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愛知県板金工業組合
では６月肥日にみちの
く﹁山形県立体育館﹂
で開催された第如回全
国板金業者大会に妃名

をすごした︒

紹介があったあと︑地
元の花笠踊りを見たり
カラオケで楽しい一夜

で塩釜港に下りる︒

どで楽しいＩ白であっ 階は一般船室で７００
た︒この日の宿は松島 円出すと二階の一等船
湾を見渡せる﹁ホテル 室 さ ら に １ ４ ０ ０ 円 出
大観荘﹂である︒
すと三階の特別室に入
梅雨の真っ最中天気 れる︑このさい奮発し
予報は雨︑にもかかわ てと特別室に乗る︒見
らず我々はついている︒ 晴らしも良くビールを
飲んで満足々・たくさ
んのカモメも歓迎して
くれ島めぐりを楽しん

昼食の後安産の神様
の本家﹃塩釜神社﹄に
参拝⁝男だから御利益
はないと思うけど︑楽
しい思い出を一パイ作
り仙台空港へ︑帰りの
バスでは飛行機が飛べ

ないのでは︒．とおもう

した︒

ほど強烈な雷雨にあっ
たが午後六時頃無事名
古屋空港に着いて解散

ルの宴会でもしっかり

飲ませて貰えた︒

り見ることができない︒

それと次のことは毎年
言えることだが主催県
が楽しいアトラクショ
ンを企画するのだが見
ることができない︑そ
れと展示会場がゆっく

ような気もする⁝⁝︒

このことはせっかく遠
くへ来たのだからと観
光がゆうせんするから
やむをえないかもしれ
ないがちょっと残念の

夜の観光︵華街を含
む︶は冒険隊長と自他
ともに認める我らのボ
ス斎藤広報委員長の報

報告鷲見

告があると思います︒
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号
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例年全板大会は５月

た・

今日は朝から晴れ︑斎
太郎節で歌われている
瑞巌寺を見学する︑前
はう−みサーョー後ろ
は山で︑と歌われてい
るように門前に松島湾
が広がる︑ガイド嬢？
⁝ガイドおばさんの説
明を聞きながら見学し
たのだが説明をしてい
る間に先へ行ってしま
う人がいるのでおばさ
ん日く﹁私より先にい
かないでくださ−い﹂
と何度もいわれて本堂
に入り楽しく見学をし

今回の旅行を振り返
って思うにとにかく飲
めた︑バスの中︑ホテ

︾Ｃ

妻

鞍

瑞巌寺門前より松島
めぐりの船に乗る︑一

罰

の大豪族藤原氏がまつ

唾

Ｉ北山町３−８−６

ｌ名古屋市昭和区

２日目は残雪があち
こちにみられる蔵王山
に登り頂上のお釜を見
る︒お釜とは火口湖の
ことで湖の色が七色に
変化して椅麗な湖との
こと︑私たちがみた色
は緑色であった︑この
季節には雨とかきりで
の高柳三郎氏には表彰 なかなかお釜がみられ
状と盾が贈られました︒ ないそうだが我々は心
また功労者表彰にはつ 掛けが良くて素晴らし
ぎ の ５ 名 の 方 が 表 彰 さ いお釜を見ることがで
きた︑１６００メート
れました・
今井久由︵江南︶
ルの蔵王山を後にバス
原田稔︵岡崎︶
は山形県から宮城県へ
岡野光夫︵岡崎︶
途中昼食と休憩をとり
武藤助太郎︵中川港︶ 東北自動車道を２時間
原田茂俊︵知多︶
北上︑岩手県は平泉の
一方︑展示会場にあて 中尊寺に着く︑ここに
は金色に輝く国宝﹁金
色堂﹂があり東北地方

⁝鱗

蝿＃

４４

灘

が参加した︒

門委員会︑全体会議︑

られている︑北上川を
見下ろす高台の中尊寺
には義経も立ち寄った
ことがあり衣川五条橋
の上で弁慶が義経を守
り百本矢を受けて仁王
立ちになった話は有名

貯漁

榊蛎

藤
･
段
･
索

鱗

たちが東北弁が難しい
ように東北のガイドさ
んには名古屋弁がとて
も難しいようだった︒
会場に着く頃には式典
が始まっているから昼
食はバスの中で済せる
ことになった︒街角で
は背中にｙ＆ｍａｇａ
ｔｕと書いたそろいの
ジャンバーの組合員が
会場への案内をしてく
れた︒今大会も全国か
ら４０００名の参加が
あり会場は空席がない
ほどのこみようであっ
た︒会場には前日の専

