Ｉ名古屋市昭和区

れていた︒

後に続く者にとって
板金業界の発展のため
に︑氏の残された数々
の功績や教えを糧に︑

ものがある︒

０発行広報委員会

ため入院されていた︒

￨鯛一統

平成二年に入り︑年末
年始行事で公私共多忙
な日々が一段落した一
月二十三日より療養の

若林忠夫氏︵三重︶逝去さる

可川ｄ９Ｈ川ⅢＨｒ９乱ＨⅢⅡＭ０凸

Ｉ

お祈り致します︒

心から御冥福を

二一一一今︐Ａ噸ｙ︲二一一一ｉ国Ｙ・二一一一・ｊＡｗｗｒ

鐘客輔

熟

二一一一・０Ａ噸ｙ二一一一・ＪＡⅦｙ今一一一一毎Ｊ仇ｗ７．二一一一・

銭

峠愛知県板金工業組合は︑本年妬周年を迎えます︒

八一厩ｙ︐二一〒

八一蝿ｖｒ４弓一

杢

一組合創立当時にまつわる人・出来事・思い出・写真など︑又組合︽

一広報委員会では︑組合機関誌﹁愛板﹂の特集号を計画しています︒一
の閉会の辞で終了した︒

委

一二弓ｉ風ｙ一一言４鯛ｙ一二書ｉ蝿蝿聯！二言ｊ飢剛！二一一盲人卿Ｉ二一言ｉ卿Ｉ一一言；公馴Ｉ二言ｉ●ｙ三言；０︐星一言４ｖ︲喜一言ｉ︑７塁二言ｉ二言︾

〆切：︑６月弱日広報委員会

詞なお︑御連絡頂ければ近くの広報委員が取材に参上いたします︒︽

川のあり方︑将来の展望等テーマは自由です︒

今多数の投稿を期待しています︒
﹁安全作業について﹂
講演をしていただき︑
安全作業の仕方につい
て大変よい勉強になり
ました︒午後からは︑

キ繁癖>,露避聯

県板青年部

溌議総蕊裳蕊闘蕊僅

勤労福祉会館に於て︑

去る４月８日旧Ｉ︑
愛知県板金工業組合青
年部は︑豊田市・豊田

全板連平野青年部長に
出席していただき︑全
板連青年部と日本鉄板
が開発した全板ルポの
フロッピー・東芝の機
器を使用して講習会を
開いた︒

部員各位は一生懸命︑

全板ルポは簡単な操作
で速く見積書・請求書
がワープロできる為に
機器の操作方法を覚え

平野理事長を始め全板
連平野青年部長︑西三
板金連合会清水副会長
問屋会代表富士商社様
をお招きして総勢駆名
の参加のもと︑第ｎ回
青年部通常総会を開催
した︒午前ｎ時から︑

