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濡上童氏労勧大 霞表彰篭章を調う裳
盃
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村上 章 氏
労働汰臣表鐸浄綬潰吋
烈蝋＃薫 琴 祝 賀 会 開 ぐ

開かれました︒

蕊

祝辞では︑鈴木礼治・
愛知県知事︑塚本三郎
衆議院議員各氏よりい
たざき︑続いて発起人
らに囲まれ村上氏を中
心に大きな掛け声で鏡
割りが行われ︑乾杯の
音頭で祝宴に入りまし

ました︒

受賞理由︑村上氏の経
歴などの紹介がなされ

あり︑司会者からは︑

祝う会の発起人を代表
して増田氏より挨拶が

ました︒

愛 知 県
板金工業組合

郡⁝

諸氏である︒

大会に挑戦
されたメン
バーは次の

︵知多支部︶

″第個回全板連青年部競技大会及び
第１回日板協青年部全国
建築技術コンクール開催さる仏
され︑競技部出場者は
記名︑技術コンクール
部はⅣ名の総数で︑妃

榊原弘

知多
沼津

る︒

精一杯闘
った戦士に
賞賛と拍手
をおくりた
いものであ

ある﹄

事に意義が

﹃参加する

であろう︒

み︑生涯忘
れる事の出
来ない思い
出となる事

競技大会は
予定通り終
了し︑挑戦
者御３方は
緊張が解れ
解放感あふ
れ︑笑顔が
それぞれに
満ち︑お互
に悔いのな
い闘いに挑

︵西支部︶

松代一郎

クールの部

︵知多支部︶

勝寄正三

の部

名の挑戦者が臨んだ︒

◎技術コン

◎競技大会
◎愛知県より３名の
出場︑挑戦する

大会の開催日は去る
２月型・妬日の２日間

２日目には世話人及
付添の仲間に励まきれ
午前８時から一斉に競
技のスタート︒日頃の
技量を思う存分に発揮
出来たのでは︒真剣勝
負⁝晴れの栄冠を目指
して︒さて︑優勝候補
はどなたに？？？

の小宴に移り︑一夜を
共に歓待しあった︒

当夜は︑全板青年部
の役員である林雅彦氏
を始めとし︑知多から
は付添として平野部長
が終始世話人として活
躍していた︒尚︑知多
青年部員も仲間が大会
出場とあっては仕事が
手に付かないかの如く
⑩名の部員が早速支援
に駆けつけ︑健闘を祈
願し︑又慰労を兼ねて

に備え終了︒

哩時に始まり詳細な競
技大会の説明と︑実技
に用いる持込工具の点
検︑其の後翌日の本番

にわたって行われ︑第
一日目は︑開会式が取

今回の全国競技大会
及び建築技術コンクー
ルが︑山梨県甲府市の
中小企業人材開発セン
ターに於いて催された︒

北は青森１南は九州迄
の全板連の組合員の中
から︑府県単位で選抜

力を御願いします︒
中村

今後とも︑板金・ダ
クト両業界のため御尽

るところです︒

御祝いの言葉も次々
壇上で続く中︑やはり
奥様の内助の功があっ
てこその受賞であると
ともに村上氏の﹁私が
貰ったと言うより︑板
金業界・ダクト業界の
皆さんに与えられたも
のと受けとめておりま
す︒沢山の人のお世話
になったお返しに︑後
継者の育成に力を注ぎ
たい﹂との言葉に︑同
氏の温かい人柄を感じ

の盛り上がりでした︒

外は︑あいにくの雨で
したが︑式場のなかは
熱気ムンムンするほど

た︒
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た技能者︶として昨年
ｎ月釦日︑労働大臣よ
り卓越技能章を受賞さ
れ︑この日の祝賀会が

覇

が開かれました︒

4

１月肥日︑千種区の
東山会館・鳳風殿で村
上副理事長さんの労働
大臣表彰の受賞祝賀会

i獅

当日は業界関係者の
ほか︑政・管・財界か
ら総勢川名の出席者が
同氏の受賞を祝福され
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他の模範となる卓越し

