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第個回通常総代会開く／

一年を振り返っての感想とこれからの全

中部板金工業組合は︑第十三回通常
総代会を四月十九日︑午後一時より石
川県小松市︑小松グランドホテルにて
開催した︒中部七県より︑常任理事︑
理事︑代議員合わせて五十余名が出席
し︑理事会に続き︑定刻石川県板事務
局長の司会で始められた︒最初に担当
県である︑石川県板土一理事長より開
会の言葉と歓迎の挨拶があり︑続いて
吉岡中板協会長より全会員が強い結束
で業界発股に努力しようと呼び掛け︑
つづいて全板連臼井理事長は就任後の

して︑提案された平成二年度事業報告︑

板活動方針を述べられた︒議案審議に
入り︑議長に石川県板の越野氏を選任

決算報告︑役員改選案等︑五号議案ま
で慎重審議され︑質疑や要望発言のの
ち全員拍手で承認され議事終了︒午後
三時半︑平野愛知県板理事長の閉会の
ことばで幕となった︒続いて開かれた
懇親会では久し振りの再会で楽しく賑
やかに語り合う姿がみられ和やかな雰
囲気で進められた︒愛知県板からの出
席者は︑平野理事長︑村上︑斎藤両副
理事長︑早川専務︑甲部︑石原常務理
事の六名︒なお︑審議内容については
資料を掲戴したので参照されたい︒
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板金工業組合
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名古屋市昭和区
北山町３−８−６
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発行広報委員会
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３．組織強化事業
本会目的達成のための必要事業。
参考事項
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平 成 ２ 年 度 収 支 決 算 書
自平成２年３月１臼
至平成３年２月２８日
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平成２年度事業報告．︑

資格取得による優遇措置の推進。
建築施工管理技士取得の推進。

平成２年は幸にも景気の拡大とともに︑長期にわたり続いていますことは喜ばしい
ことですが︑反面経営内容がともなわなく又︑人手不足と労働時間の短縮︑急速に進
んでいる組合員の老齢化による組合員の減少等はいずれも組合及び企業がかかえる悩
みの多い問題ばかりです︒
一方全板では︑国民年金基金創設︑全板︑日板協の合併又︑国民健康保険の推進や
活路開拓ビジョン調査研究も積極的に展開しております︒
これらの問
問題
題に
に対
対処
処し
し︑
︑協
協議
議会
会で
では
は組
組合合員員
にに
一意識確立を図り︑全板委員会の事業に

関連業界の材料及び施工に関する情報収集。
企業意識に基づく積算技法。
２．調査及び研究事業
責任制度（保証制度）の推進。

取り組み後継者の育成や人材確保︑技術の向上︑

経営基盤の確立に努めてまいりました︒

１．教育情報事業
関連省庁の施策及び関連業界の情報収集に努め、組合員に提供。

﹁雨︒屋根︒水﹂を考える⑤

ｌ東京ドームー謹兆

が優勝すると・

中日ドラゴンズ優勝
⁝チョット先走りかな
？でもどこかの野球解
説者がいっていた︑開
幕戦２連勝したチーム
今年のペナントレー
スは面白い︒開幕戦が
４月６日だったがあい
にくの天気︑だが巨人
対中日戦は東京ドーム

ができる︒

には避雷針に変わる﹃避

鉄板になり︑いまやア
ルミやステンレスに加
えてチタンが使われる
時代になった︒ところ
が東京ドームの屋根は
ガラス繊維布にテフロ
ンをコーティングした
厚さ昭亦の薄い膜で出
来ている︒これに腔本
×狸本のメッシュ状に
ワイヤーを掛けて︑膨
らませている風船屋根
である︒このワイヤー
雷導帯﹄が添わせてあ
る︒風船屋根は二重膜
になっていて中に妬℃
ぐらいの温風を吹き込
み︑融雪機能をもたせ︑

合わせて断熱効果もも
たせている︒風船は破
れる心配があるがこの
対策として三万二千平
米ある屋根を迩枚のパ
ネル状にして１枚や２
枚が破れても屋根を膨
らましたままで修理が
できるような構造にな
っている︒ところで心
配なのは︑耐用年数で
ある︒テフロンは摩擦
係数が極めて低く︑非
濡性︑電気特性︑耐薬
品性にひじょうに優れ
ているので耐用年数を
加年としている︒これ
は落雷テストとか落下
物テストなども実験さ

