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度会計報告︑水野正一

年度事業報告︑岩井
金夫さんより昭和 年

次に県板青年部技能
競技大会入賞者表彰に

それぞれ拍手をもって
承認されました︒

さんより監査報告があ

年度予算案を発表し︑

り続いて次期部長林雅
彦さんより平成元年度
新役員承認・平成元年
度事業計画案を︑又山
本早実さんより平成元
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板金工業組寺

愛知県板金工業組合
青年部は︑平成元年４
月９日日愛知県産業貿

伯周年記念式典開催

愛 知 県
Ｉ易会館西館９Ｆ第一会

が開催された︒

議室において︑午前ｎ
時より第ｎ回通常総会
まず初めに野田和彦
部長より平素は我々青
年部に対し多大なる御
支援・御指導を賜わり
厚く御礼申し上げると
ともに﹃青年部員であ
ることの認識を持ち積
極的に行動せよ﹄と︑

又次期部長を盛り上げ
てほしいと青年部員の
皆さんにお願いした︒

来賓には︑平野弘理事
長・山本清常務理事・

た︒

早川孟夫専務理事が出
席され挨拶をいただき
ました︒又議長には高
柳三郎さんが選出され
議案審議にはいりまし

った︒
はいり︑最優秀賞には
神谷聡さん︵知多︶︑
愛知県板金工業組合
優秀賞には神谷定幸さ 青年部ｎ周年記念式典
ん︵碧南︶︑山内政明 は午後１時より同じ会
さん︵知多︶らが表彰 場で開催された︒・
されあとのⅢ名の方々
初めに﹃部旗﹄入場
には努力賞が贈られま には我々青年部一同気
した︒尚神谷聡さんは の引き締まる思いがし
全板青年部・全国技能 た︒林雅彦部長の挨拶
競技会において見事優 では︑加周年を迎え親
勝され愛板青年部の名 組合・地域関係各位の
声 を 上 げ て く れ ま し た ︒ 皆様には御支援御指導
最後に退任役員６名 を賜わり厚く御礼申し
の方々に林雅彦部長よ 上げるとともに︑これ
り感謝状が贈呈され︑
からの青年部活動には
親組合の連携のもとに
我々の業界の発展に尽
しますので今後一層皆

午前中の総会も無事閉
会となり午後からのｎ
周年の準備にとりかか

様の御指導御鞭捷をお
願いしたいと挨拶した︒

来賓祝辞には︑衆議院
議員・片岡武司氏︑愛
知県商工部工業振興課
長・浅谷守氏︑全板理
事長・若林忠夫氏︑全
板青年部部長・平野光
男氏︑愛板理事長・平
野弘氏の方々に祝辞を

いただきました︒

続いて歴代部長の高
柳一男さん︑鈴木準一
さん︑高橋銀吾さん︑
の３名に平野理事長か
ら感謝状が贈られた︒

講演においては︑本野
省三氏︵経営コンサル

挨拶する野田青年部長

−Ｌ

野田和彦部長より昭和

挨拶する平野理事長
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タント︶に﹃釦世紀にお

ただきました︒

ける飛朔﹄Ｉ板金業界
の新たな活路と若手経
営者の経営意識変革ｌ
という演題で１時間鋤
分にわたり講演してい

ティーとなった︒

その後︑閉会の辞に
移り愛知県板金工業組
合青年部ｎ周年記念式
典を終了し︑記念パー

ストラン・モン壱フラン﹄

記念パーティーは午
後４時より２Ｆの﹃レ

した︒

にて行われ︑高橋銀吾
さんの開演の挨拶に始
まり︑来賓挨拶には参
議院議員・三治重信氏
から祝辞をいただきま

いただいた︒

又︑常務理事・青年部
担当の山本清氏より乾
杯の音頭のもとに皆様
にはゆっくりと寛いで

しばらく観覧したあと
高柳一男さんより万歳

三唱があり２時間足ら
ずで閉会となった︒

御礼申し上げます︒

このｎ周年記念式典
に当り︑関係各位の皆
様には大変お世話にな
りましたことを︑厚く

︻支部だより︾

旅日記卿

三朝温泉
津島支部

界一のラジウム含有量
をほこる温泉の湯にも
剛年以上の歴史の重み
が感じられ︑観光客の
みならず多くの湯治客

鑓
にある足立美術館を見
学しました︒この美術
館は鷺の湯温泉の中に
あって︑昭和妬年安来
市出身の実業家・足立
全康氏によって創設さ
れ︑近代日本画を中心
に多数の作品を収蔵公
開しています︒中でも
特に横山大観の作品は
圧観で︑我々に深い感