に迎えられ席に着く︒

である︒

皇子︒︑

︒４︒︲︽

認
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Ｉ発行広報委員会

２日目はバスに乗っ
ている時間が長かった
がバスガイドも驚くほ
ど皆が元気で︑大型ク
ーラーで冷やしたビー
ルもすぐになくなるほ

i熱

愛 知 県
板金工業組合/−

られた体育館駐車場に
は︑機械メーカーや工
具メーカーがたくさん
の商品を展示していた
今大会もプラズマ切断
機の出典が多く見られ
た︒また名産のサクラ
ンボの即売も行われて
いた︑高級品とのこと
でキロー万円にはちょ
っと驚いた︒３時半ご
ろ会場を後に１日目の
宿﹁上山温泉ホテル古
窯﹂に向かった︒温泉
に漬かり汗を流した後
宴会が始まった︒早川
専務より参加者全員の

吋母一・ｄｆｌ

０−

︲一台︾岬嚇・錘額

ｇ軍
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織小

蕊

灘

蕊

前夜祭︑に出席の平野
理事長︑村上副理事長
表彰式では昨年組合
理事長を退任された愛
知県板の日比野定雄氏
に感謝状が︑２月に岡
山県で開催された全板
連青年部全国技能競技
大会にみごと４位入賞

Ｌ＝．.．岡

総
笥
勤

蕊

綴

鵜
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に開催されるのだが︑

今大会は山形県の名産
のさぐらんぼの最盛期
に合わせて６月になっ
た︒当日はどんよりと
した梅雨空で山形は雨
の予報９時別分発仙台
行きの飛行機で雲上の
人となり１時間で一つ
飛び︒名古屋よりちょ
っと小さめの仙台空港
へ着いた︒太めで可愛
いガイドさんの案内で
観光バスへ︑福島から
きたというガイドさん
はズーズー弁ではない
が節々に東北なまりが
聞かれる︒会場まで約
１時間とのことでガイ
ドの合間に名古屋弁の
識習会が始まった︒私

D
5
q
④

第２１９号

板
愛
(1)昭和６３年７月１５日

望
一
輯可唖埴
毒
凸や猷草

に一戻るようせかすのだ︒

そこで上海ガイドの
リュウさんが早くバス
はいいと思う︒

ＪＲのローカル線用の
方がよっぽど乗り心地

おしゃれ着の若い女性
など︑どこにこれだけ
の人が乗っていたのか

だ人︑軍服姿の若者︑

又別のホームヘでも行
くのかと思っている所
へ︑列車の乗客が降り
始めた︒ここで二度び
っくり︒荷物を両手に
持った人︑肩にかつい

ていただく事にする︒

まだまだお話したい事
はたくさんあるけれど
も︑視察より一年余り
過ぎた事などから︑ひ
とまず区切りをつけ機
会をみながら見聞記を
掲載したい︒
一夜明けた上海は早
朝より上天気である︒

愛板一行をのせたバス

﹁蘇州﹂へ列車で移動

された︒ガイドが早く

は上海駅へ向う︒
と思うほどの人々で広
中国旅行最後の予定地︑ いホームはうずめつく
するためである︒

若い女性ガイド嬢であ
る︒なかなかの美人で
日本語もナマリがなく

軟座車には向い合いの
席の真中にテーブルが
据え付けられ︑席間は

塔などが彩りを添えて

﹁東洋のベニス﹂と呼
ばれている︒町の内外
には人工の運河がはり

いる︑︐︿絹織物の里と

広 く ゆ っ た り し て い る ︑ めぐらされ︑美しいプ
ラタナスの並木や橋︑

しかし軟座車とはいっ
ても︑作りはあまりよ
くない︒日本の私鉄や

蘇州は中国式にはヌ
ーチョウ﹂といい︑杭

クリーン車なのだろう︒ 上手に話す︒

中国の客車は硬座車
と軟座車があり︑軟座
車は︑日本流に言えば

出される所だった︒

乗客と一緒に街へはき

又列車は日本の列車よ
り一回り大きく︑席は

して古くから知られ︑

伝統的な手工芸品は中
国でも人気が高い︒特
に解放後考案された両
面刺しゅうはすばらし
い︒円型や扇型の木枠
の中に絹が張られ︑表
から見ても︑裏から見
てもまったく同じに見
える猫や金魚の可愛い
い姿の刺しゅうの技術
はみごとである︒

