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来るべき高齢化や自由時間小理事長平野弘理事馬場勇

輝蝿稚砿岐諏唾桧嘩錐に緬悟副理事長村上章〃小木曽秀彦

文化会館の建設︑あいら健一〃斎藤充昭〃高田公人

鍾池癖憾砺錘鵡率鋤蒲癖泌︾専務理事早川孟夫〃柴田人史

︲卜開発の推進など福祉岬嶺理事大脇国和〃宮田銃二
医療の充実した︑しかも文︾〃羽柴弘和〃菱川浩延

酎恥州砕卦︾峠︾恥韮︾︾︸岬催韮帳缶州畢劃譜缶

うな地域づくりを促進し︑川

その成果を生かし︑さらに︾〃石原銭司〃細野清

嘩鐸誹寒率匪七鐸飛ぶ緬掴﹃〃評癖蓋語仰訓娠誰銅

紀計画づくり﹂が各界各層の小〃大野三治〃烏居己喜男

針となる﹁愛知県二十一世一理事池尾利一〃神谷昇

昭和六十四年元旦小〃伊藤正明事曾職員一同

いる決意であります︒本年一〃川村清春〃樽井神夫
恥珪雨韮識毛しくお願い申﹃〃西川政博〃清水功

麺舜坤禿捗恥哩岬畦醒壷塞修〃宮崎寿夫〃高柳丑五郎

い方向づけを踏まえ︑県民Ⅷ〃佐藤精祐相談役日比野定雄

︾神呼鈴︾櫓匪蓉準誕郊畔一〃悔諦碓琴岬祁催啓ま

ての愛知の地域づくりの指小

合化し︑一一十一世紀に向け一〃加藤友三〃毛利貞夫

こうした様々な取組みを総川〃外山章〃加藤政則

とを目指してまいります︒﹃監事岡戸林市〃大霜豊勝

や垂︿癖詮鍛鋤嘩需峰赫詑室︾〃一一村武次〃小笠原裕

も重要であります︒

産業技術分野を中心に
世界的︑全国的な高次
機能の集積をはかるな

共に産業振興を推進し︑

そのために︑中部新
国際空港︑リニア中央
新幹線︑第二東名︑名
神自動車道を核として
この地域の交通の利便
性を飛躍的に高めると

あと十二年と迫った
二十一世紀に向けて真
に豊かな県民生活を実
現していく為には産業
経済の一層の進展をは
かりながらその成果を
県民生活の質的向上へ
とつないでいく事が最

じております︒

本県は︑経済情勢が
明るさを保つ中で新し
い年を迎える事ができ
ました︒この状況を生
かし︑本年も県民の皆
様のご協力を得ながら
積極的な県政運営をは
かってまいりたいと存

ご挨拶を申し上げます︒

県民の皆様︑新年の
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理事長

れますことと存じます︒

組合員の皆様明けま
しておめでとうござい
ます︒大変清らかな明
るい気持ちで新年を迎
えられ心弾ませておら
今︑世は﹁情報とコミ
ニュケーション・高齢
化と国際化﹂の時代と
言われております︒こ
の時代の要請と流れに
如何にして対応するか
が私共の組合にとって
も大きな課題です︒先
づは昨年二月活路開拓
ビジョン調査事業報告
会での提言を生かし新
たなアイデンティティ
︵主体制︶の創出が大
切であると存じます︒

昨年はこの提言を早速
活用と実行の第一歩の
年とし組合員相互信頼
と相互扶助による福祉
のための共済制度導入
はお陰様で各位の御理
解と御協力で初期の目
標を達成することがで
きましたｐ厚くお礼申
し上げます︒引き続き
更に実績向上に御協力
をお願い申し上げます︒

又国の求める有資格者
の現場常駐と不適格業
者への対応のため責任
施工を目的とした﹁保

平野弘
証制度﹂その規約改定
と充実に役員各位の格
別の御霊力を賜わり制
度は確立いよいよ本年
より皿世紀に向け魅力
ある業界基盤の確立の
ため此の制度を強力に
推進して参りたいと存
じます︒我々はこれ迄
の技能者団体から事業
者の団体へ︑その体質
強化を図り労働時間の
短縮と若年技能者の育
成と福祉の問題︑大型
工事に対処するための
共同受註と施工体制︑
企業者としての地位確
定のため工事単価の指
導と利益確保のための
管理態制づくり等々︑
夢と希望を求め常に協
調の精神で組合員皆様
との﹁コンセンサス﹂
を深めながら対応して
まいります︒今後とも
各位の英知の結集のも
と明日の業界の創造に
向けて適進する覚悟で
ございます︒一段の御
理解と御協力をお願い
申し上げます︒今年は
地元名古屋デザイン博
の年︑豊かな感性を磨
き求めて﹁ダンディズ
ム﹂に常に若々しく元
気に楽しく頑張りまし

ょう︒最後になりまし
たが組合員皆様の御健
勝と御清福を祈念しま
して︑新年の御挨拶と
させていただきます︒

副理事長
新年あけましてお目
出度うございます︒一

九八九年の輝かしい新
春を︑皆様方御家族御
一同様お揃いにてお迎

・県の技能祭・名古屋

えになられましたこと
と心よりお喜び申し上
げます︒昨年中は︑組
合の運営に関しまして
大変御協力を賜わりま
したことを厚く御礼申
し上げます︒組合行事
においては︑各種委員
会・講習会・技能検定
試験・中板協・青年部

