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全国建築技術コンクール

︾暮跨嬢職逼侭謹雷認鼠

〃第１位入賞〃
日本建築板金協会が主
催するもので︑建築の
様式や工法の変化に対
応した施工技術の向上
と有能技術者を建築板
金業界に確保し︑建設
業界の振興発展に寄与
する目的で今年から開
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名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６
発行広報委員会

甲府市関係者︑建設省

理事長を初め︑山梨県︑

開会式には︑全板連

妃才の私まで多彩︒

１級建築士２名︑２級
建築士が私を含めて５
名︑２級施工管理技師
１名︑年齢も妬才から

責任を感じ︑大変な大
会に参加してしまった
と︑自分の自力がどれ
だけ出せるか不安にな
開会式終了後︑製図

った︒

課題は５間×４間の切
り妻屋根に２間×１間
の出庇屋根がある木造
２階建て住宅の屋根で

８時賜分スタート︒

大変だった︒

富士山の見える会場に
は︑８時前に入ったが
広い会場なので寒くて

の冷え込みとなった︒

翌塑日は︑この冬一番

て ︑ 見 て び っ く り し た ︒ 道具の点検︑競技場を
下見して１日目を終了︒

参加選手の名簿に関
連資格が記入されてい

まった︒

コンクールの当日ま
でには︑一枚くらい製
図練習をしておきたか
ったが当日となってし

月岨日でした︒

出場が決まったのは２

い﹂と依頼があった︒

松代君に出場してほし

候補者がない場合は︑

１月即日新春板金セミ
ナーの会場で︑前青年
部長の野田氏から﹁建
築技術コンクールの出
場選手を２月３日の青
年部幹事会で決めるが

た０

ているものと思ってい
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加し腕を競った︒
催された︒

Ｍ

愛 知 県
労働省の方々の挨拶が
あり︑今回から始まる
建築技術コンクールに
寄せる期待の大きさに

図面の濃淡や︑詳細図
の配置・棟納まりがい
ろいろな方法で書かれ
ていて︑その人その人

の特色が出ていた︒

書いたが苦労した︒

仕上りであった︒

鋼板製一文字葺き屋根 きく︑スムーズに書く
ことができた︒
の施工図を書くこと︒
木下地はコンパネ咽加 競 技 時 間 ３ 時 間 妬 分 の
とし︑屋根材と下地の
帥分前には書き終えて︑
取り合い︑また屋根材 書 き 落 と し が な い か チ
の簡単な割り付けが判
ェックをし︑必要事項
別できるように作図す の記入を済ませて締切
ること︒
り時間に提出すること
軒先・棟・けらば等の
ができた︒
各詳細図を作図する事︒
昼食後に全員の図面
を見ることができたが︑
どの図面も素晴らしい