．熟､諺
愈疑煮て歩
やＦ邑烈牛叩４９０６

b ' q , 財 J 唖 H b

令Lq
､

＆
畠凶播篭
志や〃，卿･･･・P

鷲蕊
跳猟穏,

餌鐙輔・ 露 ・ 窯 鍛 蛎 糊 溌 蝿 酔

i毛g蕊溌i睡召､、。』

鍛驚蕪篭醗罷鷺議論郷鱗蕊懸灘●瀞

藤環霧

板
愛
平成３年３月１５日
１
(

紹介します︒

そこで今回は︑愛知
県芸術文化センターを

る︒

水の有効利用が望まれ

ある︒それでも毎年の
ように夏頃になると︑
ダムの水は少なくなり
給水制限が行われる︒

﹁雨・屋根・水﹂を考える

となった︒

湾岸情勢は早期に解
決すると思われていた
が︑イラクの忍耐抵抗
で長引いている︒昨年
８月２日愛板班号の記
事︿夏に思う﹀を書き
終えた日に︑イラクが
クウェートに侵攻して
湾岸粉争が始まり︑１
月Ⅳ日の空爆から戦争
その影響でクウェート
から流れ出た原油がペ
ルシャ湾に広がり︑サ
ウジアラビアの飲料水
をまかなう海水淡水化
設備が危機にさらされ
たＯ

のは２月頃であるが︑

この建物は︑現在の文
化会館の東側に平成元
年３月から建設工事が
進められていて︑建築
面積一二一︑一三○㎡
に地下５階・地上廻階
の鉄骨鉄筋コンクリー
ト建て︑高さ弱れの会
館が平成４年６月に完
成する︒この愛知県芸
術文化センターは︑美
術館︑劇場型ホール・
コンサートホール・実
験小劇場とそれぞれ異
なった機能を持つ３つ
のホール・文化情報セ

化センターとなる︒

設けて︑素晴らしい文

る︒

地下３．４．５階は約
剛台収容の駐車場にな

一一四︑九一一・一七㎡

愛知県芸術文化セン
ターの建物も︑雨水利
用システムが取り入れ
られている︒敷地面積
建築延床面積一○九︑

○六二・○七柿︑建物
の屋根約一一︑○○○
而に降った雨を降雨強
度計が感知して︑屋根
面の汚れなどを含む降

ニュー︲スステーシヨ

に配信するシステム︒

気温・風向き風速・雨
量・日照時間を気象庁
で集計し各地方気象台

らいだった︒

あのふっくらとした顔
だちの小林さんが︑体
調をこわされてから画
面を通しても︑体の不
調がはっきりと分るぐ

るからだった様に思う︒

られる人であった︒

︵中古でも良いもの︶

又︑今希望する道具

貴社には︑不要に
なったり︑二台もあ
ったりする道具・材
料・商品はありませ
んか？

ｏ一Ｍ折機

窒元ります︾

罰サイクルコーナ

そう感じられたのも画

ンのキャスター小林さ
んが亡くなってしまっ
た︒あの石原裕次郎さ
んや美空ひばりさんが
亡くなった時も悲しか
ったが︑そうした遠い
存在の人でなく︑小林
さんはごく身近に感じ

面で知る限りの人であ
るが︑温厚な人柄の良
さが︑テレビを観てい
る私達にも伝わってく

過労死に思う

に電話回線を通じて︑

って下水道へ放流する︒ ※アメダスとは⁝⁝
地域気象観測システ
ム全国畑ケ所の無人自
１
動観測所から︑毎正時

システムとしては︑前
回紹介した愛知県図書
館と同じシステムを使
用している︒が︑屋根
面積が約細倍と大きい
ため︑集雨量も当然多
くなる︒

アメダスのデータ平均
値から年間降水量を一︑
四六○ｍを見込み︑一
一︑○○○而の屋根の

雨量は約一六︑○○○
前このうち降り始めの
雨は下水道に放流した
り︑雨水貯留槽の貯水

できる︒

雨水が利用することが

り始めの雨は下水道へ
量以上に降った雨はオ
流した後︑地下の雨水 ー バ ー フ ロ ー し て 下 水
貯留槽に貯留する︒
道に流す︒
雨水貯留槽にはスクリ
このため雨水利用率を
ーン及び沈砂槽があり︑ 型％とする︒
粗いごみを除去する︒
年間約八︑六四○前の
次に︑この雨水をマイ
クロ網を利用した除じ
ん装置によってろ過し
次亜塩素酸ソーダ溶液
により殺菌消毒して雑
用水槽に貯留する︒