の至りでございます︒

市主催の尾張名古屋の
職人衆展更には︑組合
員相互の懇親ボーリン
グ大会︑或いはレクレ
ーション︑ソフトボー
ル大会に伴います企画
立案設営並びに︑運営
等につきまして大勢の
組合員各位に御協力を
得て差なく終了致しま
したことと誠に御同慶

政府の行います貿易摩
擦解消に伴う内需刺激
策が軌道に乗り︑民間
活力とが相まって建設
業界は工事量に於ては

活況ちし︑職人不足

﹁まこと日に新たに
日々に新たに
湯壬

また日に新たなり﹂

村上章

だと思います︒

は全国的な状況で推移
し慢性労働力不足の業
界となり且つ又︑原材
料も品物によっては入
手難の状況下に置かれ
ています若年労働者の
確保難︑そして悪い定
着性技能の錬磨育成が
なおざりにされた結果

れる恐れが多分にあり︑

低賃金悪環境下での
就労は若人に敬遠され
るのみで︑今こそここ
十年来のっけが廻って
来た感じが致します︒
そこで我々協力業者も
いたずらに安値受注を
さけ︑適正価格での受
注確保を目標とし︑努
力しなければ今後は益
益若人にそつぼを向か

せん︒

結果は家族構成だけの
企業になってしまいま
す︒勿論我々も企業努
力に最善を尽くし省力
化機械化を進め︑一層
の体質改善を行なわな
ければならないことは
言をまつまでもありま
一方︑工事量の増加
に伴い安全対策にも力
を入れねばならず︑工

いものです︒

事中は︑無事故無災害
でをモットーとしての
作業を第一に心掛けた
昨年の合言葉﹁まず
確認﹂を一人一人が順
守して︑今年一年頑張

専務理事
〃新春に思う〃
円高に始まり︑株の
三万円突破も間近かか
？とささやかれ︑そこ
へリクルート疑惑で大

ゆれと︑何か冒呂亀
冒呂聖で︐配年が過ぎて
しまった感がある︒

と考えています︒

昨年十一月二十六︑二
十七日に行われました
吹上ホールでの県技能
祭には各支部の協力の
基で盛大に開催されま
した︒我板金支部では

ピューターを導入し︑

来年度は組合にコン

どんな情報をどう集約
したら組合員の役に立
つかを勉強したいと念

きます︒

皆々様の御健康と御多
幸を心よりお祈り申し
上げ御挨拶とさせて頂

為壷したいと思います︒

レリーフ等を行いまし
た平野理事長︑早川専
務にも御手助して頂き
組合代表者にも大変お
忙しい処ご支援をして
頂きました︒今年は非
常に入場者も多く一生
懸命工作をして下さい
まして心から厚くお礼
申し上げます︒今年の
社会情勢も変化の激し
い年になることと思わ
れます︒新しい感覚で
機敏な行動で組合員一
同頑張って業界発展の

例年通り家紋︑表札︑

げる次第でございます︒

だんだん少なくなる様
に思われます︒今年は
出来るだけ早く受験者
の募集を行いたいと思
います︒何卒皆々様の
ご協力をお願い申し上

宗葬毒鐸誌毒ヰ士一

言

ろうではありませんか︒

最後になりましたが︑

新しい年が組合員にと
って最良の年でありま
すことを祈念致しまし
て︑新春年頭のご挨拶

とさせて頂きます︒

早川孟夫

差
．

もう一つ︑これから
は事業の発展に情報が
重要な役割を担う時だ

段階まで漕ぎつけまし
た︒今年はＰＲに力を
入れこの事業の主旨を
理解してもらうことが
大切であると共に︑組
合員の業績の一助にな
る様努力して参りたい

塞
琴

と言われています︒
淋しい感がある︒

願しています︒

誰しもお金儲けはし
たいが楽をしての一捜
千金には痛いお返しが
あることが解ったこと
が取り得ではいささか

たいと思っています︒

しては検定委員の皆様
及び補佐委員の方々に
は誠心誠意ご壷力下さ
いまして無事終了致す
事が出来ました︒誠に
ありがたく厚くお礼申
し上げます︒近年技能
検定を受けられる方が

二村武次

す︒

まさに帥の手習いで
すが︑皆さんの御協力
と御指導をお願いしま

矢張り一生懸命働い
て得た収入の有難味を
もう一度確認しておき

閑話休題︑組合年来
の課題であった保証事
業も︑委員各位の努力
でやっと日の目を見る
技能委員長

技能検定試堅︑・牽於きま

新年明けましてお目
出度うございます︒組
合員の皆様ご家族ご一
同様にはご健勝にて新
春をお迎えになられた
ことと︑心からお慶び
申し上げます︒昨年の
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上げます︒

