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愛 知 県
板金工業組合一
します︒織柵︽宙電店

行事開催の事績を取り
まとめ︑また過去弱年
のあゆみを顧りみ︑そ
の活動状況を集約して
﹁記念特集号﹂として
発行する運びにいたり
ました︒記念誌と申す
には余りにも素誌に過
ぎますが︑これに依り
永年にわたって尽力さ
れました先牽諸氏の足
跡を振り返り現在とい
う接点に立って新な時
代に向い一層の努力を
重ねていきたいと存じ
ます︒ご協力いただい
たみなさん︑広報委員
の各位に対し深甚なる
謝意を表します︒終り
にあたり業界みなさま
の一層のご繁栄をお祈
りいたしご挨拶といた

平野弘

理事長

記念すべき年を迎え

Ｌ

我が愛知県板金工業
組合は本年めでたく工
業組合化妬周年の記念
すべき年を迎え︑風薫
る５月調日愛知県産業
貿易館の国際会議場に
於て︑愛知県知事殿始
め関係各方面から多数
のご来賓のご臨席のも
とに︑妬周年記念式典
を︑簡素ながら厳粛に
挙行することが出来ま
した事は︑まことに感
謝にたえないところで
あり︑関係各方面の方
々︑並びに組合員各位
に対し心からお礼申し
上げます︒顧りみます
と当会は愛知県板金組
合発足以来半世紀近く
にわたる歴史はまさに
感無量のものがありま
す︒ここに記念事業の
一環として記念式典諸

ｚ

副理事長

村上章
層の発展を期待出来る
ものであると心強く感
此の式典を契機に組

じております︒

設育一に至ったのは確か

組合が創立して配年
と知らされて感慨無量
である︒思えばその当
時愛知県板金工業会か
ら愛知県板金工業組合
員が板金の道を歩む時︑

歴代理事長始め︑役員
の御尽力とご指導によ
り今日の発展をみまし
た事に深く感謝の念を

を受けられた各位は︑

今回愛知県知事表彰
を始め︑名誉ある表彰
多年に亘り組合事業に
功労のあった方であり
ます︒今日迄の御精進
に対して︑敬意を表し
お喜びいたします︒

今後共︑健康に留意
され︑板金業界のため
御尽力下さる様お願い
申し上げます︒

一口に二十五年と申
しますが︑オギャーと
生まれた赤子が成人式
をすませ︑立派な二十
五才の盛年となったわ
けであり︑最も活躍出
来る年令に達したので
今後︑愛知県板の一

あります︒

しましょう︒

合員一同団結して前進

最後に︑今回の式典
設営関係各位の努力に
心より感謝の意を呈す
ると共に︑組合員各位
の御繁栄と御健勝を祈

念いたしまして︑私の喜
びの言葉といたします︒

栗田政雄

事は私を含めて六名︒

専務理事に田中氏︑理

ある︒理事長は大脇氏︑

事長が奥様危篤の中を
敢て臨席されたことと
肌寒い二月の会場が熱
気でむさる程の熱弁で
業界の有り方を示され
た祝辞である︒出席し
た三百人程の組合員が
水を打ったような感銘
を受けた獅子呪であっ
た︒書き出すと思い出
は走馬燈のように尽き
ない︒職業訓練も最初
は愛知県板金工共同技

能者養成所であって︑

て終る︒

最後に組合の発展と役
員のご努力をお願いし

ま筆にした次第である︒

刑務所へ行くのは余り
気分の良いものではな
かった︒ハイヤーで行
先を刑務所と言うと運
転手が後を向いたこと
もあった︒﹁愛板﹂の
執筆編集部の思い出は
尽きないが思いつくま

務所へ度々足を運んだ︑

それである︒それから 設立当時︑千種の佐橋
妬年︑山口︑柴田︑朝 さんが仕事の関係で名
日の三氏はじめ当時の 古屋刑務所に博手があ
多 く が 他 界 さ れ て い る ︒ り︑その縁で訓練生の
技能指導に同刑務所の
作業技官の三氏を招き
得たことがあった︒刑
務所の職員は国家公務
員で講師に依頼するの
は困難であったが職業
訓練の援助との名分に
よって成功したのであ
る︒私はその打合せ等
で当時吹上にあった刑

私は現在健在でこうし
た思い出を書きつつそ
の以前の妬年に思いを
走せざるを得ない︒即
ち第二次大戦以前の事
である︒所謂経済統制
の時代で︑法による工
業組合の組織無くては
材料の配給が受けられ
なかった︒組合の創立
は確かに昭和哩年のこ
とであった︒創立総会
は今の産業貿易館の西
館︑当時の県商工館で

理事長職は激務である︒

され︑柴田副理事長︑

従って後顧の憂いのな
いようにとの配慮から
愛板の役職の変更がな

私の専務理事︑朝日氏
以下四名の常務理事が

私はその翌年に専務理
事に就任したが︑その
当時の役員の殆どが過
去の人である︒特に思
い出されるのは︑東京
板金工業組合の中山理

東京へ行っての全板の

で満場一致で推された︒
山口さんは既にご老令︑

それから一年︑甥年の
３月全国板金工業会の
米内理事長が亡くなら
れた︑その後任に愛知
県板金工業組合の山口
理事長が全板の理事会

として運営に当った︒

に昭和型年の春であっ
た︒理事長に山口音吉
氏︑そして朝日︑柴田
両君と私等が常務理事

持って居ります︒

こうして︑我々組合

次第です︒

愛知県板金工業組合
が設立され︑雨来星霜
を重ねてここに二十五
年今回記念式典を挙行
できますことは︑誠に
感慨ひとしおで︑組合
員一同慶びにたえない

銭

東三支部
豊田支部

松井住〃
あると言うものです︒

全板連では全板樋普及
第一弾として静岡︑愛
知︑三重︑県板の担当
者を全板会館に集める
事となり故柴田愛板理
事長より私が指名され
東京に行く事になりま

もおられると思います︒

昭和四十九年全板は塩
ビ・五社の協力に依り
した︒

全板樋と言ってももう
皆さんお忘れの方が多
いと思います︒又若い
方達には御存知ない方

全板樋を作りました︒

当時愛知県板には委
員会制度が無く常務理

知多支部

事でもない平理事の私
が行く経緯は今でも分
りません︒東京には戦
前二︑三度しか行った
事がなく土地不案内︒
丁度其の年︑娘の入試
で東京に一週間行って
いた家内が案内役︒
新幹線︑山の手線︑

