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１１１
テージは毎日が︑音響
日⁝サウンディ︑私は
七月の暑い日にロック
歌舞伎を見た︑汗だく
の熱演でありとても良
かった︒ダ・ピンチの
未完の騎馬像はあまり
の大きさでびっくりす
る︒デ博が終わってか
らの落ち着き先がなく
ふさわしいところを募
集しているとのこと︒

白鳥には十九のパビリ
オンがあり大画面の映
像とかテレビ・マルチ
映像で船にのったり空
を飛んだり︑未来を旅

り強くなく宮田小学校

た空中ぶらし・風の

審蕊辱書恕

サーカスを見ながら世
界初の蒸気機関車ロコ

モーション号を見る︑

の生徒が心配している
とのことを聞いて十一

見てもらう︒

月六・七日と生徒を招
待してアコウの木が元
気に成長しているのを

一電話０５３３１船１１２１１㈹

一場所蒲郡三谷町鳶欠哩ｌ詔

小集合ｎ時訓分開宴哩時０分

記

黒い煙を吐いて走る鉄
怪早くも表記の会を話題とする季節となりま
のかたまりを見た当時
の 人 は さ ぞ 驚 い た こ と 今した︒今回は東三河地区が担当して頂くこと
だ ろ う ︒ ポ ー ト ブ リ ジ Ⅲになり︑左記の様に決まりました︒旧交を温
を 渡 り ウ ェ ス ト サ ィ ド 一め︑親睦を深める場所であります︒
に 行 く と 遊 園 地 で あ る Ⅲ皆様多数のご参加をお待ちしております︒
そんな中でもデザイン 今なお参加申込みは各支部の支部長さんに取り
ァイ・アリーナ朝日メ 小まとめをお願いしますので支部長さんへ会費
ニコン館は見てほしい 一 を 添 え て 申 し 込 み 下 さ い ︒
町全体をデザインした
模型やデザインされた 一日時平成２年１月幻日同
図面が展示してある︒

か良く分かる︒

また身近なものがどの
様デザインされ変わる

一一一壱〜一一二〜二一言；一一一言；二一言＃・号；二一言〜一一一青；皇書
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他の都市の人達に言
わせると︑名古屋はダ
サイらしい︒その名古
屋で世界デザイン博覧
会を開いた︒初めの頃
は入場者が少なく心配
されていた︒私も開幕
名古屋が輝いている︒
町角のあちこちに噴
水ができ︑からくり時
計も楽しい︒デ博も終
わりにちかくなり入場
者も多くなっている︒
夏休みの夜間営業が人
気があり︑名古屋祭り
の期間の夜間営業に続
いて十一月十八日から

や夢集合館をみるのが︑

人気パビリオンには
入場待ちの長い列がど
のパビリオンも一時間
とか二時間待ちとの表
示それを横目で見て太
夫堀で休憩︑この堀で
は音楽に合わせて噴水
が踊る︑ちょうど名城
の水のファンタジー宮
殿のようだ︒そこから
さらに奥にいくとステ
ンレスで出来た大きな
昆虫のトンボ楽園の池
がこの辺りから一帯が
日本庭園に水のせせち
ぎを聞きながら茶室へ
いき一時の茶人になる
も良い︒また夜の日本
庭園からパロマタワー

議識

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話732‑1226
発行広報委員会

することができる︒
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とてもきれいだ︒

以上︑私が十数回見
て歩いたデ博を変わっ
た角度からざっと紹介
した︒多くの人がデザ
イン博をみに行かれた
ことと思う︒昔の天下
人は大きな城とか建造
物で威厳を誇り︑屋根
にもいろいろデザイン
した飾りを取り付けた
りもした︒その一番が
名古屋城の金のシャチ
私たちも屋根工事に

§

ほこでは無いかと思う︒
たずさわるものとして︑

誇れる屋根造りに貢献

鷲見

したいものだ・

藍

も再開される︒

る︒曲がりくねって一一
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名港会場のステージ
もサントリーがすばら
しいショウや音楽を提
供している︒ここでは
ソウル・オリンピック
の開会式にスカイダイ
ビングショウに出た人
達が︑あの時と同じ様
にカラースモークをな
びかせて空からステー
ジ前へ舞い降りるこれ
もスゴかつた︒ステン
レスの板などででかし