が多いと言う︒

︒二Ｍバッタ

中古ｎ年一万円
西区××板金

﹃蒔寧．

新品同二万五千円
知多○○板金

︹あげます︺

竪貝います︾

が︑残念でならない︒

暫くの間休養されたら
いいのにと思いながら
実際に姿が見えなくな
った時にはひょっとし
たら︑と思いとても心
配していた︒しかし又
元気な姿を見れるので
はと望みを持っていた

今︑過労死が問題に
なっているが︑小林さ
んの場合は職場での戦
死であると言われてい
る︒ふと我々がもしも
の時はどちらか？淋し
い話だ︒一人のキャス
ターの死からそんな事

中川・港Ｋ・Ｋ

まで思ってしまった︒
年なんでしょうか︒

ＢＯ○弾

．
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ンターから構成され︑

陶器メーカーによれ
ば︑最近は節水対策で
男子小便はセンサー式
が増えた︒それでも１
回の使用に５２前後の
洗浄水を使う︒大便の
洗浄にはｍｇｌＥｇ位
だが︑公共便所は過必

他に︑６月豊田ルーフ
二千前有り︒手間必要

①｡■■■ＧＭ

中東地域は砂漠気候
であり︑蒸発量が降水
量を上回り乾燥してい
る︒最も多く雨が降る
卵ｌ皿伽くらいで︑年
間でも降水量はイラク
・クウェート・サウジ
アラビア等のどの国も

雑用水栖からは︑雑用
水揚水ポンプ及び加圧
給水ポンプによって送
水し︑便所洗浄と冷却
塔補給水として利用す

はありませんか？
広報では︑今年か
らこんなコーナーを

打合せしたい︒

■●■q■■Ｐ

馴加前後である︒

八︑六四○而といえば︑

作ってみました︒

しても利用して下さい︒

等々︑情報コーナーと

hq■

る︒

約六六四︑六○○人の

リサイクルをして︑

どしどし申し込んで
貴社の作業場を︑広
く使いやすくしたり

をして下式・ｃ

それぞれ楽しい作業

大便を洗浄できる︒
大ホールは最大一一︑五
○○人収容できるが︑

鷲見

ほとんどが雨水で賄え
るのではないか︒

G
q
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由
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井戸を掘っても石油
は出るが水は出てこな

国際会議機能を併せ持
ち︑各施設が互いに連
係︑交流することによ
り単独施設ではできな
い複合機能をもつ︑全
国にも例のない総合芸

雑用雨水のないとき
は︑上水を雑用水槽へ
補給して上水を利用す
る︒

また︑雑用水槽・雨水
貯留楠がともに満水の
ときＬ︑流ポンプによ
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い︒水は貴重である︒

また︑２１吃階︵印︑︶
地下２１２階︵別︑︶と

術文化施設である︒

それに比べれば日本は
温暖湿潤気候であり年
中降雨があり︑名古屋

二つの大きな吹き抜け
空間︵フォーラム︶を

雷

蜂

(
３
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での年間降水量は平均
して加加ぐらいある︒
イラクのｎ倍の雨母で
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支部だより
ー

おいしかった︒

る烏戸︑下の通路︵名
前を失念︶と共に歴史
を感じさせられた︒そ
の後江の島での昼食︑
これは海の幸がやはり
あとは一路豊田へ︒
途中休憩をとりながら
４時間余り︑この時に
は旅の疲れもあり︑や
や長く感じた︒