？
蕊

時間が足らなかったの

スタートして帥分ぐ
らいは︑手が震えて思
うように進まず︑屋根
伏せ図が縮尺⁝皿であ
るため︑一文字の葺き
足が２ｍ×師加を川枚

卜
軒先・棟・けらばの各
詳細図は縮尺が嘘と大

ていた図面もあった︒

海詳細図が一面欠け

あった︒

そんな中に一枚大変美
しく書けていた図面が

けた図面があったから︒
この記事は松代氏か
ら資料をいただいて︑
鷲見がまとめました︒

人素晴らしく締麗に書

３月ｎ日に県板より
１位入賞の連絡があり
私自身びっくりした︒
先に書いたように︑一

とした︒

大切です﹂との大会会
長の挨拶で︑私もほっ

閉会式では︑﹁競技
大会の結果にこだわら
ず︑今大会に参加して
全力を尽くしたことが

最初の試みに挑戦（ＮＹＡＣ）

で表彰されます︒

尚︑松代一郎氏の表彰
は５月焔日徳島県﹁徳
島市立体育館﹂で開催
する︑第娼回全板大会

Ｑ

愛板先月号でお知ら
せした通り平成３年２
月記臼・型日の２日間
山梨県中小企業人材開
発センターで開催され
た建築技術コンクール
に︑３名の組合員が参

を果たされた︒

松代一郎氏が見覗入賞

とである︒

その第１回のスタート
を︑輝かしい１位入賞
で飾られたことは愛知
県板の誇りでもある︒
このコンクールの課題
は︑鋼板製屋根一文字
葺きの施工図を描くこ
松代氏によれば︑この
コンクールの事を知っ
たのは︑１月中旬に全
板新聞を読んでいた時
で︑一度出場してみた
いと思ったが開催日も
１ケ月後に追うていた
ので︑参加者も決まつ

Ｑ

この吉報を知ったのは
平野理事長が会長を勤
めるＳＩ研親会という
勉強会で３月ｕ日に︑
淀川製鋼福井工場を見
学した夜の懇親会の席
で︑理事長から紹介さ
れたからである︒
このコンクールは︑

｡
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﹁雨・屋根・水﹂を考える

Ｉ台風と雨量Ｉ
３月７日に︑今年の
桜開花予想日が気象庁

推定される︒

去年の台風岨号はと
いうと︑なんと剛億ト
ンと記録的な大雨を降
らせた︒史上第二位と

から発表された︒
１号が発生した︒

名古屋では９月過日か
ら田日の台風通過まで
断続的に降り続き︑珊

少なかった︒

この台風が和歌山県白
浜付近に上陸して︑伊
勢湾台風と良く似たコ
ースで日本列島を縦断
した︒このため雨漏り
がしたり︑屋根が剥が
れたり︑樋が飛んだり
の被害が出たようだ︒
しかし︑〃大型で非常
に強い台風″といわれ
早めの防災体制が取ら
れたため被害が以外と

同じ日に︑今年の台風

本に上陸している︒

例年訂個くらいの台風
が発生するが︑そのう
ち平均配個の台風が日
去年は記個発生して︑
５個の台風が上陸した
中でも９月廻日に上陸
した台風四号は︑室戸
台風や伊勢湾台風とい
った歴史的な台風と並
ぶくらいの勢いであっ
た︒この台風は四年振
りの勢力であり︑また
記録的な大雨を降らせ
た台風でもあった︒
加の雨量となった︒

トン位といわれている︒

その前後の前線による
雨も含めておよそ川億
あった︒

と各地とも大変な雨で

南知多池皿豊橋唖加

１

一つの台風によって
日本に降る雨の量は︑

すべての台風について
計算されたわけではな
いが︑文句なく一番で
あろうといわれるのは
師年の台風Ⅳ号で剛億
トンである︒

また︑歴史的な台風と
しては︑ 年のカスリ

剛億トンと言えば︑宇

った︒

このように一週間も降
ったのは︑前線を巻き
込んだ台風であったた
めで︑９月の名古屋の
雨量は畑加と多かった︒
この雨は夏からの水不
足が続いて給水制限が
出ていた︑東三河地方
の水ガメの宇連ダムも
潤した恵みの雨でもあ

ン台風で︑伽億トン︑

第二室戸台風で川億ト
ン︑卿年の伊勢湾台風
で伽億トンである︒

なる勘定だ︒

連ダムの有効貯水量細
万トンの剛パイ分︑名
古屋の水瓶・岩屋ダム
の有効貯水量１億５千
万トンの約印パイ分に
また︑名古屋の１日当
りの水道使用量が約銘
万トンであり︑記年分
にもなる︒いかに記録
的な雨量かがわかる︒
しかし︑たくさん降っ
ても貯水能力以上にな
れば︑ダムもオーバー
フローして河川に放流
しなければならない︒