山本清
を勉酔て積極的に対
処して参りたいと存じま
す︒終りになりましたが

一ｉ一三

…

らえて︑実績に結びつ
を祈りご挨拶とします︒

￨駐q亭)車を禁止する場所で･′

皆様のご健勝とご多幸

型志ｵにいま

けたいものです︒

の保険制度です︒

労働保険とは︑労災
保険と雇用保険を総称
したもので︑労働災害
対策と雇用対策のため
の事業を行う政府管掌

ドライバーの皆さんへ

総務委員長

初春を寿ぎごあいさ
つを申し上げます︒組
合の皆様にはご家族お
揃いで希望に満ちた新
年をお迎えになったこ
とと心よりお慶び申し

昨年は組合事業を通
し一方ならぬご指導を
賜り︑とりわけ総務委
貝長として微力な私に
各方面よりお力添えを
いただき厚く御礼申し

と考えています︒

また︑一昨年の活路
開拓の調査により写し
出された組合の姿をあ
るべきものに整えるべ
く︑皆様にご協力いた
だきました共済制度の
導入をはじめ︑正に精
力的に西走東奔する主
脳陣のもと山積みされ
た多くの課題の中︑急
務を要する事業より皆
様のご指示を頂きなが
ら努力をして参りたい

＝＝吾っ

函□

尾

防火水祖の吸入口
澗防雅具皿の出入口
院火水袖の出入口

また我組合の将来を
担う県板青年部も誕生
十年を迎え︑その記念
事業の計画や準備も着

当然適用事業となり︑

雇用保険では労働者
の失業給付と雇用安定
のための事業主への各
種助成等を行います︒
労働者を一人でも雇
用する事業は︑総べて

りません︒

必ず労災保険・雇用保
険に加入しなければな

土

llOOOdl

着と進行中とのこと︑

です︒

どのようなイベントが
行われるのか今から楽
しみにしているところ

まだ未加入の事業主
の方は︑至急加入の手
続きをとっていただく

一一

︾︾

霊

︾
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１１１−−−−．−．−」ｌ↓Ｉ

勾1足の忌な坂
坂の頂上付近

嬬霊

消火栓

上げます︒

さて︑円高の影響を
間接的とは言え少なか
らずも受けていた私共
業界も︑内需浮揚政策
の効果が一昨年後半よ
り表れて参りまして昨
年は一般の景気も好調
で︑暫く低迷していた
設備投資の急速な活発
化に加え︑集合住宅を
中心とした着工数も順
調で我々業界も非常な
仕事量をかかえどの事
業所もフル回転の一年
ようお願いします︒

○次のような駐(停)車こ巳違反となります。

西行時閲中の
バス停
唖 停

'
二
瓦
(
並
列
)
駐
車

I 』 I '

加入手続きについて
は労働保険事務組合に
事務委託することもで

県板事務局へ連絡下

きます︒
さい︒

特に迷惑となる場所

繁1
犀

…爵

であったと存じます︒

しかし乍らその実益は
今一であったのは︑私
ばかりであったでしょ

氷山の一角とは申せ
政界︑財界のみならず
総べての分野に及んだ
リクルート疑惑︑只々
不審のつのる年を越え
よい社会になることを
祈るものです︒幸いに
して我々を取り巻くも
のは好況の中︑よい材
料が多いようですが労
務者不足等︑即応しな
ければならない問題も
多いと思います︒今後
も皆様共々これらの点

溌瀞

うか︒

勢交換を密にし︑応援︑

引き続き本年も仕事
の多い年と予想されま
すが︑組合員相互の情
協力︑さらには共同受
注等あらゆる機会をと

蕊
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６１〜６５域

4.2532.331

※法人の負担した掛金は全瓢描金として処題できます。その
損金は従粟口の所押悦の対象となりません。

６６〜７０頭

6,7193.597

※個人弧業主が従業口の為に負担した掛金は全額必要経費と

ますと共に︑弊社の雨一

8.5294.941

月額掛金︵概算﹀

して処即でき､そのＩ卦金は従業口の所得税の対象となりません。

組合の共済制度に

5.6863.294

︐とい︑フルベスト︑マー

保障内容と掛金(単位:円）必要に応じたコースをお選びください

松下電工㈱名古屋外装建材営業所

2.8431.647

塩ビ五社

6,0453.861

５６〜６０頭

加入して下さい／

4.5783.186

4,0302.574

所長中井平之輔

3.0522.124

2.0151.287

タキ ロ ン 株 式 会 社

女

・積水化学工業株式会社

1.5261,062

５１〜５５認

ルチサィディング等︑一
外装建材商品に格別な一
る︑お引き立てを賜り一
ますようお願い申し上一

４６〜５０通

傾向が高まり︑それに
伴なう住宅外観の﹁ト

2.7422.430

3.3542.691

︐東洋化学株式会社
︐松下電工株式会社

620

2.2361.794

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１１１１１１１国

９ １ ４ 8 1 0

1,118897

げます︒

３６〜４０認

４１〜４５頭

ータルデザインニーズ﹂

理事長平野弘

愛知県板金工業組合

のとおりです︒

組合独自のグループ保
険を発足させて組合員の
皆様に加入をお願いして
いることはすでにご承知

下さい・

私共の業界は何時不慮
の災害にあうか解りませ
ん︒自分のためもさるこ
とながら︑家族のために
も安全保障をしておいて

ております︒

皆さんの理解ある御賛
同で一口でも多く加入し
ていただき︑この制度を
確立していきたいと願っ

特長

がえられます︒

○安い掛金で大きな保障

1.200万円

300万Iｺﾖ〜30万円

に対応する必要がござ
います︒その為には屋
根材︑外装材︑雨樋︑

事の内容も︑従来の﹁雨

それぞれのデザインも
大切ですが︑外観トー
タルデザインがより一
層大切であります︒こ
うした市場環境の中で
は板金業界の皆様の仕
とい工事﹂や︑板金技
術による﹁屋根工事﹂
主体から︑新しい屋根
材や外装材を使った﹁外
装建材のトータルエ事﹂
へと変わりつつあり︑