鎮鶴

衆議院議員・片岡武
司氏︑全板興業㈱専務
理事・篠原氏︑県板の
平野理事長他を迎えて
訓練協会・羽柴弘和会

今年も︑板金セミナ
ーが︑１月幻日に愛知
県産業貿易館西館で開
かれた︒朝から素晴ら
しい天気になり︑会場
の北側の大パノラマか
ら眺める名古屋城は光

話に聞く横浜ベイブ
リッジの夜景を楽しも
うと︑何組かタクシー
に乗って見て来たよう
だった︒これは高架の
湾岸道路で︑タクシー
で往復三千五百円余り

長の挨拶で始まった︒

そこの若い職人さんと
色々生活の悩みを聞い
たり︑ラブレターの代

板金屋さんの二階で︑

り輝いていた︒

だった︒

この辺りの土産物の
店の間に戦前の建物と
思われるものが結構多
く建っていて︑昔︑頼
朝が妻政子の安産祈願
の為に造ったといわれ

った︒

翌ｕ日は鎌倉の鶴岡
八幡宮へ寄ったが︑源
実朝で有名な銀杏の木
は見るのを忘れてしま

講演は午前・午後の
二部あり︑愛知県職業
能力開発サービスセン
ター・松園譲氏の﹁業
界の人材育成﹂のテー
マで︑松園氏の学生時
代︑名古屋市中川区の

盛り上がった︒

横浜に着いてからの
宴会は︑中華料理とい
う事もあり最初はやや
調子が出なかったが︑
途中からコンパニオン
が来る頃には︵なんと
８名も呼んだ︶やはり

しい︒

バスの中では皆さん
酒も入り賑やかに歓談
していたが︑カラオケ
の具合がやや悪く︑多
少欲求不満気味の方も
いた︒どうもバスのス
パイクタイャが原因ら

豊田支部

新年親睦旅行を実施
県板豊田支部では︑

平成３年１月加．ｎ日
と︑恒例の新年親睦旅
行を行なった︒

行き先は歴史と若者
の街︑横浜である︒参
加者は当日数名の欠席
者があった為︑釦名ち
ょうど︒

朝８時に豊田を出発
し︑河口湖畔で昼食︑

夕方に横浜へ到着︒中
華街で宴会︒ホテルで
一泊し︑翌日は鎌倉の
観岡八幡宮へ参拝︒江
の島で昼食をとって帰
途へ︑というコース・
一日目の昼食をとっ
た河口湖畔のホテル︑

ここの玄関から表を眺
めると目の前に富士山
が大きく立ちふさがり︑

その盗が大変立派に感
じられた︒まだ正月の
休み明け間もない事も
有り︑空気が澄んでい
てバスガイドさんの話
では滅多に無い程よく
見えているとの頭︒

いなと思った︒

この新年の旅行は過
去釦年程続いていて︑

しょうか？との質問

しょうか？アリは高
い所から落すとどうで

て足から着糾︑るので

今までに一 二回日程
がずれたことは有った
が︑いつも１月のⅢ．
ｎ日に決めているとの
事︒組合の歴史と共に
歩んできた企画である︒

豊田藤井

た︒

である︒又その放送を
聞いて自分の娘に手伝
わせ実験された事を聞
いて︑アマチンさんも
感心されてお話された︒
又︑豆腐と納豆につ
いての質問で︑豆腐組
合の理事長に電話で聞
いてみた所︑ム⁝ム⁝
と言われた後で﹃長い
間に入れ変る事もある
し⁝﹄との返事であっ
お年寄が︑数日前に
散歩に出られたまま行
方不明になった所︑こ
の番組で放送したのを
トラックの運転手が聞
いて国道を送行中に見
つけてくれたそうで︷賂

は他にないと思います︒

これほど放送とリスナ
ーが一体となった番組

だ〃・″と思います︒

我々板金業者も〃これ

ない︒どうやってその
品物を伝えるか？
紹介の後︑ひたすら放
送中にスルスル︑ウン
ウン︑スルスル食べ続
ける音声を報道してみ
たら︑何と︑当日九○
○個︑後日千三○○個
の注文の電話がありス
タッフもびっくりした

そうです︒

腐の字はまったく無く︑

玉くぎ

因みに︑豆腐と納豆
について調べてみたら
豆腐とは︑ダイズを原
料とする加工食品の一
種で︑いわなん・王り
ゅうあん︵漢の高祖の
孫︶の発明⁝︑えなん
じ︑その他りゅうあん
の著作や北貌の﹇斉民
要術︼以下階唐までの
豊害︑料理害には︑豆