'鞭勤

愛 知 県
板金工業組合

パビリオン以外では
白烏ステージで人気の
あるシティミュージカ
ルが連日上演されてい
る︒また開幕前から人
気がでたＦＭデポはス
テージの裏にあり︑人
工の霧を出しているオ
アシス広場に面してい
る︒オアシス広場には
鹿児島の宮田小学校の
校庭から移植された樹
齢百五十年のアコウと
いう高さ加沈の大きな
木がある︒寒さにあま

識騨総

名城︑白烏︑名港の
三会場で︑ひと．夢・
デザインー都市が奏で
るシンフォニーをテー
マにパビリオンで色々
な映像を見せている︒
名城では世界のごみ箱
鉄板で出来たもの︑陶
器で出来たもの工夫さ
れたごみ箱︑実用的な
ものヨーロッパの地方
はデザインもおもしろ
いが実用的に出来てい

百メートルも続く縁台
もすごい︒また本丸ス

蕊奮

一週間目に行ったが︑

どのパビリオンも待ち
時間なしで見ることが
でき人気がないのかと
心配した︒しかし入場
者が目標数にならなく
てもデザイン博を開催
したのは大成功だと思
う︒なぜなら町が椅麗
になった︑マンホール
の蓋も絵いり︑名古屋
駅広小路口︑栄︑今池
のメーン通りから電線
が無くなり空が明るく
なった︒夜はライトァ
ップで大名古屋ピルは
ブルーに栄え︑テレビ
塔は黄金にかがやき︑
東を見ればスカイタワ
ーがかがやき︑ダサイ

勺
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ンキュー﹂と大喜び・

〃

I間

からかい半分に指をま
るめて﹁ハンサムボー
イ︑グーグー﹂とやっ
たら﹁サンキュー︑サ

需雲掌拳夢

識稚一？曇

§

§篭

広報委員長斉藤

った・

わずかに二日間のメ
ルボルン滞在であった
が日本人の観光客もあ
まり見当らず︑落ち着
いた街並や公園の雰囲
気︑治安のよさが印象
的であった︒そして何
時か又訪ずれる機会が
あったら︑時間に追わ
れずに︑ゆっくりした
いメルボルンの街であ

告げた︒

最後に︑日豪板金業界
の発展と友好的交流を
持ち続けて行く様︑双
方代表が挨拶し感謝の
意を表したのち︑記念
写真を撮って︑別れを

の印象を話していた︒

し物価が高いなど訪日

蕊誤

もある︒

初冬で少し肌寒い夜
の街を歩きながら︑コ
ーヒーショップとかパ
ブ︵酒場︶をさがした
が若者が集るアイスク
リームやピザの店ばか
りで︑めざす店はつい
た︒

陽気なものだ︒以外な
ところでオーストラリ
アの若者と日本のオッ
サンの交歓風景であっ

一一州淘鷺曇

一雲蕊︾麓

饗鍵

﹃ゆ

蔦悪

殉

すばらしいサザンクロ
スの輝きにお目にかか
れると期待して出掛け
あいにくの曇天でみる
事が出来ず︑がっかり
した︒それでも気をと
りなおして街を歩いて
一行がメルボルンに

ホテルに帰った所で︑

た︒

サザンクロスホテルの
周辺に宝石店︑皮製品
など６店を経営してい
るシンさんと言うイン
ド人のオーナーに会っ

くの中華料理店で昼食
会を開いた︒乾杯では
じまった昼食会は共に
板金業界に生きる同志
が︑言葉はほんのり理
解出来なくても︑互に
うちとけ︑なごやかな
雰囲気で中国酒をすす
め合った︒ところでオ
ーストラリアの人達の
中華料理の食べ方が少
し変わっている︒最初
から茶碗に盛った御飯
の上に次々と出される
料理をのせて食べ︑御
飯も少しずつ食べるこ
の食べ方が一番うまい