も見られます︒

夜明けた型日朝︑
旅館万翠楼を出発した
我々は︑白壁の土蔵と
五万石の城下町で有名
な倉吉市から︑伯者富
士とも言われる大山を
見ながら米子を経て︑
安来市へと向いました︒

銘を与えてくれました︒

江南の布袋神社境内の
青木川沿いに立つ満開
の桜の木の下で場所を
取り︑午前ｍ時には役
員とその奥さんが集合

江南支部

桜満開／
絶好の花見会

日に恵まれた︒

４月２日の日曜日は
天気は快晴で風は全く
無く︑素晴らしい良い
この日に予定していた

一 砿

ったバスは午後４時釦
分︑三朝温泉に着き︑
同温泉の湯に旅の疲
れを落し楽しい三朝の

安来駅より加分位の所

祖

一夜を過しました︒

三朝温泉は︑三方を山
に囲まれ三朝川の清流
の響きに包まれて︑世

及ぶ日本庭園があり︑

又︑美術館の裏手には
三万平方メートルにも

鍵灘

３月記日朝︑総会旅
行に出発した一行は︑
名神・中国高速道路を
院庄インターチェンジ
まで︑一路西へと向い
ました︒

車中において総会を
行ない︑昭和田年度の
会計報告の後︑平成元
年度支部長選出におい
ては︑柴田人史氏の留

と花

して︑前日に打ち合せ
てあった豆腐の田楽．
それと焼肉用の炭火の
準備を始め︑豆腐の串
刺しが出来︑哩時頃か
ら田楽を焼き始めると
肉を焼く人も一人︑二
人と集まり出しビー
ルを飲む者︑酒を飲む

者もいる︒

カラオケのパックミュ
ージックが流れる中︑

会話もはずむ︒

がある︒

時折り花びらがひら
ひらと落ちる様は風情

しかし参加者は予想よ
り少く︑家族連れの組
合員は３組だけ︒全員
でも〃名と少し淋しい

気もした︒

った︒

だが︑こうした企画
はなか／︑むつかしい︒
花の咲く時節が年によ
って変るので︑日を定
めることがむつかしか

しかし今日は最高の
お天気に恵まれて︑役
員一同喜んでお世話が

江南今井

出来ました︒

逼詮

焼肉と酒

任を決定しました︒

鶏

帰りの時間があり︑
いつまでもこの場所に
留まることは出来ず︑
一同は車中の人となり

鶴鐸

弾

ましたが︑米子から日
野・勝山を経て休憩地
である久世に至る車中
では︑その余韻に浸り
いつまでも話がはずん
でいました︒そして落
合インターチェンジよ

霧鍵

§

り中国高速道に入って
一路家路へと向いまし
た︒思えば一泊二日の
短い旅日記でしたが︑

墓簿

瀞

されました︒

中身は非常に充実した

津島支部水谷

鱗
槌

茶室からながめる庭園
と遠くに望む山々の調
和が素晴らしく︑一時
美と静寂の世界に魅了

インターチェンジを
出たバスは︑途中津山
市内に鎮座まします作
楽神社を参拝し︑国道
加号線を北上しました︒
この道路は岡山県側に
おいては吉井川添いに
ひた走り︑途中車窓か
らは大釣・奥津・上斎
原の温泉風景をながめ
ながら人形峠に至りま
す︒峠を越えて鳥取県
に入ると︑国道の脇を
天神川が日本海へと流
れています︒人形峠は
古くは鉄を産出してい
ましたが︑昭和釦年に
我国で最初にウラン鉱
が発見されてからは︑
全国にその名を知られ