浜松町駅︑それから都
営バス︒途中浜松町駅
前の回転寿し屋さんを
見て吃驚仰天︒今では
何処にでも有ります︒
会議は一三時から始ま
り栗原全板理事長︵福

いったい何を書いたら
よいのかと︑頭を悩ま
せているルろですが︑

原稿のご依頼を受け︑

さて︑先日組合より

も理解出来ません︒

は︑思いもよらないこ
とでした︒今や板金業
も︑作る時代から取付
ける時代へと変わりつ
つあります︒子供会の
貴重な収入源であった
廃材が︑まさかお金を
払って処理してもらわ
なければならなくなる
とは︑物の無い時代に
育った私には︑どうに

蕊蕊︾

各地の問屋を走り回る
のが日課となっていま
した︒あれから伽有余
年︑問屋には商品が溢
れ︑何時でも電話︑い
やＦＡＸなるもので間
に合うようになろうと

ど夢という時代︑唯一
の足である自転車で︑

うところから商売を始
めました︒これが戦後
の私の出発です︒車な

近藤良一ゾ

津．︵晃餐響錯垂喜馨辱坐︽蕊︾︽魂

型状は半径樋内部両側
に強度補強の為覆輪が

﹃全板樋﹄

曙議

加入の方法はないかと

森田庚次〆
昭和似年廻月７日に
全板連工業組合の設立
卿年知多支部の青木
氏︑近藤氏はじめ幹部

費は組合の会計から一

括納入という方法で承
認されました︒かくし
て愛板の仲間に入れて
頂き技能検定試験もス
ムーズに実施できる様
になってホッとした訳
ですが︑この一括加入
の方法は正常ではない
ので︑最近なにかとト
ラブルが出て本部の皆
様にも迷惑をかけて恐
縮です︒良い解決をと
願っている今日です︒

ては切を作る︑とい

昔を偲んで
厳しいシベリヤの冬
を二度過ごし︑ナホト
カ港から懐かしい日本
に帰って来たのが昭和
躯年５月でした︒戦後
のどさくさで︑家業の
ブリキ店も︑開店休業
の有様︒それでも生活
のため︑古い一斗缶や
錆びたブリキ板を集め

蕊鍵蕊溌

東三の旧幹部の説得は
困難を極め︑結局全員
再加入は難かしぐ︑現
役員︵部長以上︶誕名
が代表として名を連ね
愛板への負担金︑組合

を進めたのであります︒

こうして再加入の一歩

意見交換を致しました︒

成岩公民館内で愛板柴
田理事長以下幹部の方
々と東三から朝倉組合
長以下数名で再加入の

の皆様のお骨折りで︑

模索しました︒

が認可されて︑もう妬
年にもなるのですね︒
この日の板金新聞﹁展

望台﹂囲みには︑新時
代の板金業の進路を指
示解明しております︒
即ちこの連合会からは
ずれることは︑板金業
界から消えてゆくこと
になると警告しており
ます︒にもかかわらず
東三支部は姫年に愛板
総代会の席でのトラブ
ルから幹部の不快感だ
けで組合員全員に詳し
い説明もなく総脱退の
判を押さしたのです︒
この行動は連合会設立
に米内氏と共に苦労さ
れた山口理事長の顔に
泥を塗る行為だったと
思います︒

かくて東三支部は井
の中の蛙となり業界か
ら消えて行く道を歩む
ことになりました︒私
は同志と計り妬年度か
ら朝倉幸一氏を組合長
として役員を刷新しま
した︒我々は現状では
技能検定や職業訓練の
運営にも支障を来たす
事は必要と危機感を抱
きなんとかして愛板再

零
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た・

氏︵愛知︶・であったの

ません︒

で︑山口理事長当時よ
り話があったかも知れ

では昔話になりました︒

後日割当量だけは受
け入れましたが︑各支
部長さんは大変苦労さ
れ消化されました︒今

島︶より三県板は樋の
使用量は全国でも一番
多いので︑卒先して協
力する様にとの事でし

来いとの事でしたので︑

たいと思っています︒

少々のへそ曲りは相変
わらず︑まだまだ元気
に頑張ってやって行き

い話として話せますが︑

税務署員がどう思った
かは知る由もありませ
んが︑以来︑何度とな
く着て行ったその服の
ことは一度も言われま
せんでした︒今では笑

いです︒﹂と切り返した︒

いとみえますね︒﹂そ
らまた︑私は予定どお
り﹁何をおっしゃるの
ですか︑私は組合の代
表です︒代表としてお
伺いするのにポロ服を
着て来たのでは失礼で
すし︑第一組合の恥で
す︒私は︑ずいぶん無
理をしてこれを新調し
ました︒経費として認
めていただきたいくら