質疑が出ました︒

その後質疑応答に入り
ましたが︑いろいろな

ていました︒

に続いて議長を選出し︑

な一日を過しました︒

購入して︑事業所の見
積書・請求書の作製に
使用していきたいと言
う意見も出て︑有意義

Ａ四ｙ

i
l
1

組合創立泌周年記念特集号原稿募集

一二一一一ｉｎｙ・二一一一ｊ職ｖ・二一一﹄ｊ脳ｙ︐二︷一︷・

伊

（

驚

安城支部神谷君の司会
により︑青年部長・実
行委員長・来賓の挨拶

案

●平成元年度事業報告
︑平成元年度会計報告
●平成２年度新役員
次期部長承認
︵一宮支部林雅彦︶
④平成２年度事業計画

聯燕

驚識

,
篭

その後︑新日鉄安全
協力会役員沼嘩氏の

●平成２年度予算案が
順次上提され︑熱心な
討議がなされ︑原案通
り承認された︒次期開
催地・知多支部平野君

蕊
J
１

露頚

識

愛 知 県
板金工業組合
一層の努力をしていか
なければならない︒

入院生活も三ケ月近く
なり︑春と共に回復の
きざしがみえ始めた矢
先の急逝であった︒

鍛えぬかれた強靭な体
も病魔には勝つ事は出
来なかったようだ︒

葬儀は四月二十四日
四日市市北町五にある
建福寺で執り行なわれ
た︒

広い境内には多数の生
花が献花され︑氏を悼
みお別れをする人々が
後をたたず︑人柄と遺
徳をしのばせた︒

又︑吉岡富山県板理事
長が切々と語りかける
弔辞に一層の悲しみを
誘った︒

真実一路に生きられた
氏の功績は誠に大きな

;寅可三第Ｗ圃総‑銭噌錘議

§

全板連理事長

た︒

全板連理事長・若林
忠夫氏は︑平成二年四
月二十二日午后四時十
二分︑病気旅養のかい
もなく七十五才の天寿
をまっとうし逝去され
若林氏は十年余りに
わたり︑全板連・日板
協・全板国保・全板興
業・全板保証センター
等五団体の長として︑
強力なリーダーシップ
で業界発展のため心血
をそそぐ働きをされて
いた︒

二年程前に一時体調を
くずされ︑退任説まで
出た事もあったが︑そ
の後元気に回復されて
全国各県板を飛び回っ
て日夜指導力を発揮さ

跡識知嬢鞭i寂蕊譲緬禽鋼年;鵜鍵

蝿
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スト

オーストラリ ア 業 界 視 察 ⑥
ルドコ
ＴＢ専属ガイドのリカ
ちゃんが出迎えてくれ
た︒このリカちゃん︑

れない︒

クィーンズランド州独
特の建築様式で︑風通
しがよく大変住みやす

郊外へ出ると高床式の

エビや力一一︑カキなど

坪の土地付でⅢ万円位
とか︒日本との違いに

く考えられている︒
一般的な新築住宅で伽

住宅がよく目につく︒

そんな街並をバスの中
から眺めながら︑昼食
にピルの８階にあるシ
ーフードレストランへ

がふんだんに並べられ
好きなものが好きなだ
ビックリ︒

行った︒

け食べられるのだが︑

等で一そうだ︒

私は真夏以外年間通し
てのワイン党であるが
旅行中よく飲んだオー
ストラリアワインは口
当りのいいものが多か
った︒ワインの味は個
人差があるから何とも
言えないが︑オースト
ラリアではペケ印が４
個付いたものが一番上

で川円位︑すごく安い︒

アデレード地方で生産
されるワインもよく飲
まれている︒５２入り

世界一だとか︒

オーストラリア人一人
当りのビール消費量は

がよく目につく︒

市内を後にゴールドコ
ーストヘ向う車中から
ビール・ワインの広告

フくらいであった︒

あえて美味かつた物と
言えば魚貝入りのピラ

くない︒

オーストラリア人の父
親と日本人の母を持つ
塩味が付いてないせい
か︑これがあまりうま

に到着した︒

だ︒ブリスベーンは︑

４才迄神戸に住んでい
たそうだが︑なまりの
まったくない日本語で
のガイドは見事なもの

岨才のハーフ嬢︒

口でもある︒

ブリスベーンはゴー
ルドコーストヘの玄関

↓ＣＯ

クィーンズランド州は
オーストラリアの中で
もひときわ生活のペー
スがゆっくりしている
と言われ
れる︒
ｃブリスベ
ーンも同じくで
シドニー・メル
ボルンに次ぐ血
万人の大都会に
しては︑どこと
なくのんびりし
た南国の町であ
そんな町の雰囲
気に浸って公園
の日陰やカフェ
でゆっくりして
はと言われるが
我々働虫の日本
人︑八日間の旅
の途中ではのん
びりもしていら