んになる見込みです︒

新しい﹁仕事づくり﹂
や﹁お店経営﹂の年だ
とも言えます︒又今後
は益々増築︑改築が盛

800万円

200万円〜20万円

三菱 樹 脂 株 式 会 社

申し上げます︒

新年のご挨拶を申し
上げます︒愛知県板金
工業組合員の皆様方に
は︑希望に満ちた︑清
清しい気持で︑新年を
お迎えのことと推察致
します︒旧年中は弊社
外装建材商品に格別な
るご愛顧を賜わり心よ
り有難く︑厚く御礼を
昨年は後半から住宅
着工数にやや陰りが見
えましたが︑全般に良
い年だったと言えると
思います︒さて今年は？

れます︒ご承知の通り︑

と考えますと昨年より
良い年である期待は持
てますものの少し心を
引き締めて掛かる必要
があるだろうと考えら
住宅着工数は高水準で
はありますものの︑対

その為には私共は増改
用商品の開発に取り組

400万円

100万再〜10万円

保屋内容

災害死亡保険金

I 華 害 結 付 金

愛知県亜鉛鉄板問屋会

株式会社伊藤二郎商店

株式会社池田商店

株式会社イトＩ
株式会社ウチダ

株式会社名古屋下村商店

マルサン金属建材株式会社

前年比はマイナスです︒

保障します︒

○病気死亡・災害死亡は
もとより不慮の事故に
よる傷害および入院も

することもできます︒

○遺族に対し︑長期生活
資金として年金を支給

んでまいります︒

んで頂きますと共に︑

により配当金としてお
返しします

○一年ごとに収支計算を
行って︑剰余金が生じ
た場合には一定の基準

ができます︒

○一年更新ですから︑毎
年加入コースの見直し

皆様方には是非︑新
商品に積極的に取り組
展示場︑見積ソフト等
を大いにご利用頂きま
す様お願い申し上げま
す︒

本年も愛知県板金工
業組合員の皆様方のご
繁栄を心より祈念致し

Ｓ□

900万円

＝

1,828１

株式会社小河商店
太田商事株式会社
株式会社神谷商店
斉藤商事株式会社

大栄商事株式会社
タヵヶン金属株式会社

武豊屋株式会社
株式会社田中屋
株式会社ちた嘉商店

有限会社竹浅商店

中日鋼材株式会社
株式会社野々山商店

合資会社鋲正商店
株式会社富士商店
丸中商事株式会社

水
野商店
株式会社森口健商

憾賀講芽
株式会社山善

岐阜県亜鉛鉄板問屋会

反面設備投資は大変好
調ですので︑板金業界
としては非常に忙しい
年であるとも言えるで
しょう︒このような年
に皆様方板金業界と共
に活きるメーカーとし
ては︑まず皆様方に役
に立つ商品を発売する
ことが使命だと考えま
す︒昨今の住宅はいわ
ゆるへ︲外観重視﹂の