す︒而鋤郵劃

後記︑問屋さんの話に
よると今でも使ってお
られる方があるとの事
認識不足をお詫びしま

柴田理事長の命令は
愛知県板は全板樋其の
物に反対だから断って

其のむね発言したとこ
ろ栗原全板理事長烈火
の如くの怒り様で二の

句が告げませんでした︒

全板樋受け入れの件は
栗原理事長の前の全板
理事長が︑故山口音吉

鉛筆を持ちながら考え
ているうちに︑つい昔
を思い出し︑前置きが
長くなってしまいまし
た︒思い出しついでに
私が知多板金加工組合
の組合長を努めさせて
いただいていた時のこ

とを書かせて下さい︒

ポロ服を着て行って︑

昭和卵年頃のこと︑私
は︑板金組合の税金の
ことで︑税務署へ行く
ことになりました︒当
時︑税務署へ行く時は

いかにも儲からない様
な顔をするものだ︑と
知人に忠告されていた
にもかかわらず︑私は
わざわざ服を新調して
出掛けました︒案の定
税務署員は︑開口一番
﹁いい服ですね︒板金
組合はよほど儲けが多
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っぱり一寸狭いですね︒

実に精一杯でしたがや

らも楽しい我が家﹂︑

その次は日比野理事長
時代です︒私も役員の
末席を汚す事と相成り
ました︒当時は前理事
長時代に計画されまし
た県板会館の建設であ
ります︒日比野理事長
の格別のお骨折りでよ
うやく現在地に完成し
たのです︒﹁狭いなが

あと実感した次第です︒

愛板創立弱周年を迎 業界発展を計っておら
え本当におめでとうご れる事がよくわかり感
ざいます︒加周年はつ 激しました︒次は柴田
い 昨 日 の 様 に 思 わ れ 月 理事長時代です︒職業
日 の 過 ぎ る の は 実 に 早 訓練校創立以来校長と
い も の で す ︒ こ の 節 目 して技能検定では技能
に寄稿出来て誠に有難 士会々長としてこの道
い次第です︒創立以来
一本の実力者︑お蔭で
愛板の指導宣しきを得 愛 知 県 の 技 能 士 の 数 は
て 又 愛 板 新 聞 の 広 報 力 日本一で現在の業界に
もすばらしく県内隅隅 大変貢献されました︒
まで県板の活動及び組 実 に 先 を 見 て お ら れ た
合員の状況がよく知れ と 感 謝 し て い ま す ︒ そ
渡り︑お互いの心構え して福島県の全板大会
も時代に遅れず前進し︑ に 参 加 し た 時 ︑ こ の 県
の青年部が揃いのハッ
ピ姿で花笠音頭で迎え
てくれまして﹁ああい
い事だ﹂と感じ又その
他色々事業をやってい
るのを見て我が愛知も
早く青年部が欲しいな

灘
＃

組合員であることを誇
りにしています︒創立
妬周年と私の思い出を
一寸振り返って見たい
と思います︒間違いも
多々あると思いますが
宜しく︒私はみんなに
勧められて昭和 年頃
で技能検定一級を受け
た頃で山口愛板理事長
時代です︒八十才に近
いとかでしたが元気で
全板連創立の功労者で
当時も全板理事長とし
て活躍して居られまし
た︒私も全板大会に初
めて参加しその実力の
程を感じうれしかった
次第です︒又全板大会
で特に私は我々の代表
は中央官公庁に直結し

板
愛
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いつく時代か大きく飛
躍するでしょう︒その
時はこだわらずやって
下さい︑とこんな気持
です︒次に青年部のこ
とです︒相前後して漸
く県青年部が出来まし
た︒県内隅から隅まで
大勢の方が加入され︑
名実共に日本一の青年
部が出来ました︒以来
全板グランプリを初め
数々の行事に参加され
板金愛知を全国に知ら
せられ有難い事であり
ました︒又久しぶりに
県青年部の今年度の総
会に出席する機会に恵
まれ益々盛大に又熱心
な活躍ぶりに感激しま
した︒掴て前後しまし
たが現平野理事長時代
に入ったのであります︒

た事だろうと思います︒

各位には総会や新聞で
よく御存知とは思いま
すが一番変った事は何
と言っても県に対して
認可団体に取り付け︑
その上中小企業団体中
央会の実施団体となっ

中々お金のかかる大き
な事業をやり遂げられ
ました︒今年も又何か
始まる事でしょう︒各
位には多忙な毎日なれ
ど出来るだけ御協力申
し上げようではありま
せんか︒お願い致しま
す︒何年か先にはきっ
と良い事に繋がること

でしょう︒又平野時代
に入って福の神が来た
様で建築業界も不況を
ぬけ出し以来三年続き
の好況でまさに我が世
の春です︒皆さん安全
第一に頑張って下さい︒

い申し上げます︒先

創立妬周年記念を風
かほる５月盛大に施行
された事を心からお祝

います︒思えば弱年︒

日県板より愛板特集号
に何か思い出をとの案
内で誠に光栄と存じま
すが︑筆不精で文にな
らない私の回想ですが
お許しを頂き何か一つ
思い出を記したいと思

し上げたいと思います︒

人で云えば活力あふれ
る青年期ではないだろ
うか︒昭和伽年８月に
県板に加入して理事を
受けて以来弱年常務理
事を辞退するまで焔年
の間素晴らしい出合い
の人生を送る事が出来
た事を先ず感謝し心か
ら先輩各位にお礼を申