はくさる意味でなく︑

見られない︒豆腐の腐

で盛んに作られた︒

関西では納豆を指すこ
とが多い︒塩辛納豆は
⁝鎌倉時代以後︑禅寺

豆と糸引納豆とある︒

納豆とは︑ダイズを
加工した食品︑塩辛納

る：．⁝日本の文献では

見える︒

千百八十三年︵寿永二
年︶春日大社の記録に

ヨーグルトの乳腐と呼
ぶように固体でありな
がら柔らかく弾力なる
ものを言う︒豆腐は宋
初期にはじめて登場す

アマチンのラジオショ

ではないでしょうか︒

組合員と県板事業︑工
務店と業者︑お施主と
業者の心の交流が必要

放送は︑送りっぱなし
と言うのではいけない
ので︑トーク番組にな
アマチンのサンサンモ

ーーーングは︑司会者が

リスナー同志のつなぎ
をした番組である︒質
問のコーナーでは︑猫
は高い所から背を下に
して手を離すとどうし

ッピングでは︑売れて
も売れなくても良いと
言う事で始めた︒ダイ
ャモンドプチペンダン
トや︑小豆島のそうめ
んの紹介で︑ラジオで
品物を見せる事が出来

る様にされたそうです︒

った︒

第二部は︑東海ラジ
オアナウンサー︵アマ
チン︶天野鎮雄さんの
講演で︑司会者からプ
ロフィールの紹介があ
り︑アマチンさんは笑
顔で壇上に立ち﹃コン
ニチワ／皆さんが終り
までねむくならない様
に頑張ってお話しをし
ます﹂︵爆笑︶と始ま

たそうです︒

筆をたのまれたりされ

一一蒸鎮ｌ開催

l
j
I
i

一

ここの昼食が本当に
良かった︒最色も良く
近くにゴルフのショー
トコースもあり︑何か
の時にはまた来てもい

京都では︑大徳寺納豆
天竜寺納豆と寺名を冠
して呼ばれ︑遠江浜名
湖畔の大福寺で作られ

たものは︑浜名納豆︑
浜納豆と呼ばれた︒

関東では︑田楽みそ
にすりまぜたり和菓子

のあんにまぜた︒

せたもので︑従来は︑

糸引納豆は︑蒸したダ
イズを納豆菌で発酵さ

やわらかく煮たダイズ
むろ
をわらづとに包み︑室
に入れて保温し︑わら
に付着した納豆菌を繁

殖させて作る︒

弓
⑯
ご
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ボⅨリング大会開催
多数の参加を頂きまし
て︑楽しいひと時を過
しました︒結果は︑ハ
ンデがあったとはいえ
高橋ステンレスの奥様

圃碧南支部■
去る２月６日︑高浜
ファミリーボウルで︑

青年部主催のボーリン
グ大会を行いました︒

御多忙の中︑蛇名の

ｒ︐︒■■

ロ

Ｐ︒ｐ■︑

ｑ

てきたが︑ゼネコン相
手の大工事を主とする
事業所と民間相手の事

１．ロソ．↑︒◇ｊ△

２月７日︑一宮板金
青年部︵部長・小川実
部員記名︶は一宮地域
業所では問題があり︑

が優勝され︑他の組合
員や御家族の方も優秀

このような機会に青

なる成績を残されまし
た︒それに引き替え︑
我々青年部は⁝⁝︒
年部活動の御理解と︑

ますますなる親睦の行
事に対し︑多数の参加

ので︑若手・主婦・年配と

参加者は妬名あり︑
若い部員と事務に携わ
る主婦を中心に募った

熱い一日だった︒

部長の林君と一宮地域
訓練センターの協力を
得て︑㈱日本鉄板の見
上晃一氏と㈱東芝情報
器機の小松稔氏を遠方
より講師に迎えて︑午
前皿時より午後４時ま
で行った︒外は寒いが

を今後とも御願い致し
ます︒

第調回
甲瞳．字

岡崎地域職業センター︑

付けも行われた︒

これは︑各地域内の
認定職業訓練施設と公
共職業訓練施設が訓練
生の実習作品の展示即
売とそのＰＲが目的で
あり︑新規入校の受け

た︒

り午後４時まで催され

愛知県職業訓練展開く

末筆ながら︑問屋さ
んには︑多数なる記念
品並びに参加をいただ
２月鱒・型の両日︑
きました︒
愛知県職業訓練展実行
以上報告いたします︒ 委員会の主催で︑県内
碧南鈴木 ３会場に別れ︑名古屋
会場は愛知県女子高等
技術専問校︑西三河は