２口

600万円

1,953

1.302

１Ｓ{こつ=4.500円

１ヨにつき3.000円

2.418円

門

1.612局

６５１角

男

女

男

女

男

ご加入年齢範囲

１己につき1,500円

災害入院諾付金

１□

加入コース

300万鱈

死亡一悪度陸害保険金

８０６局

１５〜３５通

横山興業株式会社
有限会社吉川商会
株式会社吉田商店

合資会社掛布金属材料店

神山商事株式会社
高橋金属株式会社

株式会社志知八郎商店

吉田金属株式会社

夕１１

ＦＪ

、（
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に贈られます︒

能がきわめて優れてお
り︑技能を通じて後進
の指導育成に怒められ
るなど︑技能の向上に
著しい功績のあった方
昭和錦年ｎ月幻日
愛知厚生年金会館

・組今攻労者

この表彰は第訴回中
小企業団体愛知県大会
の席上で知事より受賞
されたものです︒

名古屋

昭和船年加月⑫日
中小企業センター

村上章

石原祥延
水野幸男

Ｆ両

以上の皆様です︒

昭和錦年５月訓日

った方に贈られます︒

長尺金属屋根産業の振
興に寄与され功績のあ

創立妬周年に当り︑

◎通商産業大臣表彰
日本長尺金属工業会

佐藤忠雄妬一宮
山内和夫如岡崎

川村清春砲名古屋

愛知県勤労会館

昭和聞年ｎ月︑日

った方に贈られます︒

会員として５年以上
技能士会または支部の
活動に著しい功績のあ

・会員功労者

◎愛知県技伊主会表彰

〆

平野弘名古屋

畳表測噸弘織

平野弘織

あかたは多年馬守長久篇屋根

産業の表薯寄与事箪昂績は

糎掌顕芸幸ものがあり壁す

よって巻里天白本長尽全棲エ業会

一十日

創立二十ユ周年穴当たりミ長

表彰します

昭今︽︷︿十一一一巻千基月︸

逼商童業大臣田柑一寵

炉．；⁝＃＃＃⁝＃＃＃⁝＃ｉｆ

︾︾磁蝿

矛壬争容夢壬エ丑団垂手酉エ壬エ吾予西手誼エ企｡否

昭和鶴年度の表彰を
受けられた組合員の皆
様を御紹介します︒

存じます︒

組合員全員で映えあ
る表彰を受けられた方
々を祝福し︑これから
も益々元気に活躍され
ることを念願したいと

・職業能力開発関係

ました︒

区区
Ｆ
里

ゴ
Ｌ

︵順不同・敬称略︶

磯崎欽伍帥知多
加藤準一私岡崎
山本文一確岡崎
功労者︵感謝状︶

職業能力開発促進法
施行訓年を記念して︑
永年にわたって職業能
力開発関係事業に従事
し︑その推進に寄与さ
れた方として贈呈され

あった方に贈られます︒

昭和閉年ｎ月廻日
中小企業センター

◎愛知県中小企業団体
中央会表彰
・組合功労者
組合役員を８年以上
経験し︑組合事業の推
進発展に多大の貢献が

岡崎

昭和胡年ｎ月︑日

川

二村武次舶知多

製岸仏

ザ

西中

山本清盟岡崎

尋砧一比

蓬蕊

騒瞳

寮

灘
鋪
醗
翰

苛訓︑・轍

認

◎愛知県知事表彰

磯

・愛知県優秀技能者
池尾利一船名古屋
板この表彰は県内に在 鈴木二郎詑岡崎

咽

譲謹雲譲
愛知県勤労会館

ます︒

︑■錦酎哩

●

◎名古屋市長表彰
・技能功労者
この表彰は︑名古屋
市内に居住する経験年
数訓年︑満帥才以上の
方で︑優れた技能を有
し︑他の模範と認めら
れ現在もその職業に従
事している方に贈られ
昭和船年ｎ月詔日

名古屋市公会堂

川上清船南区

鍵

6３６６

鍵

職篭織

住の実務経験妬年︑如
才以上の方で︑その技

嬉．

、

内山英臣

『
'
蛾
M
劇
蝿

鵜
賢争

隈伺候

尼
＝ 橿
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豆腐屋のアルバイト

西支部

鈴木準

ッパを吹いて売り歩く︒
当時はパァーフー︑パァ

ーフー︑パァーフーとラ

三十枚の油揚げをもっ
て約二時間くらいパァ

手伝いをさせられた・

ーフー︑手押し車と自
転車売りが行き帰した
ものである︒手押し車
では販売距離も少ない
ので︑豆腐も三丁くら
い売れれば良い方であ
った︒先輩らは自転車

今から思えば小さい
時からよく働いたもの
だ︒家におれば家業の
訓年も前になるが︑小
学生でも新聞配達や豆
腐屋に行った︒木で作
った二輪の手押し車で
ブリキ缶に水を半分と
豆腐を六丁ほどに中ブ
タを沈め︑引き出しに
ザ●§誤穆●§

＄●：

：．§．︒●ザ．︒︐︒．§．：．：●牛︲今．捗風︒︑融︑０．へ．︒︐◇ず●§ロ鞠弾き●令ソ●仇

認癖鯛識癖蝿認騨簿③

売りで︑十丁以上も売
って来るので早く自転
車売りがしたかった︒

は次の日も次の日も︑

売れるコースがあるの
か︑私も一度売れた所
パァーフー︑パァーフー

日も又一一丁か三丁しか

とやかましいほどラッ
パを吹いてみたが︑今
売れず︑しょぼくれて
帰った︒

揚げたての油揚げを
食べた人は数少ないだ
ろう︒まだあつあつで
カラリとした口当り︑
本当にうまかった︒
令．：ぷいや鉾や●§・合●︒．今・や●：．：

佐藤忠雄

宮支部

：︒︒．︒︒：．：●令●＃．；・令争︒：．︒

しかし毎可・空ってく

た︒

現場の作業なら一応プ
ロとして自信はあるが
文章を書くチャンスも
なく現在に至った私と
しては﹁すみません﹂
と言うよりほかなかっ

恥ずかしい思いをした︒

ご無理ご尤もでそれは

いうような事を言われ︑

ある時︑今は退職さ
れた女性の元事務員さ
んに他の機関紙と目の
前で比較され﹁こんな
おそまつな記事で恥ず
かしいと思わない﹂と

思う︒

︒﹄︒暮脅暑蕊：︾：︾令・・い：︾︒．︒恥・薯・●馨︾．︑塁︒︒︒︾．や恥翰や︾愛令・滞滞幕暑遵●晶令︒︾念幾番．冬．掛穆

愛板に思う

霞毒雑嫁卵凌脅篭凌懇等擬︒

げます︒

ではなく黒川の借事務
所で前事務局の鈴木さ
んに手ほどきを受けた
ものだ︒原稿用紙一︑
二枚でも読者にわかり
易くまとめようと思え
ば思うほど今でも何時
間もかかってしまう︒