夕方ゴールドコース
トラマダホテルに到着
した︒ラマダホテルは

た楽しい一時でした︒

一回５ドルでコアラを
抱いて写真を撮っても
らったり︑機内食のパ
ンを手渡しで与えてい
るうちに一杯集って来
たカンガルーに悲鳴を
あげたり︑童心に返っ

いる︒

−．ウォンバット・エ
ミュ・ワラビーなどオ
ーストラリアの珍しい
動物が放し飼いされて

途中︑ローン・パイン
コァラパークに立寄っ
た︒私営の動物園コァ
ラパークには︑飼い慣
らされた川匹余りのコ
アラを始め︑カンガル

しており州都でもある︒

クィーズランド州に属

はたから見ると父娘の
ほほえましいやりとり
に見えるのだが？⁝⁝
空港には︑ブーメラン
社の大型観光バスと﹄

である︒

このフライトの途中で
池田社長がカンタス航
空日本人スチュワーデ
スに何やら盛んに話か
ける︒若い女性をみる
とじきにやりだす社長
の最も得意の身元調査

愛板一行は︑メルボ
ルン空港よりシドニー
を経由して︑約二時間
半でブリスベーン空港

ゴ

ートホテルである︒

海辺から５１６分︑パ
ラダイスセンターの中
心地に建ち︑築後４年
印階以上ある一流リゾ

の砂浜は哩伽も続き︑

約ｎ年位前から急速に
開けた︑オーストラリ
ア最大のリゾートタウ
ン・ゴールドコースト
は︑その名の通り黄金
サーファーパラダイス
を中心に一流ホテルや
ブティック︑レストラ
ンが軒を連ね︑パーム
ッリーが潮風にゆれて
リゾート気分が一杯で

められた︒

けてあった︒

東京のレス
トランに勤
めていたと
の事で︑店
内には日本
食のメニュ
ーが壁に掛

に︑伊勢エ

そこへママ
さんも現わ
れて人のい
い夫妻とカ
タコトで話
をするうち

ビのサシミ
を食べないかとすすめ
られたが︑明晩来る事

を約束して帰った︒

ある︒

ｎ月から２月下旬のシ
ーズン中は妬万人の人

翌日の夕食後︑街をぶ
らついたついでに昨夜

空が白み︑黄金色の太
陽が頭を出しかけると
同時に一条の光が海面
を走り︑輝かせた時の
感動は言葉では言い表
せない素晴らしいもの

った︒

翌朝︑夜明け前の５時
頃に起き出して︑水平
線から昇る日の出を待

続いた︒

店先のテーブルに伊勢
エビの活作りとビール
を並べ︑星空の下でに
ぎやかにおしゃべりが

たと大変な喜び様︒

夫妻が飛び出して来て
約束通りよく来てくれ

の店へ行ってみた︒

口が印万人にもふくれ
上るとのことである︒

ぶら下っている︒

面白いことに︑レスト
ランやショッピング店
には︑日本語ＯＫ︑日
本人スタッフ居ります
などと書いた札が必ず

い事を思わせる︒

中には︑安いよ／大サ
ービス中／などまであ
り︑日本人観光客の多
夕食後︑早速海辺へ行
ってみたが暗くてよく
見えなかった︒

通りのブティックや民
芸品店︑免税店など覗
きながら歩いているう
ちに︑胸に﹁寿﹂と大
きくあしらった前掛を

したオッサ一呼び止

だった︒

てみた︒

たて続けにシャッター
を切った後︑海辺へ出

明けたばかりの早朝の
砂浜をジョギングする
人︑手をつないで散歩
する老夫妻︑海へ入る
若者など︑シーズンオ
フでも結構人が出てい

る︒そして気さくに

﹁グッドモーニング﹂
と声を掛けて来る︒

ショになってしまった︒

朝日をあびて延々と続
く黄金の砂浜は一層美
しさを増した様だ︒
朝の海辺で無心にシャ
ッターを切り続けてい
た時︑突然大波がやっ
て来て膝までビショビ

である︒

さすがに太平洋の大波

広報委員長・斉藤充昭

︵委員会報告

尚一ルリ際に青木君
と立ち寄った︑上野城

◎総務委員会
総務委員会︵山本清

あった︒

の桜がすごくきれいで

②総代会・記念式典

愛知県板総代会︑記
周年式典も間近である
事から︑これらを重点

開催した︒

④５月焔日に新潟県

主にお願いする︒

念品費用と祝賀会参加
費の一部負担を︑事業

③従業員表彰者の記

委員長︶は４月肥日︑

に協議をした︒

される︑組合功労者・

た︒

永年勤続従業員のうち
で︑未決定の部分を再
度協議選考し︑決定し
表彰者には個々に通知
を発送する︒

３月調日午後６時か
ら︑豊田市のほぼ中央
にある豊田産業文化セ
ンターにおいて︑平成
元年度の豊田板金組合
の総会を︑県板の平野
理事長をお招きして︑
開催しました︒

