ⅧＩ︲Ｉ イ

６１剛！１１１Ｉ

中小企業団体中央会
愛知県大会が開催され

〃愛板関係者
四名受賞〃
◎愛知県中小企業団体

中央会会長表彰
・組合功労者

発行広報委員会
境変化に的確に対応し︑

経済の成長︑発展を支
え︑地域社会に於ける
重要な担い手でもある
中小企業が激変する環

役員を８年以上経験し︑

われわれ中小企業は︑

化を図るべきとの由︑

経営の安定が図られる
よう︑国・県及び関係
当局は︑きめ細かな中
小企業振興策の拡充強

組合事業の推進発展に
多大の貢献があった方
に贈られたもので︑こ
れからも益々元気に活
躍されることを念願し
お祝いと致します︒．
さて今回の開催は県
下中小企業間連組合員︑

即ちあらゆる職種の団
体であり︑それぞれの

る社会の実現をめざし︑

わが国経済社会の活力
の源泉であることを自
覚し︑自らの努力に基
づき︑より組識の力を
一層駆使し︑持ち前の
機動性と創造性を遺憾
なく発揮し︑幻世紀に
向って新たな活路を切
り拓き︑わが国経済の
発展と豊かなゆとりあ

以上４名の方々が受
賞されましたが︑組合

名古屋市昭和区

難問を抱えての大会︒
先づ中小企業の施策︑

く

速報：

ｊ
一一クレーン等について︑
く

③ブレーヵ
④高所作業車

車

①不整地運搬車
②コンクリートポンプ

行うこととした︒

﹃安全衛生規則等の
一部が改正される﹂
労働省は先ごろ﹁労
働安全衛生法施行令の
一部を改正する政令﹂
を発表した︒

先づ概要を述べると

１
−未規制の建設機械等
く

資格︵技能講習の終了︶

吊り上げ荷重五トン以
上の床上操作式クレー
ン及び吊り上げ荷重一
トン以上五トン未満の
移動式クレーンの運転
業務を︑就業上一定の

が必要な業務とするこ

保のための構造規格︑

機械の構造上の安全確

制対象として追加し︑

使用過程における性能
確保のための定期自主

のうち︑危険性の高い
次の①Ｉ④の機種を規

検査及び特定自主検査︑

操作者の知識技能確保
のための就業上の一定

三この改正政令は平成

一一年十月一日から施行

く

ととした︒
ｊ
の資格︵技能講習の終了︶

の確保等必要な規則を

ととなっている︒

するものであるが︑特
定自主検査に係る規定
については平成四年十
月一日から施行するこ

操作の出来る荷上装置︑

前項で述べた様に最
近板金業界では簡単に

沼津

即ちユニック車を利用
しているが︑特に事故
が多発している関係上
規制が加えられたもの
であり︑資格の取得に
ついての再チェックで
あり特に注意を要した

い︒

;銅麓駕哩霊｜
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平成２年ｎ月９日︑

第詔回大会が愛知県中
小企業センター講堂に
於いて開催され︑次の
各氏が名番ある表彰を
受けられました︒

石原銚司圃岡崎
小笠原裕⑰碧南
沼津啓二⑰知多
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金融︑税務︑流通︑労
働︑環境などの諸問題

ｉ今回は知多支部の担当で、次の通り開催が決｜
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限りなく前進する事を
宣言し︑提案された諸
議案もすべて採択承認
され終了した︒その後
続いて席を換え懇親会
が催され︑御来賓を交
え受賞の歓びを分かち
合い︑和やかな雰囲気
のうちに散会した︒

｜
癖
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親
会
に
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数
ご
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◎愛知県知事表彰

＃

愛 知 県
板金工業組合
を整備し︑現在毎は設
備投資︑個人消費を中
心とする内需の好調な
背景を堅調に推移し乍
らも︑とりまく環境と
情報化︑技術革新の進
展︑消費者ニーズの多
様化と人手不足の深刻
化︑日米構造問題の協
議による大店法の規制
緩和をはじめとする諸
制度の見直しと︑さら
には近時の中東湾岸危
機など︑国際情勢の変
化で厳しい状況下にあ
る中で︑今後とも我国