まった︒

数人の編集委員が集ま
ってこれなのに︑以前
は一人の先輩が長い間
続けてこられた事は大
変なご苦労だった事と

時の過ぎるのは早いも
ので︑愛板の編集に携
わるようになって︑数
年をとっくに過ぎてし

ふり返ってみれば︑

末筆ながら︑皆様の
益々の御繁栄と御健勝
を心からお祈り申し上

さい︒

をささえる︑優秀な委
員各自が︑使命感にあ
ふれた思い思いの記事
を掲載いたしました︒
どうぞ今年も御期待下

事としまして︑﹁愛板﹂

繍瀧蕊蕊蕊熟議

広報委員会では︑組
合員各位のお役に立て
る様︑今年も委員一同
鋭意努力をしてまいり
ます︒又新年号特集記

ると思います︒

活用して行けば︑将来
性のある︑無限に広が
るたのもしい業界であ

を十二分に引き出し︑

の研究開発に力をそそ
ぎ︑業界の資質向上に
努め︑各自の潜在能力

斉藤充昭

亜広報委員長

一副理事長

真っ赤に映える日の
出と共に︑輝かしく新
しい春が訪れてまいり
組合員各位はじめ︑

ました︒

御家族一同様には︑御
健勝にて新春を迎えら
れたこと︑心からお喜
び申し上げる次第です︒

好況のうちに迎えた一
九八九年︒八十年代に
入った頃︑世の中は不
透明の時代と言われま
した︒そして中半頃に
は情報化時代になり︑

があります︒

八十年代最後の年とな
った今︑はたして何の
時代なのでしょう︒円
高基調から内需拡大策
で好調に推移した日本
経済の中で︑産業界を
リードする技術の進歩
は近年めざましいもの
しかし我が板金業界
においての技術革新は︑

お世辞にも進んでいる
とは言いがたい面があ
ります︒かといって手
をこまねいていたので
は一層遅れを取る事に
なります︒板金業は決
して衰退して行く業界

職業柄︑書く事に縁
遠い上に︑性格的には
苦手だ︒それが何かの
きっかけで始めて編集
会議に出た時は︑愛板
の事考亦も現在の建物

自分も自転車売りを
する様になってから⁝
大人用のタイヤの太い
運搬車で重い自転車に
荷台に水の入ったブリ
キ缶を付けて乗るのは

﹁１︲・零型

零

』

だから色々な職人の個

親しみが通じると思う︒

たとえ小学生の校内
新聞より貧しい表現で
も編集と読者も同じ職
人という事の方が心と

まない事がある︒

る企業や団体の機関紙
は国語学者の金田一春
彦氏も非のうらどころ
がないような立派なも
のだが︑あたり前すぎ
て見出しによっては読

ドルもペダルも重い・

大変むつかしい︑ハン

部をつぶして帰った︒

自転車ごと倒れ豆腐全

から差し引きされた︒

当然全部アルバイト代

脇坂美治

東三支部

た︒

って編集会議に出席し︑

私はこの言葉を卒直
に受け︑よしこれから
は東三支部の為に頑張
るんだと心に決めたの
ですが︑過ぎて見ると
もう少し皆さんと会話
をして︑良い記事を持

ます︒

より一層の﹁愛板﹂新
聞に努力したいと思い

お願いします︒

これからも皆さんと
協力して︑頑張りたい
と思います︒よろしく

ほしいと思う︒

これからも愛板新聞
は他の新聞と一味違う
板金屋のにおいのする
職人的なものであって

る︒

新しい年を迎えたら記
事を書く人から読む人
になりたいと思ってい

んにお世話になったが︑

長い間事務局の皆さ

が良いと思う︒

性的な記事があった方

！︑ｌ︑！︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑１︐１︑！︑Ｉ︑！︑Ｉ︑ｌ︑Ｉ

当初委員長と会った
時は︑これからは東三
支部の記事を︑より多
く皆さんに知ってもら
うために︑一生懸命頑
張るように言われまし

なく思っています︒

なかなか出席が出来な
くて︑支部には申し訳

四年間というものは︑

私は︑この広報委員
に選ばれて︑もはや四
ケ年になります︒この

とう御座居ます︒

広報委員になって
明けまして︑おめで

帝．﹄

︹誇霊一︾一一︾毒︾︾霊︾︾需晦一

＃

/

ではありません︒
将来を見きわめた︑

可

Ｆ

霧

技術革新を進めるため

篭
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いものだ︒

役員とか委員とか当
番はとかくやりたく無

れていやいややる役員︑

昭和支部

鷲見収
と言うことだ︒勉強な
どは出来なくても人気
があれば推薦されて当
選してしまうのだとい
う︒成績の良い子は役
員をやると勉強をする
時間がなくなるから役
員をやるのを嫌がるら
しい︒コマーシャルに
腕白でもいい呈しく育
ってほしいというのが
あるが現実はそうでは
ないようだ︒

補しか１かいる︒市議
にしても県議にしても
いえることだが︑立候
補する３年ぐらい前か
ら町内会の行事とか趣
味の会の会合には︑か
ならず１升持って挨拶
にきていた℃県議候補
に聞いてみた︑こんな
に金を使ってまでどう
して立候補をするのか
と︒氏いわくいろいろ
やってきたが残るは﹁名

今年も愛板広報委員
の一員として頑張りた
い︒

ｌ︑Ｉ︑Ｉ︑１︐１︐１︐１

新年明けましてお目
出とうございます︒

組合員の皆様方にお
かれましては︑御家族
共ども︑心新たに希望
に満ちた新しい年を迎
えられ︑心からお慶び
申し上げます︒

深く御礼申し上げます︒

旧年中は皆様方の暖
い御支援と御理解を賜
り無事職務を果たす事
が出来ました事に対し

好とは思われませんが︑

昨今の経済情勢は決
して我々にとっては良
聞くところによれば現
状推移との事ですがお
互いに世情の変化に対
応出来得る様な環境作
役員も推薦されてな

謝しなければならない︒

また役員の家族の協力

りと︑尚一層の高度化︑

誉﹂がほしいというこ
とだ︒金では買えない
名誉を金を使って得よ
うとしているのです︒
県会議員も市会議員
も給料をもらいながら
名誉も得られるが︑県
板役員はノーギャラで
一般社会では名誉とも
認められないように思
う︒そんな県板役員を
長年引き受け自前のビ
ルを持つ今の愛知県板
にされた先輩諸氏に感