けれど﹁僻 てかぶと
の緒を締めよ﹂ばかり
でなく︑たまにはゆっ
くり体を休めて下さい
よ︒では又の機会まで
特集号に寄せて

お元気で︒さようなら︒

杉浦武ゾ

一層技能士会との合流

その年の総代会で柴田
理事長が辞任され日比
野体制と変ったが︑尚

め得た一日であった︒

初代山口理事長に誘わ
れ柴田・日比野の三代
理事長に育てられ思い
出は尽きないが心に残
って居る事を一つ記し

記年４月始めと思うが
柴田理事長による出張
常務理事会が山中温泉
聴泉閣で行われた時の
事である︒二日間の日
程で会議をやり︑柴田
理事長の見解に対し各
理事より壮烈な意見が
交わされ結論に達せず
に終った事があり︑そ
の折の常務理事の中に
故前田専務理事も居り
話をまとめようと努力
されたがまとまらず深
夜宿の布団の上で寝る
事も忘れて激論を交わ
した事は今でも忘れが
たい思い出の一つであ
る︒私などは一番若輩
であったが︑この会議
に参加して各理事が組
合を愛する為に熱気を
帯びた一語／︑に組合
に対する愛着を一層高

て見たいと思います︒

の時期であったと思う︒

が厳しくなったのも此

しかしその後各役員の
理解と建設的な協力に
よって現在の技能委員
会として一本化された
事は誠に有り難い事で
ある︒今私はあの厳し
さと頑固で通った柴田
理事長に技能士会役員
時代から長い間教え育
てて頂き︑時には気軽
に相談に乗って頂いた
事を思うとあの厳しさ
の裏には責任と弧独な
淋しさを持って居られ
た事を思い︑若気の至
りで義理をはずした行
動を取った事を今さら
ながら恥かしぐ思い故
人となられた諸先輩の
方々の御浜福を祈りお
詫びをする気持で一杯
である︒以後日比野理
事長と共に各常務理事

思い出の一端と致します︒

と鈴木事務局長による
組織委員会の総務委員
長を申しっかり任期中
には様々な出合いを受
け勉強させてもらった
ものである︒県板会館
建設に伴う色々な問題
を克服してついに弘年
暮れに完成出来たのも
組合員の協力は勿論各
役員がそれぞれの立場
から努力された賜物で
あると思う︒妬年間に
受けた恩恵は自分を知
り仲間を知り苦楽を共
にして現在までこれた
のも素晴らしい出合い
があったればこそと思
う︒時代の変革は又一
段と厳しくなる折から
創世紀に向って尚一層
魅力ある組合に発展さ
れん事を願い将来に大
いなる夢を託して私の

田一人だけです︒劃年
７月広島原子爆弾が落
された事は知らなかっ
たからです︒その他の
い様に研究して行く必
要があると思います︒
詔年より検定試験が始
けり最近では青年部や
一級技能士が同じ課題
で技を競う事が出来る
のは︑その元を初めて

難

同業者間の競争が激し
く︑すべてが手造りの
時代の事とて夜から夜
へと働いても決して楽
な生活は望めませんで
した︒そんな時︑私の

った事を今新たに思い
出して居ります︒
当時の私達業者は︑

会場は名古屋市鶴舞公
園内市公会堂の三階で
あったと記憶して居り
ます︒当時私財の一部
を組合に寄附し︑組合
の組織強化と拡大の為
に日夜奔走されて居た
温厚な山口理事長はじ
め文部大臣表彰も受け
た︑訓練校校長の柴田
さん︑その他の役員方
の並々ならぬ苦労のあ

が昭和期年８月焔日︑

以前よりあった任意の
組合が︑公認の組合と
して発会式のあったの

この度︑愛知県板金
工業組合が創立妬周年
を迎えられます事を心
より御祝い申します︒

下さった方がいたので
す︒原田最一郎先生を
始め藤田美代作先生︑
理事長さん︑役員の皆
々様のお骨折りの賜物
と深く感謝致します︒

て頂けた様子でした︒

加と組合の結成を条件
に︑参観を許可されて
全員が参加してはじめ
て皆さんが︑戦後のあ
り方と必要性を認識し

に旭名の賛同を得て︑

そして︑昭和妬年７月

から﹂と依頼されたり︑

る事は出来ないが︑せ
めて訓練校に入れたい

遠い思い出の一つです︒

あるいは静岡県には訓
練校がないから︑息子
に後を継がせる為にも
せめて訓練校に入れる
様にと︑県外の友人よ
り弟子入りを依頼され
たり︵当時訓練指導員
の免許証のある親方の
子弟以外入校できなか
った︒︶あるいは︑友
人が﹁施主と喧嘩して
集金が出来ぬから﹂と
頼まれたので︑相手方
に組合をたてに話し合
い︑和解した事等目に
見えぬ所でも組合の威
力と効果のあった事も

近年建築板金業も製品
のデザインの近代化と
資材の高級化心は︑目

々皆さんに理解しても

い︒﹂と言う感じで︑中

﹁後藤さん﹂の発案に

当時常務理事であった

解消しました︒その後︑

一部の役員の存続論の
あった愛北板金協同組
合も︑尾張板金協同組
合連合に吸収し発展的

最後に重ねて︑愛知県
板金工業組合の創立妬
周年を心より御祝い申

廃業して居る私ですが︑

さい︒

皆さん協力一致︑健康
に気を付け頑張って下

月に結成されました︒

愛北板金研究会が発足
しました︒他の組合よ
りよく﹁江南にあって
愛北であり︑組合でな
く研究会か﹂と聞かれ
ましたが︑これも将来
愛北地区は一つになる
との願望と︑戦前の組
合への不信を除く為の
苦心の命名でした︒そ
の後︑犬山・小牧・江
南三市の役員方の協力
に依り昭和師年に愛北
板金協同組合が結成さ
れましたが︑さらに進
んで尾張地区八市一町
に依る尾張板金協同組
合連合会が︑度び重な
る協議の末昭和妬年１