ンプル展示してあった︑

団員のＧ君は︑﹁蘇
州刺しゅう研究所﹂の
展示販売コーナーにサ
縦一沈横一・二沈位の
﹁衝立﹂をウン十万円
で購入することにした︒

だろう︒

紫檀の枠に手のこんだ
彫刻をほどこし︑水色
の絹に水藻の間を泳ぐ
金魚をあしらった作品
は工芸品と言うより美
術品と言った方が正解

蘇州での名所は沢山

が出来てしまった︒

万円札をポケットから
とり出して支払いをす
る日本人にびっくり仰
天︒たちまち人だかり

一ケ月平均七千円位
の給与の中国の人から
見れば約六年分位の一

ある︒〃

蘇州での案内説明は︑
値札は五十万円であ
ったが日本での値段と
なると五倍以上になる
との事であった︒さす
がお金持ちの日本人で

上海駅へ着いてまず
びっくり︒バスが一行
を乗せたまま直接ホー
ムへ入ってしまうので
ある︒後日︑上海動物
園に行った時も︑バス
は園内に入ってしまっ
たが︑これらは外国人
団体旅行客だけに認め
られたものなのかも知

相向いに作られている︒ 州と並ぶ景勝の地で︑

バスに一戻れと言った訳 た ︒ 駅 前 広 場 は 人 通 り
がやっとわかった︒あ も 多 く よ く 整 備 さ れ ︑
のままホームに居たら︑ 地方都市の表玄関らし
い様相をみせている︒

南京に向け出発した
﹁周恩来﹂号は田畑や
運河など田舎の風景の
中をのどかに走る︒発
車して間もなく中国茶
のサービスがあり︑掛
軸や絹織物︑テーブル
クロスなど車内販売が
始められ︑お金持ちの
愛板一行に盛んにすす
め︑商魂たくましさを
みせる︒一時間半近く
で列車は蘇州に到着し

中国視察報告も今回
をもって終わりにさせ

報告⑦
れない︒

て来た︒

広い駅内やホームで
見学したり写真を撮っ
たりし合っている所へ︑
中国の英雄﹁周恩来﹂
の銅像を先頭車につけ
た列車がホームへ入っ

あるが﹁寒山寺﹂﹁虎
丘﹂﹁留園﹂を訪ずれ

年︑﹁大晦日﹂には日
本から千名余の人々が
参拝に来るとの事であ

続いて訪ずれた﹁虎
丘﹂﹁留園﹂も共に歴
史を感じさせる古い建

る︒

している︒

寺の周辺には運河が
あり︑川岸の柳の大木
と石の太鼓橋の下を行
く手こぎの舟が︑何と
も言えない︑のどかな
中国の風景をかもしだ

た︒

しまれている︒

月落烏蹄霜満天
江楓漁火対愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘声到客船
唐代の詩人張継の七言
絶句﹁楓橋夜泊﹂に詠
まれた寺として広く親
又︑寒山寺には一回
で十年命がのびる鐘楼
での鐘つきは有名で毎

昌昏

竺居
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た︒

造物がよく保存され︑
遠い昔日を思い起させ︑
旅情を満たせてくれた︒
その夜は蘇州飯店に一
泊︑手工芸品や掛軸な
どを並べた店や食品店
などでショッピングを
し︑ホテルの部屋へ変
人仲間が集まって中国
最後の夜を楽しんだ︒
その後︑上海へ戻り
午後のフライトで香港
へ移動の予定であった
龍上海空港で又々トラ
ブル︒上海ガイドの懸
命な努力で広州経由で
夜おそく香港へ到着︒
今回の中国視察は最
後まで中国民航にふり
回された日程であった︒
翌日︑香港でのショッ
ピングを済ませ︑帰国
のため乗り込んだ日航
のスチュワーデスの笑
顔にほっとした︒
そして改めて︑世界
の先進国であり︑経済
大国である日本を再認
識した視察旅行であっ

斉藤充昭

広報委員長

中板協

第佃回通常総代会
於福井市

委員会︑技術委員会︑

中 部 板 金 工 業 組 合 協 支計算書承認に関する
議会︵中板協︶の第叩 件
回通常総代会が︑六月
◎二号議案
二十二日午後一時より︑ 的年度事業計画︑予算
書案審議の件
事業計画にもとずき
総務委員会︑訓練委員
会︑経営委員会︑厚生