挨拶で始まりました︒

組合員弱名中︑出席
者記名︑委任状皿名の
状況の中で︑会計の今
井氏の開会のことばに
続いて︑甲部組合長の

報告された︒

⑤その他︒

午後５時散会

蓋

ＩＩＩ１ⅡｌⅡＩＩＩＩｌ

新組合長は︑挨拶の

決まりました︒

甲部氏の組合長留任が

の推挙により︑再度︑

平野理事長の祝辞を頂
いたあと︑議長に選出
された前組合長の樹神
氏の進行により︑議事
に進んでいきました︒
今年は役員改選の時
期に当たり︑現組合長
が既に二期目である事
から︑成行が注目され
ていましたが︑出席者

聖早田支部総会開催

平成元年度

者を決める︒

▼審議内容

で開かれる全板大会参
加者が︑定員満杯にな
った事が早川専務より

と続く式次第の確認と
時間割りと役割り担当

ナショナル瓦・外装材
施工スクールは︑フル
ベストを生産している
松下電工・伊賀上野工
場内にある﹁外装建材
テクニカルプラザ﹂に

①妬周年式典で表彰

委員６名︑長副理事長
の出席を得て委員会を

指導委員会︵大脇国
和委員長︶は４月６日
三重県上野市三田にあ
る︑ナショナル瓦・外
装材施工スクールにて
委員５名︑平野理事長
斉藤副理事長︑松下電
工名古屋外装建材営業
所開田課長が出席して
併設されている︒

機会があったら是非ご
覧になって頂きたい︒

である︒

コンピューター処理で
即座に見られるよう設
計されており︑楽しみ
ながら情報が得られる
ユニークで大変参考に
なる素晴らしい展示室

る色あいの変化など︑

中でも現物材による︑
屋根材・外装材の色合
せ︑朝昼夕の日照によ

ーが設置されている︒

で到着する︒

委員会を開催した︒

−よりの直行バスかＪ
Ｒにて約１時間釦分位

今回建材スクールで開
催したのは︑新年度に
予定されている愛知県
板保証制度の中の保証

なった︒

誹習を同スクールで開
くための体験講習と交
通事情調査を目的に行

対象﹁平形屋根スレー
トぶき施工﹂︵フルベ
スト・カラーベスト︶

﹁テクニカルプラザ﹂
は︑外観重視時代の仕
事づくりに必要な情報
をトータルで提案する
をキャッチフレーズに
した︑新しい住い方の
提案コーナー︑屋根・
外装トータルコーディ
ネイトコーナー︑施工
例コーナー︑コンピュ
ーター積算システムコ
ーナー等︑岨のコーナ

当日︑午前ｎ時より︑

松下電工の中島部長・
石田課長を講師に講習
用テキストに基づいて
商品知識・・施工技術・

検査要領・責任施工と
保証制度の順で進めら
れた後︑模型屋根を使
って施工説明と施工実
技も行なった︒

一通りの講習を時間割
りに合わせて進め︑午
后４時釦分閉講となっ
た︒尚交通方法につい
ては︑名鉄バスセンタ

感じた︒

プレー終了後︑小島氏
の連続優勝のコメント
があり︑熱弁と同時に
三連覇をめざす勢いを

をお待ちしています︒

次回も︑多数の参加

ルール説明があり︑い
よいよスタート・

日を過した︒

風が強かったもの﹄︑
天候に恵まれ楽しい−

ート︒

前回優勝者の日販商事
小島氏の始球式により
総勢製名のコンペスタ

ゴルフコンペ開催

名古屋需合会

た︒

４月５日︑品野台カ
ントリークラブに於て
ゴルフコンペが行われ

谷氏が参加された︒

問屋会より日販商事の
小島氏・神谷商店の神

ｉＩ︲Ｉ１１

村上連合会長の挨拶が
あり︑続いて大脇氏の
中で︑今後の組合運営
の上で︑組合員のさら
なる協力と参画が是非
とも必要であると︑強
調されました︒

した︒

実質的に減少してい
く組合の予算面︑及び
訓練校に関わる事など
途中重苦しい雰囲気も
ややあったが︑まずは
予定通り午後９時近く
に︑無事閉会となりま
後日︑４月ｕ日︑料
亭﹁ちから﹂において
新役員・班長の顔合せ
会が行なわれました︒
和やかな席のためか︑

