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発行広報委員会

﹁共同保証事業﹂

く

受付開始迫る／
一一月二十一日︑﹁共

らいの事業所数のため︑

愛知県板傘下の組合員
数からすると約三割く

事業第一号が申請され
る見通しとなった︒又
これにともない二月末
日現在三一○の事業所

同保証委員会﹂が開催
され︑本年度の重点活
動事業である﹁共同保
証事業﹂の内容変更作
業が大詰めを迎えた︒
保証制度を導入する
にあたり︑﹁保証委員

依然として根強くあり︑

又︑天皇問題を考える
会など︑いろいろのグ
ループが各地で集会を
開いたり︑天皇の戦争
責任追求の声は内外に

その間︑保証内容︑

鋭意努力してゆきたい︒

今後︑適用事業所の資
格を得るための四講習
を再検討し確立の高い
部分から講習を進め︑
最終的には全組合員が
﹁保証制度適用の店﹂
の看板をかかげるよう

の資格を得ているが︑

が﹁保証制度適用の店﹂

会﹂が発足して久しい︒

道では︑消防庁音楽隊
などの演奏する﹁哀之
極﹂の悲しい調べが流
れ︑数十万人の人々が

今後も議論が続きそう

組合設立以来︑初めて
の事業であるため︑他
県板の内容等を参考に
しながらのマニアル作
りに︑委員一同大変苦

御見送りした︒
午前十時三十分より︑

にこぎつけなかったが︑
今年度に入り︑まず﹁保

労された︒

一月七日早朝崩御さ
れた昭和天皇の本葬に
あたる﹁大喪の礼﹂が
四十九日目に当る︑二
月二十四日︑古式にも
とずき︑おごそかに営

んとなった︒

かくして︑昭和天皇
がこよなく愛された自
然が広がる武蔵野陵墓
地で永遠の眠りにつか
れ激動の昭和史も終え

だ︒

次拝礼した︒

場殿の儀﹂が行われ︑

検査要項︑保証センタ
ー設立など︑次々に問
題点が発生して︑実施

も多く問題点を残した︒

しかし政教分離が明確
でなかったり︑百億円
を越す費用など︑大喪
の礼に批判的な国民層

悲しみの一日となった︒

三時頃まで︑葬儀の模
様を放映し︑日本国民
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・叱豊訟 苛 抑 制 岬 劉

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話732‑1226

続いて国の儀式である
﹁大喪の礼﹂が行われ
正午を期して一分間の
黙祷をし︑参列者が順

証委員会﹂を整備し委
員会内の運営︑検査︑
管理︑の各部会が精力
的に内容等について再
検討した結果︑﹁共同
保証事業のすべて﹂と
題した新しいマニアル
本が完成の運びとなり︑
三月十九日の名古屋︑

会を手始めに︑知多︑

尾張ブロックの︑検査
員︑適用事業所の説明
西三ブロックで順次開
催し︑新年度には保証
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板金ｴ業組今

皇室の儀式である﹁葬

愛．此の日︑朝から雨雲
が重くたれこめて日本
列島を覆い︑小雨や小
雪がちらついて︑日本
国民の悲しみをより一
そう深いものにするか

日のようであった︒

５午前九時三十分︑昭
即和天皇のひつぎを乗せ
３た嬬車は前後を皇宮警
年察の黒いサイドカーに

午後三時より︑東京
都八王子市の武蔵野陵
墓地にて﹁陵所の儀﹂
が行われ︑御愛用品を
添えて埋葬され︑一連
の儀式が終了した︒
此の日︑官庁や企業︑

商店街などは業務を自
粛し休日にする所が多

転・守られて葬列を組み︑

平一一十一発の弔砲が鳴り
響く中︑二重橋を渡っ
て︑葬場の新宿御苑へ

又︑テレビ等も午後

かった︒

小雨の降りしきる沿

り進んだ・
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日頃の修練並に研究の
被露の場とあって真剣
そのもの︑検定時間も
長いようで短く︑廻時
配分競技終了し作品の
提出︑今までの緊張の
疲れが出て︑肩の荷が
落ちた様な感じだった
との事︑又御両人はこ
れからの将来に励みと
なり︑悔いのない闘い
と︑その体験は出場し
た選手でなければ味わ
えな︑ぺ雄的存在と生