福井市ＪＲ福井駅ステ
ーションビル３Ｆ会議
室にて︑各県総代三十
八名が出席してなごや
かに開催された︒

後四時閉会となった︒

若林会長の乾杯で始
められた懇親会も終始
にぎやかに︑又なごや
かな歓談がつづき︑午

た︒

資料やタイピンを贈っ

販売の協力をお願いし︑

懇親会に移る間の時
間を利用して︑愛知県
板早川専務より︑来年
名古屋で開かれるデザ
イン博に︑出品依頼と
前売券の各県板取扱い

した︒

午後三時︑岐阜県板桑
山理事長の閉会のこと
ばで無事総代会は終了

◎三号議案
規約一部変更の件
以上提案された案件が
全員一致で承認され︑

の審議がなされた︒

保証委員会︑各委員よ
り提案説明と予算書案

けが出席した︒

開会に当り︑臼井福
井県板理事長より歓迎
と協力の挨拶に続き︑
若林協議会会長より︑

好調の建設業界にあり
ながら今一つぱっとし
ない板金業界の今後が
いかに乗り切れるかむ
ずかしい時期にある︒

各自が企業意識をより
強く持ち進めるため︑

総代各位の建設的な意
見をお願いし中板協の
結束をより一そう固い
ものにしたい︒と要望
された︒山内福井県板
副理事長を議長に選出
し議事に入る︒

◎一号議案
舵年度︑事業報告︑収

︻奉圃誌だより︼

先ず活動はスポーツから︑

さて当支部は恒例に
なっている献血活動が

玉かけ・移動式クレーン講習
講︑６月４日には︑移
動式クレーンの学科を
９時よりⅣ時まで東郷
町商工会館で︑６月５
日玉かけとクレーンの
実技を東郷町の前田製
作所の工場内に於て午
前と午後に別れて受講
した︒各職種も合わせ
てⅧ名と多数の参加の

◇受講者
者多
多数
数◇
愛知県能力開発協会
主催の玉かけと移動式
クレーンの講習会に︑

愛知県板金総合職業訓
練協会の窓口を通して
一宮板金組合員型名が

受講した︒５月豹日に
愛知トヨタショールー
ムで玉かけの学科講習
を９時からⅣ時まで受

に着いた︒

中の工場団地内の現地

一宮板金青年部

松下電工㈱一一一重工場見学
６月週日一宮板金組
合と青年部の年中行事
の一つとして三重県伊
賀上野のナショナル工
場を見学した︒

ラザでは住宅建築にお

程を見学した︒

会議室において挨拶
や商品説明︑質問など
昼食まで続け︑後は屋
根材と外装材の加工工

けるハードとソフト情報

当日は雨あがりで職
業柄欠席者も出て妬名
の参加者であった︒
一宮をバスで９時に

又︑工場内にあるＩＣプ

出発して︑時には山の

研修会を終えて印象
に残ったのは︑講演の
中でこれからの職人は
﹁多能工﹂である事が
望ましいという内容の
話があったが︑私自身
をふり返ってみても波
型スレートやダクト工
事など含めて屋根︑外
装工事など色々施工し
て来たので他の業種の

きたと思う︒

この見学会では生産
ラインにおける細部は
ともかく︑施工する者
として最底限は理解で

ステムなど説明もあった︒

の提供と協力できるシ

今までにチャンスが無
かった事もあるが︑時
代の変化の一つでこの
地区にシェアーの大き
い問屋さんがルーフ瓦
棒︑カラーベスト等を

内一宮地区もこれ程の
参加者があったのは︑

時に︑会員の末端迄
終始徹低するために再

し理解度を深めた︒

最近特に県板として
採用した共済制度の導
入に関して説明会を催

いました︒

中には姻唖提供者も多
く大成功を迫し全体で
加回目を提供した方も
多く赤十字社からも景
品をも頂いた方も数人
御協力ありがとうござ

篭

雑音にも耳をも傾けず 去る６月訓日に半田市
一生懸命で好感がもて 内の武豊屋㈱内にて行
た︒第二回の研修会は った︒企画部一同は色
七月の初めと聞いてい 々 な ア イ デ ア を 考 え ︑
る受講生の今後の健闘 会員へのサービスに賢
を祈りつつ乞う御期待︒ 明に力を注ぎ︑注目を
あびた︒参加者にはも
れなく粗品︑献血者の

鍛えよ頭脳と身体から／

の画面に吸いとられ︑

当知多支部は年初の
事業計画に基き︑青年
部と連携を保ち乍ら家
族ぐるみのボーリング
大会を皮切りに︑頭の
体操即ち︑ワープロの
研修会を催した︒当地
区は会員及部員の方々
には非常に関心が深く
青年部長の配慮により
メーカーより機械の貸
用を受け︑尚且つかわ
ゆいこちゃんのトレー
ナーの出席を迎え︑黒
板を前にして﹁半田の
かわいいこちゃんはテ
ニスが好きだ﹂などと
キーをたたく音︑それ
ぞれの受講生は幼稚園
で先生に手を取って教
えて頂くような研修態
度︑若い女性のトレー
ナーは終始笑顔での対
応︑受講生はワープロ