￨なお参加申込みは各支部…こ取りま

1鵜篭罵声都長喜んへ会費
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・組合功労者
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日
５
１

見い 倒 悶 ｗ ｗ ７

１カーライフの安全と安心ｌ

・運転席に座って行う

数を見ると︑土曜日と
日曜日︑そして夜間の
比率が高くなっていま
す︒気のゆるみがちな
週末と夜間の運転はく
れぐれも慎重に︒
﹁ドライブの前には愛
車の安全点検を﹂
セフティドライブの
ために︑スタート前の
点検は欠かせません︒
次のチェックポイン

死亡事故の発生の件

しまいます︒

氾獅もの距離を進んで

で坐廻時速帥肋では

レーキを踏んでも︑車
が止まるまでには時速
如伽で犯沈︑時速印紘

﹁年末年始の防止策﹂
一庖判ゴガ有﹃伽

月ちょっとした不注意
２

︑が大きな事故につなが
年り︑死亡事故の原因で

成最も多い の が 最 高 速 度
平違反︒漫然運転やわき
見運転と云うような安
全運転義務違反も目立
っています︒ひとつ間
違えば取り返しのつか
ない自動車事故︒自分
てられません︒

板だけは大丈夫とはいっ
車が衝突した時の衝
撃は︑速度と重量に応
じて大きくなります︒

時速帥伽でコンクリー
トの壁にぶつかった時
の衝撃は約妬加の高さ

点検⁝ブレーキのきき︑

愛から落ちたのと同じく
らいになるといわれて
います︒車は時速如腕

ぞいて行う点検⁝冷却
水の量・エンジンオイ
ルの量など
・車のまわりの点検⁝

方向指示器の点検具合
・タイヤの空気圧など

ます︒

いずれもごくわずかな
時間でチェックが出来

灘鍛

に岨時間もかかります︒

これから年末︑年始
に入り酒の機会が多く
なり飲んだら乗るなは
二日酔いの時にも？
日本酒を５合飲んだ
場合は血中アルコール
濃度はゼロになるまで
また︑体内からアルコ
ールが全部消えてしま
った後でも運動能力は
低下するといわれてい
ます︒﹁二日酔いの時
にも乗らない﹂くらい

プを念頭にタイヤの接
地性能が釦彩 抑％も
低下しスリップしやす
くなります︒さらに高
速走行時には︑タイヤ
と路面の間に水の膜が
できるハイドロプレー
ニング現象が起こるこ
とがあります︒十分に
神経を使いましょう︒
いよいよ霜月︑秋の
終わりから冷たい冬へ
と移り変る季節です︒
これからどんどん日
が短くなっていきます︒

くると思います︒

車の運転業務も夜間に
まで及ぶことが増えて

くなる︒

″夜間は〃
︒暗いため視認性が低

鈍る︒

・昼間の疲れが重なっ
て注意力︑判断力が

ちになる︒

・交通量が減って走り
やすくなるため︑つ
いスピードをだしが

三︑ライトに照らされ
ていない部分にも注
意を配る︒︵かもし

０Ｗ●凡０３︺又

バー自身が各々︑昼間

一可晶０

沼津

スピードを控え目に﹂

﹁夜間の運転は

択をして下さい︒

見えない危険に対して
警戒するか︑見過ごす
か︒夜間の運転︑ここ
が分かれ道︒正しい選

握ることが必要です︒

とは違う夜用の運転に︑

明るい場所を選び︑

より慎重にハンドルを

る︒

駐車灯等をつけるな
ど︑適切な措置をと

たら運転は続けず︑

五︑眠気︑疲労を感じ

休憩をとるなどして

無理はしない︒

基本的な項目ばかりで
すが今ひとつ守れない
ようです︒ドライバー
にとって不利な条件が
重なる夜間は︑ドライ

にした︒

講習内容は前回と重
復するので省く事にし
ます︒学科はともかく
実技になると︑熱心の
あまり打ち切り時間を
大きく過ぎて会場を後

た︒

ターしたバスで松下電
工伊賀上野工場に向っ
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れない運転︶
四︑駐停車する場合は︑