３等分の編成であった︒

東三河は豊橋市訓練セ
ンターで︑午前加時ょ

事と思う︶

一日仕事を済まし︑夜
見積・請求書を書く時
字が見えないという苦
労は︑どなたも経験の

関係の簡素化である︒
︵職人の老齢化の今︑

この単価の統一とい
う言葉は仮の表現であ
り︑本当の目的はお客
様に対する信用と事務

！⁝；⁝⁝；⁝⁝⁝⁝⁝；Ｉ⁝⁝⁝！
全板ルポ講習行うん︾

訓練センターに於て︑

苦労してきたがここに
きて解決の見通しがつ
き単価の統一を進めて
いたところ︑全板ルポ
の発売を知り愛板青年

図一宮青年部■

ワープロと全板ルポ操
作の講習会を行った︒
以前から青年部の間
で見積金額の格差につ
いていろいろ話し合っ

従って︑工事代金は
各事業所の企業経費や
その他事情により変化
してくるものと思われ
また︑ワープロ・パ

る︒

ソコンというものは︑

り身近なものとなり︑

職人の間では疎遠がち
であったが︑こうして
講習を受けることによ

も理解された︒

綱
︐巳町田■

名古屋会場の女子高
等技術専問校は新設さ
れて間もなく︑最新の
設備を整えており︑近
年女性の職場進出が盛
んになり︑一度退社し
た若い主婦などもここ
で一年間技術を習得し
て︑再就職を有利に活

用しているようだ︒

を行っていた︒

名古屋会場では︑愛
知県板金技術専問校が
参加し︑実習作品の銅
製文庫やトタンのバケ
ツなど︑展示即売と家
紋作りの体験コーナー

勘

塾

利用価値が大である事
これを機会に︑２月
現在青年部のうち９名
が全板ルポを活用して
いる︒

︵新年度部長は︑佐藤
信介君︶

輪

繍
！
§
鞭

４
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最後に︑平成３年度
スローガンが︑内山副
組合長より発表されま

お知らせします。

去る３月６日に開催された第４３回通常組合会に於いて、下記理由により保険料が改定されましたので、

記

1．保険料の改定
第１種組合員月額１１，０００円（９００円引き上げ）
第２種組合員月額１０，１００円（前年度同額）
家族月額３，３００円（前年度同額）

2．改定の理由
（１）医療費の増大

ア．老人医療費が、毎年２桁台の伸びを示し、支払が増加している。（平成３年度増加見込額約6,500万円）
イ．一般の医療費も自然増加の傾向にある。（平成３年度増加見込額約5,000万円）
（２）保険料は過去３年間据置いて経営努力してきたが前述の理由と、平成２年度は財源を約2,000万円食い込

（３）保険給付の改善を行なった。
ア，傷病手当金

んでいる。

支給限度日数を６０日から８０日（２０日間の増加）にした。
イ，健康診断に対する助成金
組合員１０，０００円を１２，０００円（２，０００円増）
配偶者５，０００円を６，０００円（１，０００円増）とし、疾病の早期発見に役立てることとした。

3．改定の方法

（１）事業主（第１種）と従業員（第２種）には、所得の格差があることを考慮した。
（２）従業員、特に若年層の定着（労働力不足）対策の一環として考えるべき時期である。
（３）他の建設関係国保組合も、事業主と従業員又は年齢別等の区分を実施している。