らえなかったものです︒

よる他業種も交えての
尾張建設業協同組合と
職業訓練所の設立があ
りましたが︑手元に資

し上げます︒

畿血や己

後継者なき為すでに

の当る時代が来ました︒

この時組合本部より私
に︑講習の通知が来た
のを機会に︑当地の業
者の資格のない者も参
観出来る様にと︑時の

料なき為割愛します︒
﹁息子を高校に行かせ

を見張るものがありま
す︒もうこれからは私
達の昔通った激しい競
争はないでしょう︒家
外労働者にようやく陽

訓練校校長﹁柴田さん﹂
に御願い︲″・全員の参

も組合を造るぞ−﹂と
心に決めたのもその頃
でした︒それからは毎
夜の様に同業者の間を
説いて廻っても︑戦前
の組合へのイメージが
悪く﹁組合なんてあっ
たとて︑何の恩恵もな

す︒﹁ようし／・江南に

友人で訓練校の先生で
もあった清水さんの勧
めで熱田区の組合に加
入して︑始めて戦前の
組合にはなかったと思
われる職業訓練校指導
員免許制度︑講習会等
のあるのを知り﹁名古
屋の組合﹂は進んで居
るなぁと思ったもので

坪内正夫ゾ

江南支部ＯＢ

認
蕊

東三支部

原田忠治／
大都市も焼野原でした︒

から・・Ｊ︑時代に遅れな

た の で ︑ 夏 な ど は 現 場 無中で祖国再建を願っ
から工芸学校に走って て働き気が付いた時は
も︵自転車︶着いた時 数年過ぎて居ました︒
はもう半分講議が済ん 昭和記年には訓練法が
だ 位 で す の で 全 部 ノ ー 制定され詔年より施行
トするかしない内に終 されましたが︑それよ
りました︒帰ってから り先釦年度から東三板
復 習 す る と 夜 が 明 け る 金は当時の足立永治︑
事もありました︒弟弟 村田藤二氏等のお骨折
子 伊 藤 繁 雄 君 ︵ 原 田 よ りにより︑職業訓練補
り五才下︶も共に受講 導 所 を 開 設 さ れ ま し た
し ま し た が ︑ ４ 月 ︑ 余 が当時は教科書指導書
名いた講習生も修了す 等 も 無 く 原 田 が 哩 年 に
る 時 は 妃 名 で し た ︒ 伊 受けた製図ノートより
藤君はその中で加番目 抜粋して青写真︵森田
位だったと思います︒
氏が製作︶それに基づ
その後刈谷の日本電装 いて始めた様な事でし
に入社しましたが記名 た︒詔年には訓練校と
の課長さんの内製名が な り ︑ 坐 年 度 よ り 東 三
大学卒業生で︑小学校 板金高等職業訓練校に︒
卒業生は彼一人だった 同時に技能照査試験が
そうです︒技術専門校 始まりこれに合格した
の皆様頑張って下さい︒ 者 は 二 級 の 学 科 試 験 が
製図実技をしっかり身 免除になる特典があり
に付ければ大学卒業生 ます︒この特典は役員
に勝るとも劣る事はな さんを始め講師指導者
いと思います︒その後 の願いであり又夢でし
大 東 亜 戦 争 に 巻 き 込 ま た︒昭年に豊橋高等職
れ 昭 和 焔 年 よ り マ レ ー 業訓練校となり︑現在
シャ・シンガポール敵 は豊橋高等技術専門校
前上陸・ビルマ・印度 と 名 称 は 立 派 に な り ま
・ビルマと転戦から激 したが果して教育内容
が名に恥じない様な内
容であるかどうか振り
返って見ると私はこれ
戦が続きⅣ年７月ラン
グーンで編成された倉
地分隊別名で生きて内
地の土を踏んだのは原

遇
『

醒・鯉嬢律,雄F蔀闇噸迩j5F蕊少鱈Ｆ

大正末期に東京府板
金工業組合理事長に原
田最一郎さんと言う方
があったそうです︒大
変太っ腹な方で︑現在
の板金業者は親方から
弟子へ弟子から孫弟子
へと︑家伝とか必伝と
か言って我が家の技術
を他の業者に大事大事
に伝えて居る傾向があ
る様だがこの様な心で
は将来の板金業界の発
展はあり得ない︒何か
もっと学術的な方法で
書類又は図面を見れば
日本国中の同業者が同
じ物を作れる方法はな
いものかと文部省に出
掛けたそうです︒文部
省ではそれは労働省の
仕事であると紹介して
くれ︑労働省では今お
茶の水工芸学校で藤田
美代作先生が板金製図
の研究をして居られる
からと紹介され︑藤田
先生と相談の上︑夜間
週二回一年間修了の製
図実技講議を引き受け
てくれたそうです︒原
田がこの講習を受けた
のは昭和哩年４月から
一年間でした︒当時は
今と違って夕方暗くな
る迄働くのが普通でし

平成２年７月１５日（４）
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︒宮

︻支 部 だ よ 更 り ︾
知多支部献血グループ

恒例の献血活動〃
あなたの温かい心︒

それは社会にとって大
切な財産です︒

た︒玉川堂の人達は︑

の実演は︑１念ながら
終ってましたが︑彫金
の実演をやっていまし

私達の質問に丁寧に応
答してくれました︒ま
た︑銅の表面に錫を塗
るとき︑温度は約八百
度で︑高くても低くて

ⅢⅢ爺刊川ユフイ々可同訓１

磯織繍

東三Ｓ・Ｈ記

いことを経験した︒

この高層建築物を支え
ているという事だ︒参
加者一同大変思い出深

ワイヤー 本で固定し︑

唖沈の下５瓶の安定し
た砂利層に基礎コンク
リートを打ち︑その下
加数戒の軟弱な泥層の
又その下の岩板に岨孫
のワイヤー４本編んだ

建築現場見学ｌ川

東三支部青年部Ⅳ名

は目下︑豊橋市で建設
中のホリデータワーを
見学した︒高さ血沈︑
深さ唖加︵地上釦階︑

地下２階︶規模の大き
さもさる事ながら綿密
な施工計画︑無駄のな
い工法︑材料︑工事使
用機械等︑又建設業と
いう仕事を離れても計
算された基礎構造は特
に興味深かった︒地下