では出なかった提案・

あちこちで意見の交換
が行なわれ︑先の総会

た︒

意見等がうかがえまし
話もはずみ︑予定時
間も大幅に過ぎ︑午後
ｎ時ごろ散会となりま

した︒藤井

惑

◎指導委員会
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なんとか通じはするが︒

が許されている︒

私は今年のｎ月に名古
屋丸の内にオープンす
愛知県板金工業組合 る︑サンシャイン日本
では︑中国に引続きオ 語学校へ入学する中国
ー ス ト ラ リ ア の 業 界 視 人学生の身元保証人に
察を実施した︒このこ
なり先日礼状が届いた︒
と は 愛 板 で も 報 告 済 み 書いてあるには︑大学
であるが︑人材交流に を 卒 業 し て 貿 易 会 社 に
ついてはまだ●行われて
勤務しているとのこと
いない︒これは非常に
である︒しかしＯＡ機
難 し い か ら で は な い か 器などを輸入するには
と 思 わ れ る ︒ し か し な 良い日本語の基礎が必
が ら 経 済 成 長 の 続 く 日 要で︑上海の貿易会社
本では慢性的な労働力 の 地 位 や ︑ 高 い 給 料 を
不足である︒まして３ 放棄して留学して来る
とのことである︒
Ｋといわれ危険．きつ
い．汚いが付きまとう このように︑知識のあ
我々の業界では︑労働
る人は正規に入国して
力 の 確 保 は む ず か し い 来るのだが︑単に賃金
のではないかと思う︒
だけが良いからと︑不
最 近 の 新 聞 や ラ ジ オ の 法に入国して来る人達
報を見ていると︑外 が危険な現場の労働者
国人老働者が不法入国
となって働いている︒
して︑この３Ｋと言わ
ベトナム難民に混じっ
れる業界で多くの人達
て中国人も多く難民船
が休みもなしで働いて
で日本に入って来るが
いると報道されている︒ 中国人は不法入国で本
国へ送り返されている︒
学生が留学で日本に滞
在しても︑働くことは
できないが︑アルバイ
トは週別時間働くこと

ノ"‐

中でも東南アジアを始
め︑最近ではブラジル
の２世や３世の人も日
本に来ていると言う︒
その人達は日本語がわ
からず︑とても苦労を

うだが︑事故などが起
きた場合を考えると好

ましくない︒鷲見

員会﹂と︑あと一一・三

紙面を埋めるのに四苦
八苦でしたが︑斉藤広
報委員長始め皆和やか
な人ばかりで︑雑談も
交え﹁現場での箱折り
加工の新型ロール曲折
機﹂﹁銅板とカラーベ
ストの苔の関係﹂等が
話題になったが︑まだ
研究中であり後期で掲
載を期待し︑この今回
の﹁フジの下で広報委

今回も記事が少なく︑

藤棚の下で

板金業者の中にも︑不
法入国労働者を雇用し
ている事業所もあるよ

広報委員会
４月訂日鎧に広報委
員会を︑前号で記載し
た藤まつりが開催され
ている江南市前飛保町
の塁陀羅寺公園で行い
ました︒

その日は朝から夏日の
様な暑さで︑汗ばむほ
どの中︑午後２時江南
駅へ集合︑古知野町の
町並みを抜け一路塁陀
羅寺へ︒近付くにつれ
道路は渋滞し︑平日で
ありながら行楽客でご