︻支部だより︼
第二回

当日は集合場所でモ
ーニングコーヒーをす
ませ８時釦分にチャー

が終了した︒

平形屋根スレート葺
講習
行
叫垂会
目今
垂う
仁姻シフ一宮
保証制度にともなう
平形屋根スレート葺工
法の講習会を東三支部
に続いて一宮支部記名

藤

トを参考に︑

で１秒間にⅡ昭時速

又雨の日にはスリッ

の心がまえが大切です︒

などの危険要因が出て
くるため︑交通事故︑
それも重大事故へ結び
つくケースが多くなり
このような中で自分

ます︒

が事故を起こさない︑

心がけて下さい・

又︑事故に巻きこまれ
ないために次の五点に

灯する︒

一︑早めにライトを点
二︑スピードを控える︒

藤

窯箱蝿篭

§

バックミラー角度など
︒エンジンルームをの

交通事故原因ワースト５
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危険に気がついて急ブ
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第帽 回

愛板会ゴルフ大会開く
五位大山武夫︵豊田︶
ＢＢ松川博人︵豊田︶
ベスト・グロス奥田巌
艶ストローク以上でした︒

去る如月５日︑県内
各地から妃名の参加を
得て名古屋グリーンＣ
．Ｃで開催された︒

人数制限があるため︑

第９回

次回は四月か五月頃

半頃解散しました︒

司会でスムーズに表彰
式が行われ︑午後６時

ィが行われ︑一一村氏の

競技終了後︑パーテ

第二位吉田万作
第三位小林靖夫
第四位竹田康孝
第五位津田雅章

優勝山下修一

は次の通りです︒

条件︑風もなくのびの
びとプレーでき︑健康
に親睦にと大変有意義
な開催であった︒成績

東板会ゴルフコンペ開く

開催されました︒

如月記日︑豊川市東
海カントリークラブで
ｎ時釦分に全員集合︑

パターの練習に又フォ
ームの調整に余念のな
い皆さんでした︒

︵敬称略︶

入賞は次の方々です︒

二村氏の挨拶があり︑

た後︑商社の紹介︒
マルサン金属︵鈴木︶

続いて前回優勝者の綴
繍氏の競技説明があっ

ｎ時岨分︑副組合長

加をお願いします︒

全員の出席が困難かと
思いますが︑来年の四
月の次回にも多数の参

岡崎中村

優勝吉田万作︵東三︶
二位内山英臣︵岡崎︶
四位笹野武夫︵東三︶

尾張連合ソフトボール大会
優 勝は 一 宮 ︑ 汁
江南の連勝ならず／︑

さんが混じって︑スタ

平成二年

うものである︒

中間監査行う／

を行った︒

愛知県板金工業組合
は︑如月加日中間監査

る岡戸林一︑加藤友三︑

当日︑監査委員であ

中間監査は︑組合員
各位から納入される組
合費が︑予算項目にそ

外山章の三氏に県板事
務局へ御出席願い︑県
板より︑財務担当の村
上副理事長はじめ︑平
野理事長︑斉藤副理事
って執行されているか︑

収支状況を半期毎に行

皇
で
Ｉ

横山興業︵竹田︶
竹浅商店︵寺沢︶

〔移振先名古屋ターミナルピル７階〕

方式でプレーボール・

電話（０５２）５６３−０２３６

三位杉本忍︵豊田︶

牧春南宮倉沢山井島

空の下でトーナメント

平成２年11月５日（月）

第十三回尾張連合会

東三脇坂

県旅券センター

移転月日

開催の予定です︒

側に移振します。

ートしました︒

皆さん和気あいあい
と気温も虹度と絶好の

県旅券センター移転のお知らせ

︵滝伸次会長︶主催の
ソフトボール大会が︑

十月二十一日ロ江南市
蘇南グランド及び本田
島の二面で行われまし
た︒尾張地区在勤の業
者︑従業員︑子供も交

江南は一回戦から昨年
の決勝戦相手強豪一宮
との対戦で惨敗︒三回
戦で小牧・一宮・犬山
・春日井が残り︑決勝
は一宮対犬山︒相方若
手選手で構成され︑手
に汗ばむ程の熱戦が繰
り広げられ︑一宮支部
チームが見事優勝を飾