必要ではないか︒

大きなダムを作るか︑
ダムを幾つか作る事に
よって水を畜える事が

だした︒

レインボーホールのオ
ープンは昭和艶年７月
四日であるが︑雨水利
用システムは建物が完
成した４月から貯留を
開始し︑業務使用され

テムである︒

消防用水である︒

敷地面積３万４千㎡︑
建築延べ面積２万８千
剛而︑集雨面積９千川
而︑集雨水場所レイン
ボーホール・ステンシ
ーム溶接屋根︒雨水の
使用用途は︑便所洗浄
水・掃除用水・散水・

される︒

た雨は

４月から９月までのデ
ーターが出ているので
現実にはどうあったか
が良く分かる︒それに
よると︑４月から９月
までの６ケ月間に降っ
今回紹介するのは︑

なる︒

昨年ｎ月に名古屋市総

︑告手剛前

名古屋市南区北頭にあ
る︑名古屋市総合体育

きした︒

名古屋市が雨水流出抑
制を策定したのも︑そ
の一で書いたように都
市水害を引き起こすこ
とからである︒自分の
地域に降った貴重な雨
水資源を大きな金を使
って下水処理している
一方︑水源地の人々の

合体育館レインボーホ
ール管理課・設備係長
若杉氏にいろいろお聞

犠牲でダムができ︑莫
大な投資をして水道と

雨水集水方法は︑屋根
に降った雨を伽ヶ所の
ルーフドレンから堅樋
を通じて３ケ所の雨水
貯水槽︵剛而︶に貯留

−ル︶の雨水利用シス

蕊垂

貯水能力以上の雨︑
といえば︑雨水利用の
システムを導入してい
る名古屋市の施設でも

閥

同じ事がいえる︒

:J＃

館Ｑレインボーホ

として利用した︒

で︑その約毘％を中水

で賄ったことになる︒

また︑便器洗浄水など
中水使用水量約６千測
茄のうち約髄％は雨水

しかし︑自然に降る雨

は使用目的に合わせて
降ってくれないため︑

利用量の少ない時に幾
日も雨が降れば︑貯留
槽は満水でオーバーフ
ローして下水道へ放流

することになる︒

レインボーホールの場
合は︑毎日行事がある
わけではないし︑県文
化会館のように毎日大

岩屋ダム

汐再

(
４
）

時はまるで人がいない︒

勢の人が出入りしない︒
多い時は１万人もの人
が入るが︑行事がない

きがある︒

したがって︑１日の中
水使用量も最大値は蝿
㎡︑最小値は配而と開

える︒

満水の雨水貯留槽の中
水も５日１妬日でなく
なる消費量があった︒
以上︑６ヶ月間で約
４千前の雨水を水資源
として再生したが︑Ｐ
Ｈ処理と簡易な漁過滅
菌を行えば非常用の飲
料水にも使用できるほ
どの良質な水資源とい

このように︑雨水再
利用システムは大きな
屋根面積の建物では水

道料金の低減︑省資源︑

都市型洪水の防止︑渇
水時の対応︑非常用水
源の確保等の多くのメ
リットを有するシステ

鷲見収

ムといえると結ばれた︒

支部︾だより

副支部長石井輝憲氏

支部長今井文夫氏

進行し新役員さんには︑

吹っ飛んだ／一行は銅
板葺きを最近為された
と見える椿大社︑伊勢
神宮を参拝し昼食は松
阪で牛肉を腹十二分食
べお酒も進み車中では
﹁カラオケ﹂となり時
間も忘れる位楽しく過
ごし今宵一夜を過ごす
ホテルに当着︑早速総
会に移った︒前度の通
りの議事もスムーズに

江南支部

︼総会﹂賢島で開く

ご声

広報委員石川鐘吾氏

会計川瀬清元氏

時より行わ才きした・
司会の二村副部長のも
とで︑組合長挨拶︑そ
の後議長選出に入り︑
大友堅治氏が選ばれ︑
議も順調な滑り出し︑

議事に入りました︒審
全員一致にて可決成立
されました︒新役員の
選出に入りました︒役
員選出にあたり南部の
森田氏から今までの結
果報告があり︑現役員
一任と言うことで︑組