ものでした︒

中国山地を越えて走

る様になりました︒

識
顎

平成元年５月１５日（２）
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篭

のが動脈です︒

心臓がポンプとして働
いて送り出す血脈を通
すパイプですから︑柔
軟性や弾力性が失われ
ると︑血脈がよく流れ
なくなって︑いる／＼
な障害をおこす原因と
ります︒

硬塞になります︒

さらに進行すれば心筋

⑥腎動脈硬化
血液中の老廃物を尿と
して排波する腎臓には
たくさんの細い血管が

や血尿がおこります︒

ここにおこると血圧が
高くなり︑たんぱく尿

集中しています︒

ろな病気をおこします︒

進行すると尿毒症のよ
うな恐しい病気にもな
りやすくなります︒

おこる場所によって︑

⑨末梢動脈硬化

状が現われてきます︒

頭痛・めまい・手足の
しびれ・言葉の障害．
疲れやすい．注意力や
記憶力の低下などの症

進行すれば脳血栓など
になりやすくなります︒

③冠動 脈 硬 化
心臓に栄養や酸素を補
給する動脈を冠動脈と

困難になったりします︒

症状もいる／︑ですが
総腸骨動脈や大腿動脈
などにおこると︑下肢
への血液の流れが十分
でなくなり︑脚が冷え
たり︑しびれが感じら
れたり︑ときには歩行

脳の動脈におこると︑

なものは︑

動脈硬化でおこりやす
い症状と怖い病気の主

動脈は枝分れして︑か
らだのすみずみまでの
びていますから︑その
部位によって︑いろい

なります︒

動倖や息切れがするよ
うになり︑ひどくなれ
ば狭心症の発作がおこ

動脈の弾力性が失わ
云いますが︑ここに動
れ︑血液が流れにくい
脈硬化がおこると︑心
状 態 を 動 脈 硬 化 と 云 う ︒ 臓が十分働くことが出
体のいたる所に酸素や
来なくなります︒
栄養を送る役目をもつ
ちょっと運動すると︑

動脈硬化

○０○○

成人病の知識

健

⑨脳動 脈 硬 化
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屋敷温泉は︑小赤沢温泉から中
津川の上流へ約二キロメートルの
川のはとりに湧いている︒バスを
下り︑川添いに出て渓流にかけら
れた吊り橋をわたると︑目の前に
湯元の旅館︑その左手に民宿が見

がそれに加わる︒

それに近年湧き出した小赤沢温泉

って切明︑和山︑屋敷と点在し︑

越後湯沢駅からバスで津南︵大
割野ともいう︶まで五三分︒そこ
から小赤沢行きのバスに乗り換え
屋敷温泉入口まで一時間三○分︒
そこで下車すれば徒歩五分︒津南
へは長野駅から飯山線津南駅また
は森宮野駅経由でも入れる︒
苗場山と烏甲山という二○○○
メートル級の山にはさまれた秋山
郷には︑四か所に温泉が湧いてい
る︒いずれも中津川の深い谷に湧
き出しているが︑上流からたどつ

いる︒

近年まで交通が不便で︑登山者
が訪れるぐらいであったが︑上越
新幹線の開通後は︑越後湯沢駅か
らバス便も通じたうえ︑このとこ
ろの秘湯ブームで観光客も増えて

る︒

屋敷温泉は︑信越の秘境として
知られる秋山郷にある︒平家落人
の里といわれる豪雪地帯で︑十二
月から五月までの半年間は︑三メ
ートルもの雪にすっぽりと埋もれ

湧き出る温泉

平家落人の里に

』

で感じがよい︒

満天の星空を仰いで
露天風呂

温泉の湯は硫化水素泉で五三度︒
湯量は豊富である︒リューマチ・
皮膚病・胃腸病などに効能がある
という︒

ひ印・心︒︒ｑ沙邸

詮談湯・誠

．︒潅窃・鰯︒

迦

屋敷温泉．一・

・戸典わ・か︒函Ｃ

内湯もよいが︑川原の大露天風
呂がすばらしい︒大小とりどりの
岩石で縁どられた二○畳ほどの広
さで︑風呂の底にあるパイプから
湯を流し入れている︒夜は満天の
星空を仰ぎながら︑夜が明ければ
朝もやの中で川の瀬音を耳に︑の