との事だった︒

又この人達は日本に

も来た事があるとかで︑

すし︑天ぷら︑すきや
き大変おいしい︒フジ
ャマとてもきれい・新
幹線すばらしい︒しか

＃

零撰

た夜の散策であったが︑

映し︑メルボルン百年
祭を記念してイングラ
にみつからなかった︒

ヤップテン・クック﹂

の人をモデルにして︑

ホテルに帰る途中︑ビ
ルの前の歩道で日本の
青年男女十人位が現地

めていた︒

似顔絵を画いていた︒
画家のタマゴ達がアル
バイトでもしているの
だろうと思うが︑うま
いものだと感心して眺

﹁今日は日曜日だから
特別に全品半額にする
から私の店でショッピ
ングをしなさい﹂と言
う事から始まって︑イ
ンドからオーストラリ
アへ移住して︑大変な
苦労をしながら現在迄
に成功して︑今はとて
も幸せになった身上話
などを︑この店に務め
る日本人の青年の通訳
で手ぶり身ぶりを交え
陽気な話しぶりについ
時を忘れる程楽しいひ
とときであった︒翌日
は︑先回早川専務の報
告の様に︑オーストラ
リア板金業界代表との
懇談会は終始友好的ム
ードで進められたが︑

時間の足りないのが何

戸Ⅱ︒

より心残りであった︒
終了後︑双︽一室員で近

会

食

昼

みる事にした︒

の生家があるフイッロ
ィ庭園では結婚式が行
われていたり﹁いちょ
う﹂の葉に似た黄色の
落葉をふみしめて散歩
を楽しむ家族づれの姿
など︑初冬のヨーロッ

到着した日は︑日曜日
であったため︑ほとん
どの店がシャッターを
下していた︒平日でも
五時か六時頃には店を
閉めるのだから日曜日
ならなおさらだ︒でも
ウインドショッピング
をする人々が商品を少

パムード一ぱいである︒

が気になるのだろう︒

セント．（トリック寺院

画いてもらっている
オーストラリアの若者
は立止まって見入る我
々に︑何やら盛んに話
かけてくる︒モデル達
には絵がみえないため
に︑似顔絵の出来ばえ

鐸ﾊ撰蕊織潅鋤

オーストラリアの国
旗の模様はサザンクロ

メルボルン市街

しでもみやすい様に︑
又印象に残るように︑
床まで一パイに並べて︑

唱

ス︵南十字星︶である︒

1通

等
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溌篭蕊

南半球では最も人気の
ある星座であるのだが
北半球の日本では残念
ながら見る事は出来な

明るくきれいな照明を
当てるなど︑なかなか
のアイデアである︒午
後九時を過ぎても人通
りは多くにぎやかな所

蕊

オーストラリア業界視察⑤

醗唖錨織雛迩
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い︒一そこで︑メルボル

蕊隠蕊蕊蕊

って出来た国でもある︒

難託鐙瀦

ンに着いたら︑きっと

:鍾愛翌．I畷

メルボルンはオース
トラリア第二の都市で
ある︒一九二七年︑キ
ャンベラに首都が移さ
れる迄︑オーストラリ
アの首都であった︒多
民族国家であるオース
トラリアは︑移民によ

埜綾率

メルボルンでは︑ヨ
ーロッパ系の人達が多
く﹁イギリスよりイギ
リスらしさが漂う﹂と
言われるほど︑ヨーロ
ッパの香りを漂せる優
雅で落ち着いた街であ
る︒又十九世紀を偲ば
せるビクトリア王朝の
ゴジック建築やビクト
リア様式の重厚な建物
が美しいヤラ川に姿を

麓

２
(
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平成元年加月６日︑

第詔回中小企業団体愛
知県大会に於いて︑次
の各氏が名誉ある表彰
組合員全員で祝福し︑

答辞をされましたが︑

に当り表彰者全員を代
表して︑平野理事長が

キビキビした態度と明
瞭な言辞に多くの称讃
の声があったことをお

幸

を受けられました︒

＝｡'

︒愛知県中小企業団体
中央会会長表彰

甲部安男妃豊田

赤川重犯東三
西川政博田中川港

中川・港支部恒例の
研修旅行が︑十月二十
一一日㈲二十三日卸両日

に行なわれた︒行先は
伊勢志摩国立公園ｌ浜
島だ︒当日幹事をおお

多少の渋滞もあった︒

合しバスは東名阪を一
路南へ︑観光シーズン
と日曜日が重なり途中

の昼食は船上バーベキ
ューだ︒﹁オーイ船が
出るぞ−﹂と船長？の
合図で出航︒大海原を
背にみんな思い思いに
昼食をとる︒二見ケ浦
を見学した際小学生の
一行と出合い言葉を交
わした︒大阪から来て
いる元気な子供達だっ
た︒ふと何十年前かの