午前８時釦分競技開始︑

２日目︑即ち翌ｎ日の

︾蕊零

溌騨

全国技能競技大会で

愛知代表神谷聡氏
制覇す〃

の感じがしました︒

もに﹁コケラ落し﹂と

参加代表は北は青森
ｌ南は鹿児島県までの
代表で︑出場選手は総
数妬名の接戦となる・

愛知からは２名の代
表で﹁ゼッケン﹂焔︑
鯉の背番号で臨んだ・

恒例の開会式の後︑競
技に関する諸説明と持
参工具類の点検︑付添
者への説明に終り︑翌

卸

瀞
紗

昭和から平成へと年 審 査 委 員 の 方 々 に は 選
号が改められ︑何か良 考にあたり大変苦慮さ
き空想を抱き唄想の内 れた由︑難関を突破さ
に競技大会の日程が決 れ晴れて県代表として
り︑愛知からは２名の 知多支部神谷聡氏
選 手 が 選 出 さ れ 出 場 と 碧南支部神谷定幸氏
なった︒先の愛板２月 の２名が決定された︒
号に東三地区広報担当
より掲載された通り︑
予選大会は接戦を迫し︑

一群

｜﹄や

憧れの日本一の王座
をめざすその日が訪れ
た︒それは去る２月皿
日︑ｎ日の２日間であ
る︒競技会場になる会
場は地元宮崎では︑待
望の新しい設備を具備
された職業訓練所とあ
って︑地元テレビ局で
は再三にわたって報道
され性目の的となった︒

前日には竣工式が行
われたとの由︑名実と

聡氏・神谷定幸氏
神谷

露
顎

諺
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平成元年３月１５日
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全板連より発表され︑

競技の結果は３月中旬

したｑ

神谷聡氏の優勝が確定
私達組合員は同僚の
一員として︑精一杯闘
った戦士に賞賛と拍手
をおくりたい︒

大研修室で開催された︒

恒例となった新春板
金セミナーが１月羽日
９時訓分から西区の愛
知県職業訓練会館２階

今年の講師は国際セ
ンター民間大使のン・
レンレン女史で﹁シン

ぱいであった︒

東京から駆け付けてい
ただきご祝辞をいただ
いた︒開会の頃は空席
が目立ったが講演が始
まる頃には会場から溢
れんばかりの人でいっ

英一氏には多忙のなか︑

連合会専務理事の篠原

狗

とだ︒

受けられる︑六才で小
学校に入り︑三年でテ
ストを受けて三コース
に別れ６年制と８年制
に︑６年制からテスト
を受けて開人が中学へ
４年間学べる︑また優
秀な生徒妬人が２年制
の高校へ進学さらに４
人の優秀な学生が大学
へ進むことができると
のお話であった︒一九
七二年には産児制限運
動があったが妬年には
子供不足になり現在は
日本と同じく３人目か
らは補助が出るとのこ

鰯

ガポールの文化と日本﹂

第幅回

と題した講演を聞いた︒

新春板金セミナー開催

った︒来賓の挨拶には︑

言葉が使われている︒

先生はシンガポール
国立大学を卒業し名古
屋の南山大学に学んで
おられる︒日本にきて
１年半というのにとて
も日本語が旨い︒シン
ガポールはマレー半島
の先端にある人口二六
○万人の国で︑以前は
イギリスの植民地であ
った︑多民族国家でそ
の布％が中国人ついで
マレー人インド人︑イ
ギリス人といろんな人
種の人がいる︒国の共
通語は英語になってい
るが︑実情は北京語が
主でマレー語インド語
タミール語など様々の

通貨はシンガポール
ドルで１ドル︑円︒学
校教育は国から無料で

が伺える︒

鷲見

新春板金セミナーは
９月頃から準備にかか
るとのこと役員の苦労

り楽しい催しだ︒

午後は協賛メーカー
の商品説明とか新商品
の説明がビデオを見な
がら行われた︒興味の
ある話などは時間がた
つのが早いもので︑最
後のプログラムの福引
きになった︒毎年協賛
メーカー︑商社の協力
でたくさんの景品があ

演を終わった︒

東南アジアの中心都
市赤道直下の常夏の国
は︑ランが咲き乱れ素
晴らしい国と聞く︒最
後に質疑応答があり講

名古屋板金連合会の
大脇国和氏の司会で︑
時から開始された︒開
会のことばを名古屋板
金連合会会長の村上章
氏︑続いて愛知県板金
総合職業訓練協会会長
羽柴弘和氏の挨拶があ