問合せ先

ターミナルピル７階北側から、同７階の北西

移転先

旅券（パス淑一ト）申諦者の増加に対応す

下図のとおり
るため、愛知県旅券センターを現在の名古屋

えた選手で描成された
九チームが参加︵瀬戸
・祖父江不参加︶︑開

Ｉ「

会式︑会長︵滝伸次︶︑

江南菱川

日

りました・

日

ＡＢＣＤＥＧＨＩＪ

井

小西江一岩稲犬春津

来賓平野理事長の挨拶
があり︑澄みきった秋
犬山
小牧

噺
i
i
l
。

優勝 一 宮
一宮
準優勝

三位
慶一

勝宮

一宮1６Ｉ犬山８
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飲

た︒

長︑早川専務が同席し

支執行額を参照した後︑

事務局より提出され
た試算表により︑今年
度予算額と前期間の収

念入りに監査願った︒

帳簿︑書類︑伝票等を

らつきはあるものの︑

監査結果は︑多少のば

良好の講評を得た︒

順調に運営されており

日﹃この道ひとすじ尾
のお祭り広場でデザイ
ン博の会期中︑開催さ
れたが今年は例年どお

９月喝日台風四号が︑

どで︑例年と少し展示
物を変えて展示した︒

っていた︒

２階にステージのスペ
ースを取ったため︑２
フロアーとなり︑少し
ゆったりした会場にな

昨年は世界デザイン

愛博に参加 し て 名 城 会 場

和歌山県白浜付近に上
陸して東海地方を縦走
した後︑９月釦日に加
号︑加月８日に別号台
風が通過と︑台風の当
り年に︑加えて秋雨前
線の停滞で︑ぐずつい

ン展示場で開かれた︒

銅板の打ち出した額な

愛知県板・名古屋連合
会は今年も参加して作
品を展示した︒組合員
の施工した工事の写真
︵名古屋市市政史料館
・名古屋市迎賓館︶や

り吹上会場で開かれた︒

尊紘賞 認職輝

板三階の第二ファッショ

市中小企業振興会館︵通
称吹上ホール︶一一階と

催されているイベント
が去るｎ月⑫日陶ｌ狸
日脚の三日間︑名古屋

胆張名古屋の職人展﹄と
唄銘打って︑主催名古屋
皿市技能職団体連合会・
年名古屋市 ︑ 後 援 ・ 愛 知
唾県によって︑例年︑な
平ごや祭りに協賛して開
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ないか︒天気が良いと︑

は小雨ぐらいのほうが︑

ろばが開催されていて︑

今年は一階の大ホー
ルでも第過回消費者ひ

った︒

鷲見

はりステージを作り︑

名古屋祭りの最大の呼
び物︑名古屋英傑行列
が盛大にパレードを繰

大須演芸場から芸人を
呼んでショーを開いて
いて大変な賑わいであ

客の入りが良いのでは

ジを開いた︒

職人展も今年で７回
目になり︑ちょっとマ
ンネリ化してきた感が
あった︒今回は２階の
フロアーを半分ほど割
いてステージを作りそ
こに芸能人を招いてシ
ョーを見せようとの企
画である岨日は琴曲の
ステージと虚無僧ショ
︑Ｂ・哩日は染之助
︒染太郎のショーやマ
ジックショーのステー

