在号までを︑一読し

応三和式農'一目換繍

思いが一杯である︒

目でとうございます︒

事務局が担当され一二
○号代になって広報委

た︒栗田さんが八○号

県板が︑委員会制度を
発足したのが五十三年
員会が引き継ぎました︒

発刊二○○号大変お

と記憶しております︒

と思います︒

愛板︑全板新聞が組合
員の皆様の手元に届く
のが︑たとえば一月号
とすれば二月中に読む
ことができれば最高だ

当初は中々記事が無く
メーカーさん︑問屋さ
んの代表者又色々な方
に投稿をして頂き紙面
を埋めるのに四苦八苦

早いのに驚きました︒

始めての広報委員長を
仰せつかり柏子木なら
自信がありますが︑ペ
ンの方では請求書を書
くのも苦手と言う者で
すので大変面喰らいま
した︒最初は元事務局
長の鈴木さんの手ほど
きで始めました︒月刊
紙ですので︑毎月の広
報委員会日の来る日の

鈴木さんの話に依ると
全国の板金新聞の中で
も月刊紙は愛板と東京
都板だけと聞きました︒

創刊号から愛板を手懸
けられた栗田元副理事

これからも愛知県板が
続くかぎり愛板も栄え
あれと︒

栄の至りである︒思え
ば︑在職六年間︑柴田
体制︵基礎期︶から日
比野体制︵発展期︶へ
の移行期に当り想い出
は数ず限りない︒﹁愛

妾

i
l
j
I

Ｉ１

長さんが非常に博学で︑

﹁愛板﹂が一○月号
で第二○○号を迎える
とのこと慶賀に堪えま
せん︒特集号計画中に
つき何か想い出をとの
お手紙である︒誠に光

筆まめでおられたのに
は唯々頭が下がりまし

：

第２００号

板
愛
(5)昭和６１年１０月１５日

昭和６１年１０月１５日（６）

昭和支部．︾
私達は︑毎日見てい
る︑新聞やテレビによ
って︑色々の情報を見
たり聞いたりしていま
す︒早起きの人など新
聞の来るのが待ちどお
しいくらいだと思いま
す︒新聞休刊日などは︑

どうももの足りない気
がします︒

ところで我が愛板は
いかがでしょう︒届く
のが待ちどおしい︑そ
んな愛板でありたいと
思います︒板金業の情
報紙として皆さんのお
役に立てればと思いま
すがともすると︑講習

なると午後三時からの
委員会は︑本当に大変
です︒そんなこともあ

よく晴れた良い日に

話しは変わりますが編
集委員会を毎月下旬に
ひらいているのですが
幾日も雨の日が続いて
ちょうど委員会の日は

お知せ下さい︒

ぎてしまってからだっ
たり︑行事など終って
いることがあると思い
ます︒早めに載せられ
ればいいのですが︑記
事を集めるのが大変で
す︒どうしても事後報
告の記事が多くなると
思います︒各支部の行
事を早めに広報委員に

会など︑申込日が過

板
愛
第２００号

当時の記録によれば
スタッフはごく少数で
記事の収拾︑編集︑校

を期待します︒

湾

又今日紙上に見られる
各種講習会は︑我々の

きびしいものですが︑

これを乗り越えて︑後
輩に伝えて行かなけれ

ばなりません︒新聞

一つ輪につなぐ新聞は︑

﹁愛板﹂もその一つで
す︒県内の同一業者を

技術の糧となります︑

活動も必要です︒

実される様望んでいます︒

て︑今迄以上に新聞が充

我々にとっても大きな
力となってくれるでし
ょう︒先輩から受け継
いだ財産をより一層大
きな力にする為にも︑
組合員皆様方のコミニ
ュケーションの場とし

そして技術の永続向上
と言う事になると︑そ
れを受け継ぐ側の啓蒙
一組合員の体験でも
紙面を通じて全体の肥
しとなり︑社会に於け
る我々の教育の場に発
展します︒これも﹁愛
板﹂のめざす目標の一
つであると考えていま
す︒現在の我々を取り
巻く経済環境は︑大変

将来を考える上には遅
配が取り沙汰されてい
るが行事などの催事の
予告は過ぎてから新聞
が手に届く事があると
思うが︑必要な事は期
日までに︑支部長を通
じて連絡するシステム
なので︑それほど問題
ではないと思う︒それ
より新聞を見ずに︑そ
の場で拾てるか︑残し
ておいて後で目を通す
かが問題だ︒新聞の内
容も︑以前は本部の事