全板連議員連盟に愛知
県から参画していただ
いている︑衆議院議員
の片岡武司氏から︑今
年は名古屋デザイン博
の年であり︑最近は建
物もいろいろなデザイ
ンの外観で建てられる
ので︑板金業界もデザ
インには無関心ではい
られない︑私も皆さん
と一緒になって勉強し
たいと挨拶︒また愛知
県板金工業組合理事長
平野弘氏は︑愛知県板
金高等職業訓練校発足
以来弱年たった今︑柴
田先生の意見を引き継
いでこられた︑羽柴会
長並びに長谷川校長に
は感謝しますと挨拶が
涯忘れる事の出来ない
思い出となる事でしょ

又選手の付添として
同行して頂いた役員の
方々には心からお礼を

あった︒

知多沼津

全日本板言と工業組合

申し上げます︒

支部だより︼

尋 ０

たが︑そのうちに慣れ
ることであると思い自
分自身を慰める始末︒
工場内の見学では︑

江南今井

マキタ電機岡崎ェ場を︒鉛

見学して

であった︒朝八時半︑

電動工具の賢臓に当る
モーターが出来るまで
の流れを見て廻りまし
たが︑すべての加工機
はＮＣによって自動化
され︑作業員は少なく
工場内は広く空間が持
たれ︑通路の巾も広く
機械と機械の間が広く
取って安全面で充分配
慮されていた︒

一本の鉄棒から削り
磨かれて出来上がるま
で人の手に触れず仕上

この後︑焼津グラン

がる様は感心した︒
ドホテルに向った︒

っ︑優秀技能者︵愛知
県知事表彰︶山本文一

した・

聖誰・今少常錯敏倉念感悟

灘⁝馳識
総介醤琴爺膜患筑溌露

事業報告︑会計報告︑
平成元年度予算案の審
議が行われ︑質疑・応
答のあと各議案が拍手
を持って︑承認されま

スローガン﹃仕入れ
にも︑すべてにかかる
消費税﹂﹃消費税︑元
請︑下請︑納税義務﹄
﹃上げよう業績︑被ろ
う︑ヘルメット﹄が︑

石原副組合長より発表
がありました︒
閉会の言葉のあと︑

県板より紹介の︑特別
講演﹁消費税と板金業﹂

と題して︑会計士の丸
山先生より話をいただ

蝿蟻

いですね︒

平函尉．

見学した︒

ント︑防水シート︑水
切等々専問的な質問に
対し適切な回答があり
満足した︒材料は叱孫
の銅板が使用され︑工
事は七月頃完成が予定

マグリや元日一のジョイ

原銭司各氏でした︒

二位甲部安男︑三位石

果は︑優勝中村幸成︑

また翌日は︑第十回
岡板ゴルフ大会が吉良
カントリーであり︑強
風の中︑二十三名の参
加者があり︑一日プレ
ーを楽しみました︒結

過しました︒

講演のあと︑六時よ
り懇親会があり︑歌︑
手品︑芸妓さんとのゲ
ームありで楽しい夜を

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

このパッキング工法
は︑工期の短縮化︑足
場諸経費の軽減︑施工
時の安全性︑面材の踏
み汚れ防止など画期的
な工法で︑構造はＥＣ

元担ピューティエ業㈱
の長塚氏の説明で施工
中の棟から軒先まで葺
けるバッキングエ法を

２ 月 過 日 現 在 銅 屋 根 下地にシステムタルキ
工 事 中 の ﹁ 名 古 屋 市 外 をアンカーで取付け︑
堀公館︵仮称︶﹂を見学︑ 打 ち 込 み キ ー を 付 け ︑
午後一時半愛知県庁前 面材の下ハゼに差込ん
でから防音断熱ボード
に集合︑全員ヘルメッ
ト ︑ 安 全 帯 を し て 現 場 を入れ込み上下ハゼを
固定する工法でした︒
に入った︒現場では︑
急勾配作業も縦ドウブ
チに足場金具を付けた
安全な足場が考えられ
ていた︒角には廻しハ