の記事で一面を埋める
事で︑午後４時半に編

おります︒

副支部長︶様
が銅板工事等
を施工されて

った返していた︒

園内のフジは︑早咲き
のカピタンフジに代っ
て遅咲きのノダフジが
今丁度見ごろ︒編集を
フジ棚の下で行う事に
なっていたが︑生憎の
人々で無理と思い急き
ょ変更して︑江南支部
の前広報委員の石井板
金さんがこの塁陀羅寺
公園のすぐ前で営業し
てみえ︑仕事中であり
ましたが挨拶がてら訪
問し︑石井板金さんの
ご配慮により当家の応
接室をお借りして委員
会を始めた︒︵その節
は真にありがとうござ

雨琴井板金︵同

石田板金︵江
南支部長︶様

新築工事も︑

この塁陀羅寺
︵九寺︶の大
半の修復工事
を石井板金さ
んが施工され

一軒見学した︒

その後石井板金さんの
案内で︑寺域
のお寺を一軒

集を終えた︒

いま毛︶

どでした︒

一般住宅と違い大変な
技術を要するもので︑
その場で立ち止まるほ

△編集後鼠

此の時同行した人で︑
三重県板の副理事長だ
った小林さんも︑大変
よくして頂いた一人で
ある︒公私共に教えら

材展示会では︑通訳を
中心に︑熱心に質問さ
れていた︒又食事の度
に︑アルコールのあま
り強くない氏はミネラ
ルウォーターばかり飲
んでおられたのも︑ほ
ほえましいなつかしい

れる事が多かったが︑

れてしまった︒

想い出となった︒

事である︒

かねがね病気の状態が
思わしくないとは聞い
ていたのだが︑悲しい

残念にも一昨年急逝さ

フジ棚では︑伸びたツ
ルに咲くフジの花が風
に揺れ︑甘酢っぱいに
おいを漂わせている︒

私達は︑フジ棚を散策
したり園中心部にある
放生池のコイを見て楽
しみ︑フジ棚の下で全
員カメラに納まった後
昔から言う様に﹁花よ

相次いでの︑よき師︑

◇◇◇

開きたいと思う︒

今年度から編集会議を
機会をみて県下各地で

る︒

の席で介添役の私に︑

て頂いた︒

陰の役割を大変評価し

愛知と三重の隣県のよ
しみもさることながら
理事長の地元中部ブロ
ックに大臣賞が持帰れ
た事を︑とても喜ばれ

お願いしたい︒

そして︑それらをふま
えた︑好感を持たれる
いい記事が愛板紙面に
表れる事を期待してい
る︒又組合員各位から
の情報︑場所の提供を

ていた︒

れる事は出来ない︒

にも同行された︒

その後︑全板連が企画
したヨーロッパツァー

西ドイツのハンブルグ
で開かれていた外装建

Ｓ

午後五時三十分終了

委員八名出席

一一三九号編集会議

四月二十七日燭晴

あの時の︑本当に嬉し
しそうな笑顔を今も忘

るのが目的である︒

愛知県下各地それぞれ
の風習・言葉・地域性
など委員が体で体験す

知多支部の竹内君が全
国優勝した時︑表彰式

能士全国競技大会で︑

数年前︑第一回一級技

想い出される︒

っくりした︒

りだんご﹂という訳

させて頂いた︒

若林理事長には︑機会
あるごとによくお話を

﹁若林理事長︑４月躯
日逝去されました﹂
ＦＡＸで送られて来た
突然の計報にはおどろ
いた︒計報は何時も突
然やって来るものなの
だが︑それにしてもび

に移り和気合々の中︑

よき先爺の計報は︑淋
しく︑辛い出来事であ

で早速︑出店で懇親会
午後６時に委員会を終

快活で気さくな対応が

江南菱川

了しました︒

鐸

︒．声︲糾輔

︑︑一両

蕊
蕊

撫
譲

していると言う︒

い０

ほとんどの留学生はア
ルバイトを希望してい
るので︑団体でバイト
学生を希望することが
出来るから︑組合を通
して登録しておくとよ

I』

鍵
蕊

嚢

私も以前オーストラリ
アの学生をホームステ
ィーで招いた事がある
が︑言葉の障害にはイ
ライラする︒単語を並
べて︑手まね物まねで
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