か︑業界の現在︑過去︑

機関紙﹁愛板﹂にお
いては︑組合の運営と

見る気もしない︒

ニュース性が濃いもの
であり︑昨日の新聞な
ど余程の事がない限り

毎朝目を通す新聞は︑

脚判釧副剰訓ⅢⅢ洲剛胤坐蝿刊Ⅲ剰噺１挫嘩Ⅲ

した時はあぶら蝉や︑

揖斐高原では︑すす
きの花はすでに枯れ尾
花となり︑稲の取り入
れも終り︑冬仕度が進
んでいた︒仕事に着工
ツクックボウシの鳴く
緑の濃い山もすでに色
づいている︒﹁愛板﹂
も最早如号を迎える事
になりました︒広報委
員ができて七ヶ年︑一
年毎に顔ぶれも変り多
くの方に編集に携わっ
て頂いたが︑一宮地区
の私は後継者のできる
までのつもりが︑役に
たたない古株になって
しまった︒お蔭で︑そ
れまで途中で息切れす
ることなく続けて来ら
れた︒先輩達の苦労が
等の活躍が偲ばれます︒ よくわかった︒家庭で

﹁愛板﹂の歴史は︑諸
先輩の努力の足跡でも
あり︑紙面を通して彼

しく一読しています︒

かります︒又︑常に掲
載される﹁編集後記﹂
はその時々の世上や四
季折々の情景が浮び親

１洲弛捌洲州釧剛釧鐸剖・・幡糾洲一報神川１川読詞罰柵

めでとう︑毎月この新
聞を読む度に︑その紙
面の多彩な事に驚きま
す︒組合の行事は言う
に及ぼす︑組合員の福
利厚生︑安全対策︑親
睦等の広範囲なもので
一目で県内の様子がわ

﹁愛板﹂如号発行お

Ｉ剖罷卦罰鍔刻封印︲

先輩委員にまけないよ 張ります︒よろしくご
淵見側噸＃雌＃帆︲
う︑広報委員十二名の 支援ご協力をお願い致
ってか出席は毎且半数
一人として一生懸命頑
します︒
ぐらいです︒以前には
霞？雷︑﹃剤
知多支部譲
記事が無く発行されな
かったと聞いています︒
目まぐるしい経済の 正並びに発行とすべて
また十二月号は年末の
一人でと印されていた︒
成長の中で世界の変遷
仕事が忙しい時期なの
は激しいものがある︒
頭の下がる思いで時代
で ︑ や は り 発 行 さ れ な 円高ドルー安と私達の
と共に歩んだ愛板︑愛
い年もありました︒創 周囲を圧迫し至る処で 板の背景が思い浮ぶ︑
刊から二十年になりま 同 業 者 同 志 の 競 合 い は 私 達 は 諸 先 輩 が 築 か れ
すが︑そんな月もあっ
目に余るものがある︒
たこの偉大なる業績即
て︑二○○号がちょっ
しかし自由経済の仕組 ち︑血と涙と汗の結晶
と遅れたと思います︒
と表現すればそれまで︑ を む だ に す る こ と な く
でも記念すべき﹃二○
出来ることならそんな 狐号を記念し︑より良
○号﹄です︒
い環境の中で虹世紀に
争いはしたくない・
私は広報委員になっ
政府は内需拡大に力 向って会員の皆様方と
た頃︑あれも書こうこ
を注ぐと表現している 共に尚一層の発展に寄
んなことも書こうと︑
が我々末端まで浸透し 与 し 親 し み あ る 愛 板 の
意気込んだものです︒
ているか疑いたくなる︒ 編 集 に 取 り 組 み 豊 富 な
しかし原稿用紙に鉛筆
そんな激動の中で愛 内容を充分に生かし充
を立ててみるとさて何 板紙の使命は大きなも 実 し た 紙 面 を 提 供 し な
から書いていいやら頭
ければと痛感させられ
のがある︑創刊してか
の中では思っていても
た︒会員の皆様方一人
ら約加年を経過しその
文章にならないのです︒ 刊 数 は 狐 号 を 数 え る 実
一人が大いに活用して
書きたいことは山ほど
にすばらしく歴史を物 頂 き 意 義 あ る 愛 板 に 育
あるのですが︒今後一
てることが私達の使命
語っている︒
と考え大いに投稿して
頂き討論の場となる事

私に声をかけて下さ
い仕事の都合がつけば
どこえでも出かけてい
きます︒委員長はじめ

さんあると思います︒

層努力勉強して頑張り
たいと思います︒﹃二
○○号﹄を期に多くの
人︑いろんな会また現
場へ取材してみたいと
思っています︒組合員
の中にも組合に対する
意見や︑仕事の参考に
なるような話しがたく