も見逃せない︒
ってみると︑初めのうち

ではありませんか︒

技術革進と情報の的確
な収集と判断が望まれ
る時代に突入している
と思われ︑この期に組
合員同志が一丸となり
技術の研鎖に務め︑経
営に強くゆとりある生
活環境を築き上げよう
﹁頑張りましょう﹂
近来情勢が変化する

知多支部

沼津啓二
たな政策を持ち合い︑

中で︑一致団結して新
積極的に組合活動に参
加し︑力を注ぐならば
大いなる収穫が得られ
るものと確信し︑希望
を輝かせ乍ら開年をも
皆さんと共に乗り切り
たいものです︒

尚今年も好景気の中
で︑労働力の不足が予
測されつつある中で︑
就事者の減少と言う深
刻な事態︑これだけは
充分に管理しておかな
ければ︑先づ経営︑労
務︑安全管理とに力を
注ぎ︑条件の緩和と知
恵と努力により︑より
良い決断力によりお互
いに無事故︑無災害で
望みたいものです︒

しま

最後に皆様方の御健
勝と御多幸に併せて事
業の御繁栄をお祈り申
し上げ︑御挨拶といた

︻支部だより︼

技斜識能・蟻

れた・

恒例の第廻回技能祭
が︑名古屋市吹上の中
小企業振興会館におい
て︑ｎ月妬日午後１時
より４時までと︑ 日
午前加時より午後４時
まで︑多数の見学者を
集めてにぎやかに行わ

主催は愛知県の技能
士会で︑愛知県板金工
業組合は技能士会の役
員がｎ人程二日間︑交
替で︑家紋の打ち出し
と︑表札︑レリーフの
年賀状やクリスマスカ
ード等の実習指導にあ

１

たった︒

った︒

前日は時間も少ない
事もあり指導にもゆと
りはあったが︑日曜日
にはテレビなどニュー
スで宣伝が広まったの
か実習者が多数で用意
した道具や材料が不足
したり︑役員の昼食の
暇もないくらい忙しか

二日間役員として参
加して︑他のコーナー
の見学︑実習ができな

佐藤

かったのが残念だった︒

謝慰︲鑑

ﾛ午エ曇、

しかし人間社会で生
活していくには必要で
無くてはならない役で
ある︒やりたいという
人も中にはいると思う
が︑これはごくまれで
あり︑大抵の人はいや
だという︒人に推薦さ

っていたが・・・⁝⁝⁝⁝

小学生の高学年から
中学生頃の委員とか役
員は勉強の出来る人が
やるものだと思ってい
た︑また出来る人が推
薦されて立候補してい
た︑今でもそうだと思

だ︒

社会に出てもいろい
ろな当番とか役員が待
っている︒結婚をして
子供ができれば子供会
の役員とか︑町内会の
役員とか︑ＰＴＡの役
員がある︒趣味の会で
も役員がいる︒これら
の役員はほとんどが無
報酬でありボランティ
ア精神がないとできな
いと思う︒中には名誉
がほしいとか︑あの人
がやるなら﹁私にも出
来る﹂と進んで？役を
受ける人もいるが⁝⁝
私が以前住んでいた
野並に市議会議員に何
度も立候補をして三度
目に当選し今は現役の
市会議員の方がいる︒

それではと進んでやる
役員︑しかしだれもな
り手がない役は当番制
ということになる︒子
供の頃から当番はやら
される︒掃除当番とか
給食当番でどうせやる
なら給食当番で掃除当
番なんかには︑なりた
くはないと思ったもの

そうではないらしい・

先日高二の息子とその
事で話していたら今は

なってきた︒

は何がなんだか分から
ないが慣れてくるとや
りがいもあるものだ・
私も広報委員になった
頃は思ったことがなか
なか書き表すことがで
きなかったが︑最近は
ほんの少しおもしろく