た︒岨時頃終了され︑

散となりました︒

その後パーティを開き
旧組合長に感謝状が贈
られ︑赤川氏の音頭で
始まり︑役員さんの労
をねぎらい２時過ぎ解

した︒

東三青年部の役員を
紹介させていただきま

新部長
副部長
副部長

会計

福山健一

河辺信次
津田雅章

伊藤元裕

東三脇坂

どうかよろしくお願

いします︒
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﹁一番搾り﹂の二匹目
のドジョウをねらって
二月早々から︑ビール
業界新製品続出︒﹁ビ
ア吟生穀やぶり﹂﹁吟
仕込﹂﹁プレミアム﹂

んで約百三億本とか・

昨年の販売量は大び

などなど︒

強く︑水洗いもできる︒

今年は異例の早さで

﹁泡戦争﹂が加熱気味︒

昨年流行語にもなった

象ですよネ︒

バブル経済は崩壊した
が︑こちらの方も本来
のうま−いビールの味
が崩壊しないか︑ビー
ル党には少々心配な現

三十三種もあるという︒

新製品続出で店頭に並
ぶビールの銘柄数は輸
入品も含め︑なんと百

八百円︒

手袋をはめたまま操作
できるように巻き上げ
レバーなどを大きく作
ってある．焦点は爵︑
露出は自動で二万四千

を富士写真フィルムが
発売︒もともと工事用
は出回っていたがこの
カメラは砂やほこりに

ずばり工事用カメラ︑
﹁工事カメラＫｌ３且

一ｒＬ■︑ノ函夕Ｌ﹄︑ノ
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昨年総会で事業計画
を改正した江南支部は
３月Ⅳ︑焔日の両日で
海の幸一杯の賢島一泊
旅行で総会を開催しま
した︒日頃慣れない余
所行き服装で出発地江
南駅へ向う︒早朝から
平野理事長様の見送り
を受け﹁感激又恐縮﹂
して江南を出発︒車内
では全板連の年金基金
の説明が日本生命様か
らあり︑紙而だけでは
理解しずらく関心を抱
いていただけに良く分
かり︑序でに二日酔も

定例総会が３月加日
豊橋西部にあたる高千
穂会館に於て︑午前皿

春日の日である・

東三支部

親睦旅行を終えた︒
菱川

合長より発表され︑副
部長兼会計の鈴木一男
と決まり来賓の早川 古ずつていた・船の屋 氏 が 選 出 さ れ ま し た ・
専務理事様に祝辞を頂 方 に は 銅 の 鬼 瓦 が ふ ん 新組合長鈴木一男
き又年金の事を詳しく だ ん に 飾 り 付 け て あ り 副部長兼会計山口保史
説明して頂き納得し総 乗員で﹁おーい／江南 副部長伊藤栄二
会を無事終了︑一日の
の色男居るかぁＩい／﹂ 副 部 長 水 谷 正 勝 氏
それぞれ平成三年度の
疲れをお風呂で流し宴 と出迎えてくれます︒
会と入る︒お膳には海
一度行ってみませんか︒
役員です︒
新組合長の抱負を語
の幸が一杯でコンパニ 船上で写真を撮った後
っていただき︑計画案
オンも宴に色を添えた︒ 下船し水産店などでお
みやげを一杯買いこん も話されました︒その
で家族の元に無事着い 後質疑応答に入り︑一
た︒旅行前日雨になり 時間程あまりありまし
我々は三日間の休日と た時間も︑皆さんの質
なってしまったが楽し 問が中味の濃い問題ば
く和気合々として総会 かりあっというまでし
お酒飲み放題でありカ
ラオケありダンスあり
で一夜を有意義に過ご
し床に入った︒二日目
は大王崎を散策し昼食
では︑始めて食べた船
上バーベキューで躍り
だすエビには皆さん手