乳

灘

もうまくつかないとか︑
銅を焼き鈍をしたあと︑

られました︒

洗う時に青酸カリで洗
った方が銅の表面が変
色しにくいとか︑色々
と興味深い説明をして
頂きました︒その他に
一枚の銅板が次々に絞
られて︑やかんになっ
ていく製作工程が展示
してありましたが︑こ
れなど本当に感心させ

蛾

数の提供者により目的
を達成する事が出来少
しでもお役に立てばと
念願し実施した︒又今
回も実行委員のアイデ
アによりハズレなしの
福引付︑参加者には満
足感があふれていた︒
尚７月は﹁全国愛の
血液助け合い運動﹂の
時期に入りますので︑
最寄りの会場へ是非ど

全板大会の会場であ
るリージョンプラザに

i
総
；
：

うぞ︒

今回の事業にお骨折
りを頂いた関係者の方
々には厚くお礼申し上

親睦旅行﹂

このあと会場をあと
にして︑宿泊場所であ
る赤倉温泉に５時に着
きました︒夜には︑酒
やカラオケなどで親睦
を深める事ができ︑翌
日は小布施︑善光寺を
通り無事岡崎に着く事
良い天気に恵まれ︑

ができました︒

謝しております︒

とても楽しい旅行がで
き︑参加者の皆様も満
足して頂けたかと思い
ます︒お忙しい中︑参
加して頂き役員一同感
発しました・

午後２時頃着きました︒
大に行われていました︒

そこでのアトラクショ
ンである玉川堂の絞り

〆岡青朝両扉

大会はいつもながら盛

日の旅行です︒準備計
画が遅れ気味で︑平日
のため人員が心配であ
りましたが︑組合員の
皆さんの協力で別名が
集まり︑早朝６時釦分
一路東名︑名神︑北陸
道を通って上越市へ出

全 板 大 会 参 加 をかねて
− １

県青岡崎支部では旅
行をかねがねしたいと
思っていたが︑なかな
か実行できなかった︒
しかし︑この度新潟へ
の旅行に行く事ができ
ました︒５月肥日Ⅳ日
と第蛾回全板大会が上
越市で開かれ︑その時
のアトラクションに玉
川堂の門外不出といわ
れる燕鎚銅器︵つばめ
っいきどうき︶の実演
が企画されているとい
うのでその見学を主と
し親睦もかねた一泊二
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註

げます︒

識蕊瀞溌

手

血液は心︒心と心の
きずな⁝⁝献血という
あなたの善意に感謝を
申し上げます︒ありが

炉

当知多支部は事業計
画に基き︑年間行事の
一環として実行委員を
設け︑支部組合員に呼
び掛けを行い去る６月
咽日脚午後一時より半
田市内の武豊屋株式会
社の御好意により実施
致しました︒幸いにし
て天候に恵まれ︑大多

哨盟醒伊
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年参加しているので︑

スーツを着ていても︑

板金屋だと判ったもの
だ︒ネクタイを締めて

て伊勢神宮と呼ばれ皇
室の祖神として古来か
ら崇拝されて来た︒信
者は全国に広がり︑お
伊勢誌などが組織され
参拝が絶えない︒全板
大会に全国から組合員
が集った︒この時に思
った事だが前を見ても
後を見ても右を見ても

ったので組合長の挨拶
で始めました︒みんな
家族連れが多く︑海に
たわむれ︑又青年部が
準備した宝さがしなど
が行われ︑子供達は大
喜びだった︒大人はビ
ール︑酒など飲みなが
らカラオケ等で日頃の
ストレスを発散し︑担
また揃いのブレザーで
かっと良く決めていた
支部もあったが︑やは
りどことなくブリキ屋
であった︑と言うより
職人であると言うので
あろうか︒顔は黒く手
はごっい︑それと背を
丸めて歩いていたよう
に思う︒ネクタイを締
めていてもどことなく
ぎこちない︒一般の参
拝も沢山歩いている中
で遠くからでもはっき
り判るのである︒神宮
参拝も兼ねての参加か
ら年輩の組合員が多か
ったからかも知れない
が⁝⁝︒しかし最近で
は拍子木等はあまり使
わなくなり殆が機械加
工となり釘を打つにも
エァーネィラーで打つ
とか︑とにかく機械力
が多く使われるように
なり・は楽に︑指もし

左を見てもひと目で︑
この人はブリキ屋だ︑

時過ぎ解散した︒

東三脇坂

鷲見収
この時もお伊勢参りを
かねて参加した︒伊勢
市には︑内宮・天照大
神︑外宮・豊受姫神が
お祭りしてあり総称し

︲邪曲︲邪曲︲肝・副１１﹄且６

全国から五千名の組合
員が参加した︒私も例

で全板大会が開催され︑

八年前一一一重県伊勢市

好感度？

東三支部では︑６月
３日午前８時集合︒昨
年同様表浜谷ノロ海岸
に於て行う予定でした
が︑天候は良かったが
昨日からの低気圧の為
海が荒れ船が出せず地
引網の方は残念ながら
出来なかった︒楽しみ
に来た人達はガッカリ
していた︒でもバーベ
キューの仕度がしてあ