以上の理由と配慮により第１種組合員のみについて、月額９００円増の保険料改定をお願いする次第です。

敬具

た︒一議案その他で

り広げられました︒

は︑石原氏より︑組合
役員・組合費などが提
案され︑質疑応答が繰

した︒﹃墜落災害を

りました︒

材料費値上げ問題では
取りあえず岡崎板金工
業組合名で︑材料費高
謄から工賃の値上げの
お願いを文章にして作
り︑組合員各自︑元請
会社に配布する事にな

テキパキと処理され︑

さらに︑平成３年度
予算案・事業計画案が

説明がありました︒

七号議案まで承認され

事業報告・会計報告・
県板報告では早川専務
より全板年金について

議案審議に入った︒

沢田議長を選出して

たＯ

来賓の挨拶では︑市長
理事長・問屋代表より
それぞれお言葉を戴い

静職梗銭型義継畿総篭
２月型日︑第調回岡
崎板金工業組合通常総
会が岡崎市内のレクワ
ールド岡崎で︑２時よ
り開催された︒

小雪の舞う︑寒い午
後︑帥余名の出席者を
得て︑清水氏の司会で
始まり石原組合長の挨
拶では︑労働時間・材
料饗の高謄︒組合費の
値上げなど難問をかか
えている総会である旨
の言葉をいただき︑又
絶滅しよう﹄﹃創意工
夫で省力化を計ろう﹂
﹁労働時間の短縮に取
り組もう﹄の三題です︒

より講演をいただき︑

閉会の後︑特別講演
﹃駕を育てる﹄〃能力
ある若者にやる気を起
させるには〃と題して
日本ワシタカ研究セン
ター所長・中島欣也氏

聞く事ができました︒

ユーモアを交じえなが
らの話しに時間の過ぎ
るのも忘れて︑楽しく

しい宴が続きました︒

又︑６時より懇親会が
開かれ︑夜遅くまで楽

もう三月なのに︑外
は小雪が降り続いてお
り︑平成３年度も︑板
金業界も波高しの感を

岡崎中村

受けました︒

平成３年度全国板金業国民健康保険料の改定について

ﾘﾍﾛｷ､L+11丘
ﾔﾍﾛｬ的＆+』h丘

■叩甘呪貝1醒堂氏名

】
２

○ヤサシイことから︑

○相手を中心に
○自からへやる気をお
こさせるように

十︑心電図検査

哲肝機能検査
へ血中脂質検査
裂尿検査

一雇入れの場合は次の教

◎法定の教育について
は安衛法第弱条に従い

る︒

知書を交付しなければ
ならない︒書式は左表
の様な内容となってい

育を行うことが義務づ

むずかしいことへ
○一時に一事を

１ 基 3 L 官 界 当 伺 時 円 ･ 覚 川 1 再

､侭6匹日吃.でｎ勺a欺印.日噂ＢｔＴ６さﾔ再分る.

Sﾆﾆ竺鴇畢冬侃俺下詞蚤協乱入唾JAFXと岨ＪｌＴ６二ｔ母牌魂L唯乳駐ﾛ二･A吟竺鐸4碑nｔ輔凶
ｴｕ上向叫かｕ･訓t拝垂聞睡茸唖Ⅷﾆﾆらﾛ

L･IIBu円哩'5再丁呂と島蛇.E置き侭宮ｻｴ瞳十も.

関すること︒

と︒

○作業開始時の点検に
関すること︒

関すること︒

○当該業務に関して発
生する恐れのある疾
病の原因及び予防に
○整理整頓及び清潔の
保持に関すること︒
○事故時に於ける応急
措置及び退避に関す
ること︒

めに必要な事項︒

○其の他︑当該業務に
関する安全衛生のた
◎雇入れ時の教育につ
いて教育を行わなけれ

人員配置吃．・後すみ

もしくは当該工事の

意識の高揚
︵ＷＨＥＲＥ︶⁝現場
では事務所︑詰所︑
宿舎等で
︵ＷＨＥＮ︶⁝現場で
は前日の作業手配︑

︵ＷＨＹ︶⁝自覚意識
の高揚のため
︵ＷＨＡＴ︶⁝有資格
者︑有技能者の確認
及び職務遂行の目的

トを述べてみよう︒

○強い印象を与えるよ
うに︵身近な事例を
取り入れる︶
○体験させて︑必要な
感覚機能を活用して
○急所の理由をいって
○コミュニケーション
面を配慮して
○愛情を持って
そこで５ＷＩＨ式で
雇入れ時教育のポイン

○反復して

る必要がある︒

次の事柄に特に留意す

教育にあたっては︑

うことである︒

同じく雇入れ時に於
て実施しなければなら
ない事は健康診断であ
る︒一年以内毎に１回
定期健康診断を行わな
ければならない︒粉じ
ん・有機溶剤等を扱う
作業については雇入時
及び半年に１回以上の
特殊健康診断を行う必
けられている︒