温泉の上流にある和山温泉や切
明温泉まで足をのばすのもおもし
ろい︒切明温泉には︑村営の宿泊
施設があって︑大浴場︒婦人専用
風呂・露天風呂がある︒川原には
ひなびた露天風呂もある︒岩かげ
のあちらこちらに天然自然の湯舟
もできているが︑川原を堀って専
用の湯舟をつくってもよいそうだ︒

きよう︒

この温泉は苗場山への登山口に
もあたり︑行程は約四時間︒山頂
一帯に七○○ヘクタールの広大な
湿原があって︑無数の池塘に木道
がつけられている︒夏はチングル
マ・ワタスゲ・コバケイソウが群
落をつくる高山植物の宝庫である︒
屋敷温泉の集落には秋山郷民俗
資料館がある︒自給自足の山里生
活をしていた当時を物語る民具類
が展示されていて︑秘境の厳しい
暮しの一端をかいま見ることがで

専用の風呂

川原堀れは楽しい

コ汁ともりだくさんである︒

夕食はこのあたりの豊かな自然
を反映したものばかり︒イワナの
塩焼・フキノトウ・ナズナ・タラ
の芽・マタタビなどの天ぷら・コ
ゴミやワラビの煮付・ゼンマイに
山ウド・それに自家製みそのナメ

で木の葉の色に染まりそうである︒

んびりと手足を伸ばして湯にひた
るのはこころよいかぎり︒新緑や
紅葉のころは︑湯にひたった体ま

ｉＩ

単

見える︒いずれもしよう酒な建物

一〆

＋一口安全
☆建設現場で働く作業員に

思います︒

す︒

として安全教育が義務
付けられている事は既
に御承知の事と思いま

安全帯の使用は.

大型フック（怪50）の安全帯
を使用するとよい．
①上下に移動する喝合にはロリ
ップを使用する．
●

よう︒

②定められた安全大会
や特別な安全日等の
集会には︑必ず参加
し︑仕事上の注意や
指示など聞こう︒聞
いた事は必ず実行し

事を守ろう︒

③服装については次の

とする︒

↑フＯ

⑥安全帯を必要とする
作業には必ず安全帯
を着用して使用しよ

しよう︒

⑤安全帽はどんな作業
でも必ず正しく︑あ
ごひもを掛けて着用

を着用しよう︒

④保護具を必要とする
作業には必ず保護具

いたゴム長靴を︒

ａ電気の配線や器具を
扱う作業員はよく乾

はしない︒

‑
‑
鼎
戸
．
しよう︒

る時は熱心さの余り︑

尚︑安全上の注意す

ましいと思います︒

先ず働く作業員と事業
主が一致協力して職場
の安全確保に努め︑習
慣化し定着する様に指
導して充実した作業環
境を形成することが望

守事項がありますが︑

其の他いる／︑と安
衛法に於いて詳細な遵

底︒

⑭安全運転の義務の撤

愛知県板金高等職業
訓練校︵長谷川信俊校
長︶では︑平成元年４
月狸日圏午后３時より
西区浅間町愛知県職業
訓練会館に於て第記期
生修了式並びに新入校
訓練生の入校式を挙行
した︒来賓には愛知県