愛板青年部

尋嫁剰

瀞︑蕊

わからないの消費税で
すが四月一日より実施
されるのです︒頭が痛

いながら︑わからない︑

千万︶以下の板金店が
多くて︑楽観している
のか︑消費税に対して
今少し︑理解できませ
んでしたが︑材料には
税が転嫁されてくるの
ですから︑その分だけ
でも転嫁したり︑組合
でカルテルの作成も考
えて行かなければと思

言いますか︑免税点︵三

しかし︑複雑という
か︑私達の勉強不足と

きました︒

蕊

二月二日︑三日の日
程で︑池田商店Ｓ１会
研修旅行での工場見学
名古屋駅西側へ集合︑
バス四台に分乗︑出発
マキタ電機岡崎工場へ
は一時間少々で着き大
会議室へ案内された・
ここでは板金工具や
溶接機等展示されてい
る︒今回は販売もされ
るのであるのか︑それ
ぞれが熱心に商品を見
ていた︒私は最初買う
気はしなかったが︑説
明等を聞くうち買って
しまった︒それも高価
な物を︑後日自分の作
業場へ配達され早速使
ってみたが思うように
使えず少々不安になっ

平成元年二月十二日
三谷温泉︑ホテル松風

１１坐罰叫巨ｌ蒋汗皆咋鍬派１４エ酢可釧僧吋非

園で︑午後一時より︑
た︒

通常総会が開かれまし

氏︑加藤準一氏︑鈴木
二郎氏の紹介︒来賓の
あいさつをいただいた
あと︑議長に内山氏を
選出して︑六十三年度
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籾山氏の司会で始ま
り︑山本組合長あいさ

されている︒

考になった︒

その後︑岡崎の高柳
さんが施工された︑旧
裁判所を見学する事が
できた︒現在は内部の
左官工事が行われてお
り︑屋根工事は前に一
度工事中に見学してお
り︑今度はそれを想い
出しながら工事完了後
を見学したので大変参

かかったそうです︒

重要文化財として残
す事になった旧裁判所
ではハンダ付に火を使
うことができず電気ゴ
テを使っての作業で苦
労されたそうで︑丸窓
の絞り込みや棟水切押
え︑笠木等見る物すべ
てが板金芸術の集まり
に思えた︒この工事は
毎日七人工位で約一年

測些

可職識、
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で行ける所です︒

新城は︑豊橋
から約三十分程

午後一時三十分
集合︑参加者十

おり変更になります。

平成元年４月１日からの保険料は次のと
ります石巻山において︑

五時過ぎまでかかりま
した︒それから場所を
かえて︑豊橋よりにあ

だが︑今年の二月は︑

毎年︑冬季の中で二
月が一番寒いはずなの

地方を吹きぬけた︒

例年より一週間おく
れの﹁春一番﹂が東海

外で作業をする我々板
金業者にとって︑寒く
ないのは大変ありがた
い事であるのだが︑暖
かさの反面︑日変りの
雨には泣かされる︒年
度末工事や納期のある
現場作業のおくれは頭