修学旅行を思い出した︒

灘
:
，

せつかっている私は︑
多少の緊張感からか︑

帰りは車の流れも順調
で無事名古屋へ︑次回
もより一層有意義な研
修旅行を企画し支部の

丘

中川・港福田

ｉ,

く集合場所に着いた︒

！‐＃騒騒

親睦を深めていきたい︒

守 画 画

いつもより一寸早く目
が覚め︑集合時間の八
時には充分過ぎる程早

P型届

バスガイドの愛称クニ
ちゃん︵タレントの山
田邦子さんに似ている
ので︶の名調子を聞き
ながら時にはそれを子
守歌変わりにウトウト
心よく聞き目的の伊勢
神宮外宮・金剛寺と参
拝を済ませ︑宿泊のホ
テルへ到着した︒翌日

惹澱

間もなく三十二名の出
席者全員が時間通り集

蕪
:
綴

会を開催しました︒

気になって熱唱が続き︑

カラオケなど苦手な
私は︑昼間から酒も飲
まずに盛り上がるもの
かと心配でしたが︑会
場に入ると趣向をこら
した照明︑そして︑プ
ロの司会者による︑曲
目歌い手の紹介と︑ム
ード満点すっかりその

愚

鋳鶏蕊⁝⁝︐函一⁝箪

０Ｆ
輸出凸E丙が

伝えします︒

鰯
；
,

一層のご活躍を祈りま

︻支部だより︼
第一回

●り︑豊橋市東新町の︑

でした︒

３時間も﹁アシ﹂と言
う間に過ぎてしまいま
した︒出席者は鵡名で
したが︑次回の盛り上
がりがおおいに期待さ
れる︑なごやかな雰囲
気の︑第一回板カラ会
皆さんで誘い合って

東三Ｓ記

出席しましょう︒

１

ｆ

】
母
織
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雛 灘 鍵 識議

熱
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東三支部では︑かね

﹁板カラ会﹂
﹂を開催／

蕊
;

す︒なお︑今回の受賞

星凸

斑

Q蝉

﹁志摩カラオケスタジ
オ﹂第一回カラオケ大

我

てから︑組合員より﹁カ

ラオケ大会﹂をとの声
が多数聞かれましたの
で︑﹃板カラ会﹄と名
付けました︒それは︑
板金業の板をとって︑
板カラ会としました・

今回が︑第一回という
ことで︑有志による︑

如月晦日︑午後一時よ

島』

︒愛知県知事表彰

』
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組合功労者
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ました︒

理解度と関心を深めた
ようだ︒今後はこれを
機会に地区組合員のメ
リットにつながれば幸
いである︒今回の展示
に御協力頂いた問屋さ
んはタカケン金属㈱様
で色々と有難うござい