ばならないと規定され
前記した内容だが︑安
全教育を含めて︑教育
と言うことは読んで字
の如く教え育てると言

要がある︒

２ 父 買 1 日 円

Ｓ

委員六名出席
午後五時三十分終了

二四八号編集会議

二月一一十七日附晴

い出来事であった︒

いちいち重箱のスミを
ほじくる様なこと言う
なと言われるかも知れ
ない︒しかし出席して
いる人達の感情も考え
ず︑うぬぼれた言動に
腹立たしさをおぼえる
と共に︑国会議員らし
い良識ある態度で接し
てもらう事を切望した

ずである︒

った︒国民の代表であ
る国会の先生が︑大衆
の面前で﹁ヤシ﹂呼ば
わりは少々節度を過ぎ
た言葉ではないだろう
か︒同席した全員が賛
成派ばかりではないは

１ニトーＰ４．卜ⅡＩＦ４．ＦＩＦＪ︑．トーＦ︐４．咽■ＩＦ︑９．卜ＩＦ４９︒ｒＩＦ︲ｑｈ︲ＩＦ４・ＰＩＰ

う︒知多沼浬

やかに
時の手続と教育につい
てポイントを述べたが
︵ＷＨＯ︶⁝事業主︑
職長等
皆さんで再度検討して
︵ Ｈ Ｏ Ｗ ︶ ⁝ 集 合 教 育 ︑ 頂き︑快適な作業環境
個別教育︑健康状態︑ を築き上げる事が重要
で︑今年一年も組合員
の中から災害を撲滅し
新しい門出としましょ

︑トーｐ

技能の確認︑安全衛
生意識調査︑各種教
育の活用
以上作業員の雇入れ

ｉｌＩＩ

Ａ蛙編集後記︼

ある集会で国会の先生
の挨拶の中に﹁援助強
力の一環として行う自
衛隊派遣に反対するヤ
シがいる︒このような
ヤシの意見をいちいち
聞いていたのでは何も
できない﹂一瞬耳を疑

ていた１月の有る日︑

憲法により︑直接軍事
参加ができない日本国
内では︑自衛隊派遣を
進めようとする政府方
針に︑賛否が持ち上っ

うだ︒

全世界の人々が注目し
ている湾岸戦争もどう
やら終結に近づいたよ

ている︒

知春も過ぎ梅の香りも
ただよい始めて︑春の
足音も日一日と近ずい

▼▼

のｎ項目となっている︒

◎雇入れ時の健康診断
項目は次の通り

○機械等︑原材料等の
危険性・有害性及び
これらの取扱方法に

調査

一︑既往歴及び業務歴の

状の有無の検査

扱方法に関すること︒

○安全装置・有害物抑
制装置又は保護具の
性能及びこれらの取

一一︑自覚症状及び他覚症

色覚及び聴力の検査

ｔＦ０塊Iニゾ自暗其僅11』３１３，令罰崩村.にu人咽』r再乃進
ｔ
Ｆ０塊Iニゾ自暗其僅11』３１３，令罰柵村.とu4蝿』r再乃凸

○作業手順に関するこ

一一一︑身長・体重・視力・

四︑胸部エックス線検査

異血圧の測定

唯
守ﾕ凸』補端窒才哩堪句､藍つ、春､L
畦十
､多TｊＫ
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蛍の光のメロディーに
送られ︑新しく社会人
として学窓を巣立つ若
者︑これらが私達の戦
力︒希望に満ちて入社
したその時から仲間で
あり︑これらの人々を
教育するのが事業主の

ご I
輔 叩
V
岬
明寓寓 1
Ⅱ 郡 杷 尾 河 ８ Ｆ 酎 杓 早 月

使命なのである︒
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◎事業主は︑作業員を
雇い入れた時は︑速や
かに雇用期間と従事す
べき業務の内容を明ら
かにした文書の交付が
義務付られ︑労働基準
法では使用者は作業員
と労働契約を締結する
際に賃金に関する事項
について明示しなけれ
ばならないと定められ
ている︒労働省の指導
により事業主は雇入通
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作業員を採用するに
当って︑事業主として
法律上も︑管理的にも
又教育面に於ける配慮
もきちんとしておかな
いと︑色々な問題が発
生し勝なので﹁はじめ
良ければおわり良し﹂
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