難

愛知県板からは︑全
板大会直後の総代会の
ため︑平野理事長はじ
め村上︑斉藤両副理事
長︑早川専務の四人だ
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度地区別に説明会を催
す計画である︒今後の

知多沼津

進行の御期待を乞う︒

現場の屋根の上にクレ
ーンで上げるサービス
を行っているので従業
員の安全管理を含めた
対応が必要となった事

一宮佐藤

も大であると思う︒

もしれない︒

ように転職や縮少する
事なく現在があるのか

れない︒

大手の住宅メーカー
は社内で職人を訓練養
成し何十という職種を
８職種位に少なくして
合理化を計っていく傾
向にあるというが︑板
金屋は建築業の中でも
特に﹁多能工﹂である
が認識を一段と深めれ
ば更に発展するかもし

未来の職業訓
同じ職業を続けるな
されど本業から放れ

るな︒一宮佐藤

１

弓両Ｐ

句シ×

津詩庁

一群寄席﹂叩

一謹 時津

画鯉齢蝦

露Ｈ蒜持

瀞蕊

露一印西︼﹈

漕鰐瀞

︵﹀

＞

︿︿当滋言ン雌﹀﹀色○畳︒ｕペ鹸職一八爵．Ｕペ升叫ラ︒

南型

泉街や島を歩き回り︑

朝風呂の後︑早朝の温

に案内してもらった︒

昨夜仲よしになったタ
クシーの運チャン︑佐
々木さんに約束通り自
家用車で塩釜の魚市場

のふれあいで今回の﹁み

酔っぱらいとの約束を
守って迎えに来てくれ
た東北人の人情に感激
した︒旅先での人と人

た︒

ちのくの旅﹂も一そう
想い出深いものになっ

買い求めたのであった︒

六月二十八日脚曇
二一九号編集会議

午後五時終了⑧

委員四名出席

,､

鳳釣

函﹈ｌ﹃Ｃ画︒

画

○

掛滞箪鹸

︒︒︑﹃１吋﹈０割︒

ポレオン﹂これは何の
品種名かおわかりだろ

誇諒

別 級のマグロがゴ
二日目も松島海岸の
夜にあきたらず︑塩釜 ロゴロし︑新鮮な魚貝
の街まで足をのばして︑ 類が並ぶすごく大きな
貸切りスナックで大ハ
魚市場は壮観そのもの︒
ッスルＯ
その魚市場で﹁知多探
朝は五時に起き出し︑ 検 隊 ﹂ は ビ タ ミ ン Ｃ 補
給のため﹁トマト﹂を

○

刈嬰戯

劃誌哉劃溌喝﹃二ｍ︲﹈﹃

﹃︑．︲唾四ｍｍ

つ

吟①函

Ｃ匂︒︑剖切・画哩切︑

扇一・﹈註堀
今鴬ヨ汁判養事一宮﹈Ｓ⑦︲﹈

田．黙齢
心酔︑

藷誌

﹁蔦皿

ｌ

今罫 蔦一誌排﹈郡牒

﹃﹃︲︲﹈得心④

四回国１ｃｍ

１︐ｍｍの

Ｃ︑⑦曙・＠

だ︒

躍霊計咲箪雪謝壁ふ︲届

八一編集後記

しかし︑さぐらんぼ
の値の高いのにはおど
ろいた︒たかが﹁さぐ
らんぼ﹂と思っていた
が︑はしりとは云え−
脚五千円とはおどろい
﹁サトーニシキ﹂﹁ナ

うか︒

ところで今回参加の
四十八名の中の知多支

た︒

六月十六日︑全板大
会の開かれた山形県の
名産﹁さぐらんぼ﹂の

で大さわぎ

夜は宴会終了後︑街
へ出てスナックのママ
と仲よしになり︑飲ん
だり歌ったり︑夜中ま

てしまった︒

多探検隊﹂そして私は
﹁知多探検隊長﹂のア
リガターイ称を頂載し

部﹁変り者﹂数名︒又
品種名である︒
﹁サトーニシキ﹂は︑ 又日頃の癖が出て︑﹁知

佐藤さんという人が苦
心の未︑改良に成功し
た品種で甘味が強くな
かなかおいしい︒でも
本当の﹁さぐらんぼ﹂
の味は七月始め頃から
出かかる﹁ナポレオン﹂

だそうで︑果肉も多く
味も一段と美味との事

画︑画Ｉ︒︑画①

つつ心画
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﹄︑今

停心心ら今
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