に誘い出されそうに︑

春うららかな日とも
いえる暖かさ︑桜の花
もふくらみ︑花見気分

器
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去る︑３月型日日大
府市内の米田公民館に
於いて︑盛大に定例総

になっている武豊屋㈱
の青木社長にも祝辞を
頂き︑組合員も真剣に
耳を傾けて聞き入って
た︒又︑今回の総会に
来賓として出席を頂い
た商社︑メーカーを紹

個園
アルコールと心臓病

岳苫︒︒●︒ウニ②●●・●二二言●：一・二︒●ｇｏ・悪冒︒︒Ｄｂｏ二●・甲句１﹄エ言

日飲み続けていると︑

悪くなるからである︒

これは心臓の筋肉に
血液を送っている冠状
動脈がけいれん発作を
起こし︑血液の流れが

編集・後記︼

いる︒

さえ言われているから︑

以上のように︑大量
飲酒は心臓に悪い影響
があるのだが︑一日に
日本酒一合程度の飲酒
ならば毎日飲んでも大
した影響はなく︑むし
ろ動脈硬化を予防し心
臓によい効果があると

すめたい︒

その範囲での飲酒をす

１１１

委員がまとめた支部だ
よりの中にあるので参

照されたい︒︶
建設関連業界は︑﹁３

たのはさすがである︒

Ｋ︑５Ｋ﹂とワースト
の代名詞にされている
が︑これをみごとに切
返し﹁善﹂の５Ｋにし

上手とは言えないが︑

標語そのものは︑しろ
うとの作るものだから

ある︒これを機会に︑

日頃︑板金業を愛し自
信を持った前向きの行
動力と思考力から生ま
れたすばらしい標語で

スタートした所も多い︒

紹介してみたい︒

その日会場に入り配
布された﹁総会のしお

り﹂の表紙をみて︑一
瞬クギづけになった︒

後藤前支部長発案の夢
と希望を現実のものに
するための﹁５Ｋ﹂標
語が印刷されていたの
である︒︵５Ｋ標語の
内容については︑沼津

⑧

午後五時三十分終了

委員七名出席

三月二十九日閏晴
二四九号編集会議

員でしていきたい︒

善の５Ｋ標語をふみ台
にし︑希望を持って楽
しく働ける板金業界に
するための努力を︑全

そこで今日は３月型日
に行われた︑知多支部
定例総会での出来事を

春の花も先を競って
咲き始め︑春風と共に
身も心もうきうきした
くなる季節となった︒
この時期は年度末でも
あり︑門出の時でもあ
る︒愛知県板傘下副支
部の中にも役員交代が
行われ︑平成三年度を
フレッシュな顔ぶれで

Ａ

第三には︑大量飲酒
が危険な不整脈を起こ
しやすい︒不整脈にも
いろいろあるが︑なか
でも急死につながるこ
とが多い心室頻拍とい
う危険な不整脈が発生
しやすいことが分って

臓の筋肉が弱って︑心
不全を起こす病気︒日
本酒にして四 五合ぐ
らいのアルコールを毎
十年位あとには︑心臓
の筋肉が弱って心肥大
になり︑呼吸困難を起

二一・・・．総・一一・●・・・一一言一・・・・・二・・．・．・二一一

ば回復する・

やすい・

して散会︒可ソ沼津

その後席を新に設け
参加者全員と商社︑問
屋さんを混えての懇親
会に移り︑会員相互の
融和と親睦も深めつつ
それぞれの美談に花が
咲いた︒又の再会を約

た︒

告︑会計報告と会計監
査報告がなされ︑すべ
て可決された︒其の後
商社ＰＲに入り︑次か
ら次へと新素材が開発
され︑私達も常に技術
の研磨と知識の修得に
力を注がなくては⁝︒
すべての行事が消化さ
れ︑蟹江利夫理事の閉
会の辞により幕を閉じ