滋

り広げ 万とも言われ
る人が見物に行く︒過
日は雨のため︑この英
傑行列が中止になり︑
で賑うのを見せた︒

吹上ホールも多くの人

ベイブリッジや氷川丸︑

れる︒

メリケン波止場に明り
が灯って︑これ又すば
らしい夜景をみせてく

両手にカメラぶらさげ

翌朝︑早起きして︑
めぐまれた︒

て早朝散歩に出かけた︒

中国上海港近くにある
黄浦江公園にそっくり
の並木通りは緑に茂る
大木が植られ︑人通り
も少なく︑さわやかに
落ち着いた雰囲気の中

をのんびり散策出来た︒

よりガッカリしたのは︑

しかし︑山下公園に入
り昨日からの満ち足り
た気分が一変した︒ベ
ンチにはうす汚れた浮
浪者風の人や若者達が
眠りこんでいたり︑何

ゴミで一パイの光景で

あった︒

今月はゴミゼロ運動

をテーマにするため︑

だ︒

最近特に感じた横浜を
例にしたのだが︑けっ
して横浜市を批判する
つもりは毛頭ない・愛
知県内にだって同じこ
とが日常茶飯事だから

の空カン︑食べカス︑

私が月に何回か通る
毎にいやな気分にさせ
られるのが名岐国道躯
号線を名古屋方面に向
って︑東名阪道清州北
インターへの入口周辺

である︒

吸いがらなどゴミの山

とはできません︒﹂
しかし看板の下はゴ

連絡道には︑国道工
事事務所が建てた︑ヤ
ングレディーの大きな
看板が三ケ所ある︒そ
の看板には﹁キラィで
す︒ＳＴＯＰゴミ投げ
捨て︒いい人に悪いこ

のもえカス︑などなど︒

飲物の空カン︑食べ
カス︑吸いがら︑花火

Ｓ

午後五時三分終了

委員五名出席

二四五号編集会議

十月一一十六日園曇

実である︒

悪い事を平気でやるバ
カな人間の多いのも事

人間の良心を持った

ミだらけ︒

人は絶対数を占める︒
しかしモラルを忘れ︑

経済大国の富める国民
の中には︑自分さえよ
ければ︑又その時さえ
楽しければ後は知らな
い気質の人間が多すぎ
る︒先進国の国民であ
るが故に持たなければ
いけない最低の良識と

を見た感じであった︒

思うのだが︒

横浜一の名所でありロ
マンチックムードにひ
たれる最高の場所なの
に︑山下公園の別の姿

ホテルへ帰ぅに頃には︑

部屋の窓より︑横浜
港︑山下公園︑桟橋に
つながれた氷川丸︑遠
くには︑本牧埠頭と大
黒埠頭を結ぶ︑華麗な
姿を見せる横浜ベィブ
リッジなどが一望でき
る︒夕食には予約して
あった中華飯店で美味
しい中華料理と紹興酒
で最高︒上々の気分で

ェックイン・

港の見える丘公園など
を回って︑ホテルへチ

山下公園︑外人墓地︑

周遊観光船﹁あかいく
つ号﹂で横浜港を一周

ゃれ心をくすぐる町だ︒

通りを飾る草花︑緑の
樹木︑ブテック︑アク
セサリー店︑レストラ
ンなど若者たちのおし

ェニックスのアーチが
ある︒しゃれた建物︑

である︒この元町プラ
ザは︑一丁目より五丁
目まであり︑約一腕の
直線のショッピング街
で両側の入口には︑フ

分歩くと﹁元町プラザ﹂

新幹線新横浜駅より
ＪＲ根岸線で︑石川町
駅へ・駅を出て五︑六

開港馴周年を迎えた横
浜港を訪ずれる機会に

夏の始めのある日︑

八︾編集後尋
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国・愛知県・名古屋市
と︑消費者団体合わせ
て妃団体が展示即売を
していた︒こちらもや

この時期︑天気が良い
とアウトドアのイベン
トが多く︑インドアの
催しは観客動員がむつ
かしいと言われる︒そ
の事を考えれば職人展

日は終日雨であった︒

職人展も週末の金曜
日から三日間の開催で
悪いパターンに入り吃
日は午後から小雨︑過

雨が多かった︒

とくに週末の土・日に
台風が来て天気が悪く

た天気が続いているｃ
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