尾張連合ソフトボール大会

江 南 優匡勝〃
廻回尾張連合組合の︑

加月翠日祖父江町三
交グランドに於て︑第

⑬鈷、

にとどまった︒

︑ｉＩｉｉｉｉｌ６
ｉｉｉ：
結果は戦前の予想を大
きくうらぎって︑三位

よりオフシーズンに︑

今年のシーズンをふ
りかえって︑優勝出来
なかった原因はどこに
あるのだろう︒Ｖ１で
ちやほや甘やかしたフ
ァンにも責任の一端は
あると思うのだが︑何

今日迄のところでは︑

なるところである︒

に王手をかけている︒

てほしいと願っている︒

アンチ巨人の私には何
が何んでも近鉄に勝っ

我が愛する中日ドラゴ
ンズ︒ペナントレース
開幕前のオープン戦で
は︑セパ全球団トップ
の成績で︑Ｖ２まちが
いなしが大方の予想で

かった結果だと言える︒

みがちな気持を引しめ︑

板金業界に生る我々も
昨今の好景気に︑ゆる

考える時であると思う︒

今こそ次のステップを

午後五時終了⑧

委員九名出席

十月二十六日㈱晴
二三四号編集会議

の毎日だったと思う︒

しかし︑いざふたを開
けてみれば︑故障者続
出でファンはいらいら

私もそう信じていた︒

あった︒

体の手入れや強化トレ
を満足にせず︑ひさし
ぶりの優勝でおごった
気分で過した︑選手個
人個人の自覚の足りな

三勝二敗で近鉄が優勝

平成元年のプロ野球
日本シリーズ︒はたし
て日本一の栄冠は近鉄
か巨人に輝くのか気に

Ａ︺編集後記

蕊

盛大に催された産業まつりに

又組合員も不慣れな
為に︑訪れる観客に懸
命のサービス︑大いに
ＰＲを兼ねての説明で

終了し無事解散した︒
この大会で残念な事
は︑祖父江︑瀬戸︑犬
山︑津島支部がメンバ
ーが揃わなくて参加で
きなかった事だ︒連合
会のたった一つの親睦
を目的とした事業なの
で︑他の支部との混成
チームでも異論はない

と思うのだが？各支

の苦労も報われるし︑

部長さんも日頃ご苦労
かと思う杉事前に取り
纏めるよう協力があれ
ば幹事支部の役員さん
その様な協力があって
こそ組合の発展につな
がってゆくのでばない
だ詫議酔縄語峰歴の通
りです︒

江南

冬

蕊

国

地区組合員も参加

賑わいを見せた︒

ソフトボール大会が行
われた︒幹事を務める
稲沢支部役員の皆さん
は早朝よりグランドの
整備︑設備の用意を整
え午前８時には開会式
が始められた︒

開会宣言を西春・羽
柴常務理事が歓迎の言
葉を稲沢支部長・林茂
之氏が︑続いて滝尾張
連合会長の挨拶があり
来賓として平野県板理
事長の和やかさの中に
も勇気を覚えさせる励
ましの言葉があった︒

ぎたゲームを行った・

午前９時より広いグ
ランドの中︑３面のコ
ートを使って同時に試
合が開始された︒参加
者皿名︑７支部７チー
ムが連盟からの７名の
審判の判定に従い親睦
とはいえ︑力の入り過

午後３時には表彰式を

１月８日㈲から平常
業務を行ないますので
よろしくお願い致しま

南春沢倉牧井宮

のびゆく産業︑豊か
な知多市をテーマに恒
例の如く︑産業まつり
が去るⅣ月虹︑配日の
両日にわたって催され
た︒好天に恵まれ近隣
よりの参加者も大勢で

れた商品とカタログに︑

っての説明を頂いた︒

川棚割務局の年末・年始Ⅶ蒲

日

ませていただきます︒
ねばと痛感したようだ︒

事務局は世月記日嗣
から１月５日閏まで体

難うございます︒

日進月歩でことあるご
とに勉強を重ねて行か

｣
1
1
,
点
日頃は︑組合事務に
ご協力下さいまして有
最後に専問的に高度な
質問が飛び交わし︑有

知多沼津

意義な研修会となった︒

江西稲岩小春一

当地区の組合員も積
極的な事業の一環とし
て︑場内に取扱商品の
展示と説明会を催し好
評を博した︒主な展示
商品は最近特に話題に
なり関心の深い︑タカ
巾広サイデイング別年
保証︑タカシングルル
ーフ︑タカ新横葺など
数多くの品々︑陳列さ

Ｆ一鈴箱永．・が︒︑

野修にスポーツに：額⁝
雪；︾親しむ青手雲部員
あった︒子供達も遠足
でも行くが如く終始笑
顔が絶えず︑雰囲気を
充分に味わったようだ
った︒今回も日頃お世
話になっている問屋さ
んからの支援もありな
ごやかの内に幕を閉じ

内神戸公民館に於いて
は池田商店にお願いし
て最近特に取扱いの多
い商品を二︑三種類ピ
ックアップして頂き商
品の特徴など詳細に渡
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終始注目の的となった︒

議騨謬謬

又加月蝿日は半田市

た︒

０

：
部員たちは体の健康
づくりは︑先づスポー
ツからとのキャッチフ
レーズにより去る九月
七日支部合同によるソ
フトボール大会を開催
し老幼男女を合わせて
約帥名の参加を得︑久
し振りの家族へもサー
ビスも兼ねての集いで

す
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