■■・エウ・甲２二言弓︒﹄
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第一にアルコール性心
筋症があげられる︒大
量飲酒を続けたため心
にわたって支部活動に
精励された事に対し︑
支部から感謝状及記念
品を贈呈し︑慰労をね
ぎらった︒又当支部特
有の活動︑即ち献血活
動に加回目の印ＩＺｌ
で支部献血グループか
ら次の各氏にも感謝状
と記念品も併せて贈ら
せて頂いた︒︵順不同︶
榊原弘氏︑近藤金蔵氏︑

後藤啓介氏︑滝塚伸幸
氏︑小栗康正氏︑寺沢
昭典氏の６名の方々で
さて総会にはつきも
のの審議︑岩津久之氏
を議長に迎え︑一括審
議の提案により事業報

頭の下る思いです︒

こす︒

大量飲酒家で︑階段
を上ったとき息切れを
感じる人は︑飲酒をや

賛の的となった︒
一︑完成⁝一から十まで

当日は好天候に恵ま
れ︑組合員の出足も順
調で︑前日の雨の影響

いた︒

ですので宣しく︒

今回は役員改選に伴
い︑平成三年度の新役
員が誕生し︑それぞれ
目標に向ってスタート
した︒新役員は次の方

◎支部長青木久治氏
◎副支部長籾山基義氏

◎理事浦野利一氏
◎理事蟹江軍光氏
◎理事蟹江利夫氏
◎理事桧谷忠勝氏
◎理事天木景明氏
◎理事竹内広幸氏
期待を望むものである︒

以上８名の方々によっ
て構成され︑今後の御
済ませた・

藤前寺︑ｊ長には︑永年

今回で退任される後
続いて地元
で大変お世話

とも多い︒すなわち︑

介致します︒
武豊星㈱︑㈱池田商店︑
㈱山善︑野々山商店㈱︑

大酒飲みは脳卒中や心
筋梗塞でしばしば命を

めることが必要となる︒

お酒を多く飲む人に
﹁肝臓病﹂が多いこと
はみなさんよくご存知
と思う︒しかし死亡率
からみると︑循環器の
病気によるものがもっ

﹁板金業界に誇れる五

落しやすい・

幸い︑アルコール性心
筋症は︑飲酒をやめれ

挨拶︑氏日く︑

鉄板㈱︑日新製鋼㈱︑

大量の飲酒はいろい
ろのアルコール性心疾
患を引き起こすが︑多

自分で完成︒
一一︑季節⁝春の青葉︑若

葉の萌色︒
一一一︑工夫⁝工夫と技術で

まい空気を胸いつぱ

より良い仕上げ︒
四︑健康⁝青空の下︑う
いに︑作業所先も︑
ス解消︒

移り変りで︑ストレ
五︑高収入⁝経営手腕で

年収一千万以
上︒

ある︒

以上の五Ｋで
事務局より
平野理事長の
のお祝の挨拶
を頂戴した︒

タカヶン金属㈱︑日本

つのＫ﹂︑を主題に掲
げ組合員に呼びかけ賞

松下電工㈱︑東洋化学
㈱︑積水化学㈱︑日本
生命及太陽生命などの
多くの方々の出席を頂

いのは次の三つである︒

第二に︑大量飲酒の
夜や翌朝に︑狭心症や
心筋梗塞の発作が起き

により心配されたが︑

支部役員の日頃の成果
ここにあり︑超満員の
先づ司会には︑名古

盛況であった︒

屋特有の方言により︑

ユーモアを混えての名
調子︑蟹江重光氏の発
声によるスタート？
青木副支部長の開会誓
言による幕あけ︒

●

後藤支部長の歓迎の

平成三年度新役員
誕生する

蕊
会を催した︒

緯
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尚併せて労災
保険担当の山
内事務官にも
来て頂きそれ
ぞれの手続を
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