鴬

業報告が中心であった
が︑今は各地区から編
集委員が記事を集めて
いるので︑地方のニュ
ースも多くなり業界が
知らぬ間に大きく変わ
りつつある事がよくわ
かる︒一宮地区に於て
も以前大きな物件があ

っても一人親方や小人
数の業者が多いので︑

手も出せなかったが︑

今青年部を中心に団

結力があり工場や体育
館のような工事でも毎
日︑人や加入の助っ人
を集めて平然と現場を
こなしている︒ここ一
︑二年受注のムラも多
く従業員の確保もむつ
かしい時には理想的な
経営方法と思う︒職人
一人の私など本来締め
るべきお寺の本堂の銅
屋根工事など︑職人は
従来の現場に︑私と助
っ人即人区位で契約期
間の半分で納められた
のも横の連りのおかげ
と思う︒身近なところ
で大手スーパーに食わ
れた八百屋やクリーニ
ング︑金物店など一時
の繁栄に甘んじ時代の
流れに乗り遅れ店じま
いした話を聞くと他人
事ではない︒地域だけ
でなく︑広い範囲の情
報を得るには﹁愛板﹂
﹁全板﹂の新聞は最良

の情報源と思う︒

支部 だ よ り

第８回全板青年部燈篭
競技会入賞祝賀会開く〃

はじめ記名程出席し︑

全国大会第三位に入
賞した岡崎の山本和義
君の祝賀会が７月５日
午後７時から岡崎職業
訓練校で盛大に行なわ
れた︒山本清組合長を

,
回
り
１

■︼■■■■■■■

■ｇ︼■■■・■弓■日Ｊ一■ｄ自画■﹈

ん達も大よ
ろこび変っ
た雰囲気の
なかで一段
と美しく見
える︒山本
清組合長も
ご多忙のな
かを駆つけ
られ︑なご
やかな雰囲
気のなかで
にっこりの

開く〃

▲親子にこにこ▼

■︼■■■目■ご■

第１回西三青年部ｌＩＪ
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ＥＩＩＩボーリング大会開く
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会長︑一年
に一度は実行したいと
皆さんの声︑午後加時

終り楽しく帰路につい

た︒岡崎加納

！︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑ｉ︑Ｉ︑ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑

た︒

れ９時別分に一斉にス
タート︑ゲームは一人
３ゲームで全員投げ終
ったのはｎ時頃︑賞品
は今日のために特別委
員︵７名︶が一ケ月程
前から︑トロフィー︑
バケツ︑ティシュペー
パー︑洗剤︑ジュース
などなどたくさん用意
した︒最後に山本清組
合長が１位から最下位
の人まで一人一人に順
序よく賞品を渡した︒
今回は特に家族のチー
ムがたくさん参加され
楽しい雰囲気で終了し

おいしいね．／

竃助畠〆

西三青年部は︑７月 ３位幡豆の鳥居さん
８月羽日午後６時釦
９日知立イーグルポー
４位豊田の松井さん
分より矢作川堤防に於
回で入賞した斉藤君の
ルで第１回のボーリン
５位岡崎の沢田さん
乾杯でパーティが始ま
て岡崎板金技能士会役
グ大会を行なった︒
のみなさんが入賞され
り青年部の奥さんが前
当日は平日の夜とあ 賞品を獲得されました︑ 員 ︑ 石 原 西 三 会 長 ︑ 内
日から準備された手作
って予約した人数より 又 全 員 に 参 加 賞 が 手 渡 山岡崎部長︑をはじめ
り料理がたくさん並び︑ 減 り 記 名 が 参 加 ︑ ８ 時 され親睦が深められま 加納︑山内︑中村︵幸︶
楽しい雰囲気のなか９
晦分スタート２ゲーム
した︒最後に西三青年 中村︵充︶︑山本氏の
時鋤分に無事終了した︒ のトータルの競い︑１ 部 長 野 田 さ ん か ら こ れ ７家族で楽しい夜のひ
前日より当日にかけて
フレームで最高証を出 か ら も 青 年 部 活 動 に 積 と と き を 過 し ま し た ︒
準備して下さった奥さ
した西尾の稲垣さんが 極的な参加と協力をお 肉は本場の北海道の知
んたちにお礼致します︒
優勝︑
願いして解散しました︒ 人からの贈りもの︑特
別やわらかく口の中で
岡崎高柳
２位豊田の赤池さん
とろける様なおいしさ
一一勉強会開催〃
夜空を眺めながら皆さ
ん子供にかえってギァ
銅板エッチング及び腐蝕について
ーギァーワイワイ奥さ