協だ

に努力して下さい︒

労働災害を防止する
為には事業主自らが手
本を示して快適な作業
環境を保持して行くな
らば︑事故は防ぐ事が
出来ると確信し御健闘

︑ＫＮ

を祈ります︒

森口建様

式会社社長

池田商店株式会社社長
池田惣一様
の皆様が出席されまし
た︒特に本年度は新入
訓練生別名の多数にの
ぼり︑関係者の皆様方
も大変喜ばれ大いに激

﹁訓練協会事務局﹂

励をされました︒

努力を望むものである︒午後五時終了⑧

質改善に組合員各位の貝九名出席

年間所得一千万円以上を四月二十七日附晴
目標に︑資質向上と体二一一八号編集会議委

間労働日数一一五○日︑

そして明後日の豹日からは︑春の大型連休ゴー
ルデンウイークが始まる︒
今年は大手企業の一部で９連休になるとかで︑
７連休位は一般的になって来たようだ︒
経済大国の日本も︑やっと欧米並みのバカンス
を取る傾向に変りつつある︒そこで我が板金業
界はどの程度の連休になるのだろう︒
先の活路開択ビジョン調査結果では︑定休日を
もたず﹁雨降り休み﹂と回答した事業所がかな
りの数字を示した︒屋外の仕事が多い業界だけ
に︑天気のうちは作業をする事もわからないで
はないが︑週休二日制が定着しつつある今日︑
せめて日曜日と祝祭日の一部だけは休日にする
方向が望ましいと思う︒今後ます／︑人手不足
が進む中で︑若者がすすんで板金業界を望み又
老後の生活保証がされるような就業時間・休日
賃金など︑人気企業の労働条件を参考にしなが
ら板金業界向に改善していかなければならない︒
愛知県板では︑板金業にたずさわる全員が年

いる︒

三月中旬四国を発った桜前線も︑細長
い日本列島を縦断して北海道に到着した︒
季節は野も山も新緑に映ゆく衣替えし
て︑すがすがしい五月を迎えようとして

問屋会より森口建商株

村上章様

名古屋板金連合会会長

事長平野弘様

愛知県板金工業組合理

会土屋勝弘様

愛知県職業能力開発協

商業課・菱田邦彦様

名古屋市経済局商工部

主査江口克海様

労働部職業能力開発課

；

③整理整頓に努めよう︒ 次から次へと多くの注
⑨運搬作業には安全な 意をしているのでは却
方法で行う︒
って逆効果になると思
⑩資格を必要とする作 われますので一つの作
業を無資格では絶対 業ではせいぜい三つま
で指摘し︑守らせる様
に行わない︒

⑪機械工具等は作業に
掛る前に必ず点検し
よう︒

は止めよう︒

⑫くわえ煙草での作業
⑬安全装備又は装置等
を取りはずし︑又は
その機能を失わせな
い０

封偏集銭言呈

最小限度守って欲しいこと☆
桜の花も散り︑学窓
を去った若い救世軍は
それぞれの道へと巣立
ち︑夢にみた実社会は
甘いものではないと肌
身に感じ取った事だと

①帆綱の取付状態を砿配する．
②作業員が慣に移勤する喝合は

ａ上衣や袖口をきちん

遵守する．

技術指導はマンツー
マンで研鎮して頂く事
とし︑作業安全は人間
生活上必修と言っても
過言ではないのではと

Point②

ｈ夏には汗ばみ感電し
やすいので裸では作

せない唇

次に揚げる項目は安

ヲ

業はしない︒
Ｑ現場では草履ばき︑

②作梨開始前に必ず点検を行う．
①ＷＩ敏荷重を表示するとともに

希望に満ちて入社さ
れた若い方々は事業主

康状態や高齢者写を零度して）

①作業の打合せ等には

瓦捌槻は

思います︒

指示する．

サンダルは止めよう︒ ⑦定められた作業通路
ｄ腰てぬぐい︑首巻き
昇降設備を必ず利用

Point③

の指導を良く理解され︑

③作粟閏の適正配証をする.<健

蝋

話をよく聞こう︒

①取扱貫任者以外の者に使用さ

属する業界の発展の為

菓貝に周知させる．
②安全な作桑について具体的に

に 精 魂 を 燃 焼 さ せ て 欲 衛法に基く大切な事で
しいと願うものである︒ す の で ︑ 充 分 に 分 る よ
うに撤底して指導して
頂けば幸いと思います︒

PDint①
作菓開始前には

さて︑新入者及び配
転として迎えられた方
々には事業者として基
本的な事から導入教育
①作粟の内容、手順について作

平成元年５月１５日（４）

板
愛
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