事なのだろう︒
冬らしくない冬で︑
まさに暖冬異変である︒

０度以下の冬日が一日
もないのは︑どうした

した︒
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ＦＡＸ番号変更のご案内

回線を設置致しましたのでご案内致します。

３月７月より下記のとおりＦＡＸ専用の

自然の営みに狂いが生

れぞれの気候でないと︑

午後五時終了⑧

委員三名出席

二月二十八日脚曇
二二六号編集会議

ている︒

粉症﹂や﹁アトピー性
皮膚炎﹂の人には︑辛
い季節が訪れようとし

現代病と云われる﹁花

暖冬異変のお返しが
来るような気がしてな
らないのだが？

のだろうか︒

暖冬のせいで︑梅花
も満開になって︑春の
足音は日一日と近づい
て来る︒本当に此のま
まで春になってしまう

ものはない︒

自然の力ほど恐ろしい

の力でもってしても︑
いかんともしがたく︑

いくら知能の高い人間

て︑無限の世界の事は︑

じてしまう︒かと云っ

。組合員月額10,100円
・家族一人につき月額3,300円
・支部手数料一世帯月額３００円

やはり春夏秋冬︑そ

がいたい︒

ＦＡＸ〈052＞７ｓ２−１７ｓ３番

東三青年部﹃姉糊鍔権蝿峠糾淫緬蝿椴
去る二月十九
日新城へ︑研修
旅行に行って来

レッシュフィルターの
ほうが多く使用されて
いるとのことだ︒また
防火ダンパーやブラン
チ及び吊り金具のピッ
チなどの勉強をした︒

の馬場板金所︑

場所は︑新城市

ました︒

の数量など積算する︒

４時間目は石浜講師
の講義で積算の勉強を
した︒ダクトの長さの
拾いだしから材料の算
出︑板厚の決定︑部材

ダクトの板取では釦％
ぐらいのロスを見てお
かないといけない︒こ

保険料について全板国民健康保険組合

八︾編集後記

お知らせ
先生を迎え反省会をし
ました︒翌朝解散しま
又︑機会があれば︑

皆んなでつぼを完成に
行きたいなあ・・・・
部長さん︑企画をして
やって見ましょう︒皆
さんも勉強になります
よ︒

労様でした︒

く︒

部長さん︑良い企画
どうも有難度う︒御苦

馬場先生︑有難度う
御座居ました︒又遊び
に行きたいと思います
ので︑その折はよろし
先生からは二日もすれ
ば完成すると︑励みの
言葉もでる程︑皆んな
一生懸命でした︒三分

東三脇坂
﹁板厚は真諭一ミリ﹂

の一くらい出来ました︒

まくいきませんでした︒

簡単に出来ましたが︑
つぼの方はなかなかう

丸華作りに挑戦しまし
た︒丸華は思ったより

て見ようと︑つぼ作り︑

なんとか皆んなでやっ

んなびっくりしました︒

青年部の人達で一度教
えてもらってはと声が
かかり︑部長がお願い
をして企画をしたわけ
です︒事務所へ入って
見るといろいろな作品
が沢山飾ってあり︑皆

ださるそうですから︑

打出方の指導をしてく

りの紹介で︑つぼ作り︑

余名程でした︒

れら材料費︑加工賃︑

これには親組
合の近藤さんよ

部材費︑消耗品費︑運
賃︑などが工事費とな
る︒ほかに運搬は４ｔ
車で如〆ぐらい運べる
とか︑簡易積算法を勉
強して４時釦分終了し

風
潮
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た︒

澱一

また断面積が１〆の
さる２月四日口天白
区平針の㈲章栄飯金工 角 タ ク ト を 比 較 し た 場
業 所 で 開 催 さ れ た ︒ Ⅳ 合でも１液×１沈と２
日唱日とぐずついた天 頑×叱加とでは周長が
気も四日は朝から快晴 ４液と５液とになり２
で暖かい一日であった︒
液×晒加のダクトの方
会場は県板副理事長で が抵抗は大きくなるの
あ り 名 古 屋 ダ ク ト 組 合 で︑出来るだけ周長を
理事長の村上章氏の工 小 さ く す る の が 望 ま し
場の２階会議室で組合 い︒また補強リブは見
員蝿名が参加して午前 える場所は︑見た目に
９時別分から行われた︒ も良いようにいれる︒
始めに平野理事長︑村 フランジの大きさは円
上委員長から挨拶があ 形の場合は２ 大きく
り︑司会の相馬さんか 角形の場合はダクト寸
法より５両大きくする
と良いなどを勉強して

＃蜂鋪群鑑

鷲見

勉強になった︒

私が今回講習を受け
ていちばん参考になっ
たのは︑異径
曲りダクトの
簡易板取法で
あった︒日頃
あまり手掛け
ないダクトや
厚板の加工法
を知り︑大変
鯵霧溌蕊

露

午前中の講習を終えた︒

綴

昼食後は稲垣講師から
グリスフィルターの講
義があり︑最近はオイ
ルフィルターよりパフ

▽げゃ・

ら今日の講師の石浜︑

加藤︑森山︑稲垣︑の
各先生がたの紹介があ
った︒１時間目の講義
は加藤先生で︑厨房用
ダクトの基礎知識を勉
強した︒天蓋フードの
大きさは発生源より周
囲を卸 大きくするこ
ととか︑ダクトのサイ
ズの決め方を学んだ︒
２時間目は森山講師
の講義で︑ダクトの形
状は断面が円形が理想
であるが︑角形の場合
は正方形が最も適し長
方形にしても とか最
大でも 以内で製作し
なければならない︑ダ
クト内は気流の抵抗で

なる︒

号同じ断面 積 で 丸 池 に 対
６
配して正方形理の割合に
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