県板青年部岡崎支部

梅雨明けの多忙の時に
かかわらず多数の方に
参加していただきまし

当支部は７月記︒
特性から数年前問題に
岡崎板金工業組合
日岡崎職業訓練校に於 なった銅谷樋の穴あき
第二回ボーリング大会開く
いて勉強会を行なった︒ 等銅全般にわたり講議
９月７日︑岡崎グラ
弱レーン全部を貸切っ
今回は各自のネーム
をしていただきました︒
ンドボーリング場に於
て盛大に開催した︒
プレートを製作した︒
て︑岡崎板金組合員と
午前９時集合︑山本
その家族と従業員総勢 清組合長と来賓の挨拶
皿名余りが集まり３Ｆ
の後︑始球式が行なわ
が彫り込めるもので︑

３ミリ程度の銅板を硝
酸に漬けるだけで図柄

彫りたくない部分はグ
ランド︵防蝕膜︶でマ
スキングし︑あとはエ
ッチングの時間を加減
することで彫りの深さ
を調整できる︒何分始
めてのことで製作途中
問題点も出たが︑何と
か全員仕上げることが
できた︒この後高柳一
男氏を講師に︑銅板の

スピードは遅いがストライク

〆額、

組合長︑県板青年部長
技能士会の挨拶のあと
山本和義君が大会当日
に体験したいろいろな
話があり︑さきの第三

謬議

唖韓囲竪壁恩錘９

熱

霧鰻﹄鏑謹

Ｉ ■ 画 に 、 、 面

第２００号

板
愛
(7)昭和６１年１０月１５日

組合の保険に
加入してください〃
︒組合は組合員

家族

従業員の方々の保険業務を行なっています︒

傷病にかかったとき

用Ｉ

︒組合員の健康と安全はみんなの願いです︒組合の保険に加入して
組合を大きく育ててください・
保険の種類

︒全国板金業国民健康保険

療養補償

⑦葬祭費

⑥出産手当金

⑤育児手当金

④助産費

③傷病手当金

②高額療養費

保険給付の内容①医療費

︒労災保険
保険給付の内容

休業補償 ︶

身体障害が残ったとき

傷病補償

障害補償ｌ

死亡したとき

◎くわしくは組合事務局へお問合わせ下さい︒皿唾−種ｌ唖

霊雫搾︺

ステンレス軒とい受、樹脂でんでん（ワンタッチ）

国零

雨樋受金具専門店

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露058328‑2871

製造事業所のみなさんへ

いては﹁石油等消費構
造統計調査﹂が︑同時

愛知県企画部

蕊蕊繍一鵜瀞雛購灘灘徽磯購一

本年も廻月釦日現在
に実施されます︒

咽月下旬から１月に
かけて︑知事から任命
された統計調査員が︑
製造事業所のみなさん
のところへお伺いしま
すので︑調査によろし
く御協力ください︒
照会先

内線二四六三・二四︿四

愛知県企画部
統計課工業担当
電話唖ｌ卿 二二一
又は最寄りの市区町村
統計主管課

午後６時終了③

９月朗日側晴︑狐号編
集会議委員６名出席

したいものである︒

三○○号と﹁愛板﹂に
は大きな期待がかかっ
ている︒今月こうして
二○○号の編集が出来
る事は委員会一同何も
のにも変えがたい光栄
であると共に今後一層
の努力と紙面の充実を
図り一日も早く古新聞
を新聞と言われる様に

これから二五○号︑

のである︒

れなりに評価されるも

巳宇︒Ｇ４︒□品■︑﹄■ｂ中■町・ｏｎ②■込曹晶伊且ザも甲■＆︒；①●ｑ中酢■申﹄＆↑ｒ＆↑■貼号

で︑﹁工業統計調査﹂︑

粘りＬＦＰＬ凸■ｂ中＆牛：ウヴ＆凸管も宇呂や：﹄Ｆ︑曲：ＰＰＬ■ザも申

る事は言うまでもない︒

古新聞と言われ︑素人
の作るもののため︑中
身のとぼしいものであ
る一事はかくしがたい︒

Ｌ 』

﹁石油等消費構造統計
調査﹂が通商産業省所
管のもとに実施されま
す︒この調査は︑我が
国の製造業のすがたや
製造活動の状況を明ら
かにすることを目的と
しています︒本年の﹁
工業統計調査﹂は︑従
業者４人以上のすべて
の製造事業所と︑従業
者１１３人の特定業種
の製造事業所を対象と
します︒また︑従業者
釦人以上の事業所につ

Ｉl

組合機関紙二○○号
達成︒実に四年３ケ月
目の快挙である︒これ
も先輩諸氏並びに委員
各位の努力の結果であ

編集後記

Ｆ ー ｄ 毎 司

しかし二○○号の果た
した役割は︑例え小さ
なものであっても︑そ

⑥⑤④③②①

Iｆｌｌ
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