葱馴悔べ壷Ｉ套皇
平成２年７月１５日（６）
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類の受付が始まるが︑

６月狸日名古屋南公
共職業安定所管内の来
年度の中学︑高校卒業
生の求人説明会があっ
た︒私も説明を聞いて
来た︒７月２日から書

のである︒

近ではスニーカータイ
プのものがある︶現場
ではヘルメットを着用

を着て安全靴を履き︵最

するようにしている︒

で業界全体のイメージ
がちっとも良くならな
い︒私も作業用の制服

品の使用が多くなり︑

なやかになってきたの
ではないか︒重い物を
持ち上げるにも機械と
か工具に工夫がされ以
前より力を必要とする
事が減った︒又長尺加
工品やメーカーの既成

った︒甲川・港福田

名所見学も︑合掌村一ケ所だ
けにして︑全く無理のない行
程で文字通りの慰安旅行であ

ので賑やかな道中となる︒

６月３日４日と下呂温泉へ一
泊で行く事に決まる︒ホテル
の送迎バスを利用︒下呂まで
お互に気心が知れた者同志な

した事はすぐにまとまった︒

﹁つども﹂最近あまり聞かな
くなった言葉だが︑我々の仕
事仲間で月末に集まり︑忙し
い時応援してくれて有難うの
意味も込めて飲食会をしてい
る︒そしてその会を﹁つども
会﹂と名付け︑和気あいあい
の時を過している︒いつの日
か誰ともなく慰安旅行に一度
行こうという話になり︑そう

つども会裁

三７三７三７三７三７一二７三７三７二７三７三７三７三７二一７−

３月卒業生一万余名の

高校記校一万一一一百余名

内男子就職希望者麹名︑

ならないと思う︒

の中男子就職希望者顕
１
名︑併せて一八○一名
の男子就職希望者のう
ち何名の卒業生を板金
業界へ迎えられるか？
魅力あるとまで言えな
くとも手に職がつき誇
りある職業であること
をＰＲしなければなら
ない︒それには街で見
かけたときの印象をよ
くし︑かっこよくする
ことから始めなくては

一﹄﹃ＩＪＯ二目ｆ−ＪＪ三７Ｊｆ三７ＪＪ一﹃ｐｊＪＪ三﹃ｆＪＪ﹄一言ＪＪＪ二一﹃ＪＪＪ二一７Ｊｊ二宮

因に同職安が受け持つ
中学校如校で平成３年

なってきているのだ︒

労働時間︑有給休暇︒
四週六体制が当り前に

社と対等には出来ない︑

言えることは今では給
料は余り格差が無いが
福利厚生面で大きな会

又遊びにも帽子を被る
ように務めてる︒日本
人男性はあまり帽子を
被らないようだが︑外
人は特にヨーロッパの
人は帽子を愛用してい
るように思う︒このこ
とは私自身のイメージ
を変えようとしている

は︑好感度で決まり︑

取り付け屋的なところ
が少なからずあるよう
だ︒そんなこんなで作
業する姿勢も以前より
よくなったようだ︒近
頃は会合に出ても全板
大会に行ってもネクタ
イを締めスーツを着て
も皆さん様になってい
るようになった︒初め
て会った人の第一印象

いではないかと思う︒

それは身なり︑言葉使

方が恐く感じるものだ︒

作業現場でも制服に身
を固めヘルメットは言
うに及ばず安全靴に安
全ベルトといった具合
いである︒街で見かけ
る電力会社の作業員や
ガードマンのようない
でたちである︒高い所
での作業は︑している
本人より下で見ている

するのは整理整頓と︑

作業現場の印象をよく
身なりではないか︒こ
んな事を一つでも出来
るところから取り入れ
て実行して行かなけれ
ば︑危険︑きつい︑汚
いと言われる所謂３Ｋ

愛

(7)平成２年７月１５日

板
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平成２年度２級建築施工管理技術検定試験について
(1)申込受付期間平成２年７月２７日燭〜８月１０日（金）

申込みは簡易書留に限り、締切日の消印のあるものまで有効。
(2)試験日平成２年１０月２１日(日）（学科試験・実地試験）
(3)受験料学科・実地試験8,100円
実地試験４，０５０円

(4)試験地名古屋

(5)申込書類の提出先及び問い合わせ先
〒１０５東京都港区虎ノ門1−２５−５第３４森ビル内
財団法人建設業振興基金試験研修本部電話０３−５０２−６１３１㈹

(6)申込書類学科・実地試験受験申込者
①コンピューター入力票②受験申請書③住民票（本籍地記載のもの）
④写真⑤卒業証明書⑥資格証明書

㈱①から④までは、受験申込者全員が必ず提出するものです。
また、⑤、⑥は各々該当者が必ず提出するものです。

(7)「申込用紙及び受験の手引」の取扱い（学科。実地試験受験申込者用）
「申込用紙及び受験の手引」１組５００円
１組６７５円（送料込）

名古屋地区は中部建設協会で、６月２７日から取り扱います。

（社）中部建設協会〒460名古屋市中区丸の内３−５−１Ｏ住友商事丸の内ビル
電話０５２−９６２−９０８６

(8)受験資格

実 務 経 験 年 数
学

大

歴

学

(旧大学の卒業者）

短期大学・５年判高等専矧学校
級

(:開専明学校の卒業者）

高 等 学 校
（旧中等学校卒業者）
そ の ・ 他 の 者

指定学科

指定学科以外

卒業後１年以上

卒業後１ｆ:６ケ月以！：

卒業後２年以JＨ

卒災後３年以』‐

卒業後３峰以止

卒業後４年６ケ月陸上

８ 鐸 以 上

注）受験種別が「躯体」または「仕上げ」の場合、職業能力開発促進法による
技能検定合格者（該当職種に限る）は、上記にかかわりなく受験できます。

※この試験は建設業法第２７条による技術検定制度に基づき(財)建設業振興基金が実施します。

受験の手続きは受験予定者各自にて必ず行って下さい。
m
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1.087
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2.174