鷲

市按舵輔団.棒.鐘

また私の友人の知人に
昨年県議会議員に立候

薄燕蕊篭

鍵

舗

,f,阻如l蝿漁函照力

ｌ
ｒ

生徒会長などはなり手
がないので困っている

祭

｛
鵜

b
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ンズボーリング場にて︑

十一月十三日の日曜
日︑江南市内エコーレ

親睦が出来たと思いま
す︒

これからも︑こうし
た企画で組合員の生活
向上をはかり︑後継者
が一人でも多く出来る
ことを願いたいのです

名古屋板金連合会

まった︒

村上会長の始球式で始

開散しましたが︑

点の為ジャンケ
ンの結果︑高木
英利氏に決定し
た︒迦時釦分頃

来年も開催され

従業員︑家族︑メー
カーの人達が︑入り交
って和気合い合いの内
にゲームが終了した・

て下さい︒

こぞって参加し

ました︒

中川港

棚橋

尚賞品は平野
県板理事長に大
変お世話になり

ると思います︒

コンピューター集計で
スムーズに順位が決定
順位は次の通りです︒

し︑表彰式が行われた︒

優勝吉田民樹氏
二位沢田隆之氏
三位辻原一雄氏
ハィゲーム賞高木英利
と服部正良の一一名が同

以上の如く永い年月︑

我々は待ちの姿勢で商
売をして来たが︑これ
からは魅力ある企業づ
くりを目指し︑営業力
を強化し︑後継者を育
成し︑新しい分野へ積
極的にチャ．．ジする

●５

ことが必要であると痛

感させられました︒

日頃なんとなく置き
去りにされている安全
活動も然り︑安全無く
しては企業の繁栄はな

い︑後悔は先にたたずⅢ

今回の研修に於いて大
いに参考になったので
は︑努力無しでは何事
も生み出せない︑やが
ては単純労働者として

衰退してゆくのでは︑

じとられた事でしょう︒

参加者は色々と意を感

又研修会終了後に於
いて席を替え隣席に於
いて︑これ又年に一度
の懇親会を催した︒日
頃で多忙で一堂に会す
る機会のない会員は世
間話に花を咲かせ︑お

互いに労をねぎらい︑
一足早い忘年会になっ

たのでは︒

2,‑塁

少や轡画蝉密画一号一向奇や

F

Ｆ

知多沼津

して散会︒

田商店からも出席を頂
き盛大に催した︒やは
り若者の集いであるた
め大ハッスル︑若いコ
ンパニオンを交えて花
ざかり︑歌に踊りに手
拍子と時間が過ぎるの
を忘れ思い思いの夢を
膨ませ︑初夢を思い浮
べながら一同床につい
た︒絶対に飲酒運転は
御法度︑朝になると昨
夜の反省︑こけ落しも
終わり︑又の再会を約

武豊星㈱︑㈱山善︑㈱池

尚且つ問屋さんからは

までの会員の参加を得︑

支部青年部も去る︑
月妬日知多の山海地区
の会場に於いて︑今年
最後の締めくくりとし
て北は東海市南は師崎

ｑ

第五回
へボーリング大会
一去るｎ月廻日星ケ丘
ボーリング場にて︑総
勢的名が参加して行わ
れた︒当初は誕名の申
し込みが︑６時訓分受
付を始めた所︑賜名も
人員増になり︑村上会
長始め︑大脇︑加藤副
会長も対応に汗だくの
盛況であった︒四時ゲ
ーム開始が少し遅れて

拍した︒

挨拶の中で情報
活動の推進と共
同保証制度の充
実︑虹世紀に向
って対応策など
などのお話を頂
き大いに賛同を
研修内容は
一︑組合員によ
る今後の対応策
と留意点
講師

太平工業㈱
名古屋支店
山口久光氏
一︑舵年度に於いて最
重点課題として実施し
た﹁活路開拓ピジョヒ
について調査及び報告
並に企業行動の適正化
・近代化への指針
講師中小企業診断士
小島一夫氏

雲蕊鐸：漁鍵鍵

〆︑﹃︾上﹃グト﹃

グリンボールに於て︑

午後一時までに集合︒

十月二十八日︑豊橋

れました︒参加者は︑

ルで競いました︒

夜七時スタートで行わ

江南支部

である家族ぐるみの︑

変わった方式であった
ので時間が少し長くな
った︒大会の賞品はボ
ーリング場の出す品物
と︑ヤマダ機工さんか
ら支部に寄贈していた
だいた高価な品物があ
り︑それに︑支部が用
意した賞品があり︑そ
れぞれの賞品を全員に
手渡すことが出来︑役
員さんも喜んでいた︒
何にしても︑今回の
レクレーションの目的

東三支部

昨年より多く︑三十五
名で︑三ゲームトータ

が多いのが残念でした︒

囲気であった︒
が？

︒■︑■ｑ日貼子ら■●■■●■Ｐ■●ｑ■■凸Ｇ●●■①ＰＯＧ甲■■■＄■も■■産むひ町中■■ｑ■Ｐｑ■煩・■■■母■毎■■ｑ●町凸巳

県板からは平野理事長並に早川
専務両氏の出席毛頂き︑尚且つ

知多支部は本来なら夏に開催す
る予定であったが︑共済制度導入
の準備のため順延となり︑去るｎ
月６日日に東海市内の勤労センタ
ーに於いて研修会を催した︒今回
の開催は年に一度と言う事で多く
の参加者を得︑盛大であった︒

今日この頃である︒

灯火親しむの候とはいえ︑今年
も余すところ実働妬日︑異状気象
により寒さも加わり︑一段と慌た
だしい日々︑体の休まる暇もない

識会員勉岸挺勤猶夢瀞綴蕊蕊
溌恭畷鐸融和琴懇親愁漂嫁港

次に賞品授与になり
ましたが︑順位付けが

瀞

；；；⁝；；；⁝；⁝ＩＩｉＩ⁝⁝；

参加者予定が三十五名
中︑二十八名が参加し
た︒今回が初めての企
画ではあるが︑欠席者

皆さんは︑従業員家
しかし︑組合員︑そ
して奥さんと︑小さな

族で親睦を深めながら︑
ゲームを楽しまれた︒
最後に音生部長より︑

子供から高校生までが︑

雰

騨
箪
億
一
陸画

スタートから二ゲーム

今後の青年部は仕事︑

終了まで︑和やかな雰

東三脇坂

'

散しました︒

計・酔剰軸

雛

翰識穏

琴
運動︑コミニュケーシ
ョンを計り︑より一層
の協力をお願いし︑解

圃持

霧
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