1 742

3,261

２．６１３

４６〜５０韻ｉ1,420

1,027

2,840

2.054

4.260

５１〜５５歳ｉ2,014

1.258

4,022

2.513

6.033

５６〜６０歳

2.761

4.546

5,522

3.092

8,283

6１〜６５歳

3.853

2,140

６６〜７０歳

5.944

3.265

組合員のための

ばつロ

福祉共済制度ですぜひご加入を〃

理事長平野弘

１き
こえ

４１〜４５歳
ｌ︲︲︲︲︲月額

︲︲ ｉ掛金

︵概算﹀

2.307

ｌ︲

2,667

愛知県板金工業組合
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
のとおりです︒

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
皆さんの理解ある御賛
同で一口でも多く更新・
加入していただき︑この
制度を確立していきたい
と願っております︒

特長

がえられます︒

●安い掛金で大きな保障
●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
保障します︒

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

２口以上ご加入の場合、死亡・高度瞭吉標陰金等の全部
ま庭は.‐部を年金の方涯で受'す取る＆とガできざすｃ
1,893

'
1
.
5
3
8

県板事務局の
夏季休暇
日頃は︑組合事務にと協力賜り有難うご
県板事務局は

ざいます︒

８月凋日︵月︶から
８月拓日︵木︶まで
い致します︒

休ませていただきますので︑よろしくお願

▼連絡躯項は剛唖１画ｌ
漁混異禅沌狗桝湧滝坤異脚脚漁胸脚湖浦１脚脚胸ｈ泌測頁昌湧琢濁舞別間間間動叫働踊漣茸時差か睡岡降聞虹■具■■■蕗■■■員同可風唖︾

ＩＩｉ
︲ｌＩ重
⁝＃
十月一日︑全国一斉．

アパートなどに一人暮
らしの方︑下宿してい
る方は︑未成年でも学
生でも︑世帯主として
ご記入ください︒調査
票にある質問は二十二
項目︒お答えいただい
た内容は︑統計以外の
目的に使用することは
法律で固く禁じられて
います︒ご安心の上︑
ださい︒

4.638

2.352門

1,778

ｒ

ありのままをご記入く

ができます︒

︑一年更新ですから︑毎
年加人コースの見直し

■

1.262円

769

ザ

調査票は後日︑調査員
が集めに伺います︒外
出がちな方は家にいら
っしゃる日をお伝えく
ださい︒

9CO7j

ま

皆さんのご協力をお願

疲一します︒

●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
により配当金としてお

必要に応じたコースをお選びください

；
いいたします︒

3.081

4.568属

889

私

に調盃票を配布します︒

１．２CO万f二Ｊ

陸．災害死宮保険金；４CO万弓800万角

Ｉａ７７４
631

３６〜４０歳
1５〜３５歳

¥公八f＊寓凶￥Y甑入内詞ｆＷＹＹいげへｒＹＶＷＶ誤ＪＪ芋ﾊﾍﾊｒＶ,〆沙

に国勢調査が行われま
す︒この調査は︑大正
九年から五年ごとに行
われ︑十五回目に当た
る今回は︑特に二十一
世紀の日本を考える基
礎づくりという重要な
意味があります︒調査
結果は︑国や都道府県
市区町村が︑これから
の行政を考えていく大
切な資料となり︑私た
ちの暮らしのさまざま
な分野で生かされてい
きます︒赤ちゃんから
お年寄りまで日本に住
んでいるすべての方が
調査の対象となります︒
九月下旬に︑世帯ごと

保障内容と掛金（単位：円）

、
、
世
ﾛ
v
則
ｗ

字

；

女

男
女

４己1こつ巷畠.5CC匡

500円１厨:こつき3,000{ﾆヨ
災害入院給付金１ｕにつき1

女

'ご加入年齢範囲；男

3CO7.j鰐〜30万号rｊ
2C０万円〜20万円
１００万円〜制０万円

内陣害給付金

３口
２□
１□

加入．・・ス

600万吋

、死亡・高度障害保険金３CO方角

平成２年７月１５日（８）
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△編集後記

気満々の若者の様に︑

先輩諸氏が︑育ては
ぐくんで来られた愛知
県板が創立妬周年を迎
え︑今や青年期のやる

している︒

時代のニーズに見合っ
た組合作りと事業活動
を精力的に進めようと

た愛知県板を組合員一

今回の特集号は妬年
を振り返って︑愛知県
板をささえて来られた
各氏に︑それぞれの時
点での想い出や感想を
投稿して頂いた︒各氏
には今後共愛知県板の
成長を見守り続けて頂
く事を願うと共に︑先
輩の築き上げて来られ

人一人が自覚と行動で
資質と地位向上に向け

一層の努力をされる事
を願うものである︒

梅雨の季節６月にし
ては気温が釦度を越す
真夏日が多かった︒こ
れも地球温暖化現象の
一端なのだろうか︒し

かし︑この一一︑三日︑

日㈱小雨

を見せてくれている︒

梅雨空に戻り小雨に洗
われた﹁あじさい﹂の
花びらが見事な色合い

６月

狐号編集会議

午後６時終了⑧

委員７名出席