ァで出入りするが︑普

通のドアも利用される︒

このドアから出るとき
が凄い︑風に押されて
放り出される感じであ
る︒またこの風船屋根
は超楕円形で傾いてい

れて決められた︒風船
を膨らませていると内
部は幾らか気圧が高い
のではないかと思われ
るが︑外部との気圧の
差は０．００３気圧程
高くなっている︒

るのが特徴でもある︒

間に合わなくなる︒

なくいっせいに神田川
に流れ込むため水路が

ま水路に流さないで︑

後楽園の敷地内には
千川幹線水路が通って
いるが︑東京ドームの
建設に合わせて第二千
川幹線をもう１本通す
ことによって氾濫を抑
制している︒また屋根
投影面積２８５９２平
方メートルと大きな屋
根に降った雨をそのま

薄くて軽い屋根とい
っても畑トンもある風

船屋根は気圧の変化や︑

イテクを結集している︑

なっている︒

コンピューターがなけ
れば東京ドームは出来
なかったし︑また維持
もしていけない空気が
支える大空間である︒
収容人員５６０００人
いろいろ凄い事ずくめ
である︒退場は加分で
完了出来る⁝⁝トイレ
も凄い数で妬か所に蝿
人分︑外部に公衆便所
が沼人分ある︒この洗
浄水を中水で型％まか

東京ドームの南側を
流れる神田川が集中豪
雨のとき氾濫すること
は︑社会的問題となっ
ている︒都市のヨンク
リート化により雨が大
地に吸い込まれること

時使用量の弧％になる︒
鷲見

また手洗いとか厨房
の雑排水も再生処理し
て使用している︒中水
の再生処理能力は１日
あたり雑排水４００立
方メートル︑雨水２２
０立方メートルの︑合
計６２０立方メートル
で東京ドームのピーク

る︒

一時的に地下の貯水槽
１０００トンに溜て浦
過滅菌した後便所の洗
浄水として使用してい

型局さを低くしたから︒

空気が漏れればしぼん
でしまう︒このためハ

風船屋根を傾けたのは
隣接する小石川後楽園
への日照や風の影響を
配慮して建物をホーム
側よりセンター側を釦

私は一昨年東京ドー
ムを見学してきた︒こ
の気圧の差はビルの１
階と９階との差になる
くらいだそうであまり
感じない︒しかし出入
り口が幾つもあり人が
出入りしているため︑
風船を膨らませた状態
にしておくには絶えず
送風していなければな
らない︒多くは回転ド
単汝

ムを合わせて約︑試合
行われる︒その他に都
市対抗野球︑日本シリ
ーズ︑日米野球︑オー
プン戦︑イースタン・
リーグ等合わせても即
試合ぐらいである︒し
かし釦試合の内屋根が
なかったら加数試合は
中止になりｎ月の予備
日に試合をすることに
なる︒屋根があること
でシーズン初めに発表
されるスケジュールの
通りに試合を行うこと

ん多くなってきている︒

アウトドアスポーツ
・野球とは元来︑草野
球であり原っぱで行わ
れていたものである︒
それが興行として行わ
れるようになり今日で
は屋根が必要になって
きた︒これは野球に限
ったことではない︑つ
い先頃オープンした有
明コロシアムはテニス
コートである︒都会で
はスキー場も屋内にあ
り︑陸上競技のトラッ
クなども屋内がずいぶ

屋根を作る︒昔は草
であった屋根が樹躍や
板になり瓦になってき
た︒金属屋根は銅板な
どが亜鉛鉄板やカラー

防火用水

であるため影響な−し︑
第一試合６．．５で勝ち
第二試合４．．１で勝ち

ム︑別名ピッグエッグ︑

開幕試合を連勝で飾っ
たから優勝︒東京ドー

ムを紹介します︒

今回は話題の東京ドー

った︒

東京ドームは昭和髄
年３月Ⅳ日に知億円を
かけて完成︑翌肥日に
巨人・阪神戦がこけら
落としとなった︒この
年は３月Ⅱ日に青函ト
ンネルが開通︑４月⑩
日に瀬戸大橋が開通と
大プロジェクトが相次
いで完成した年でもあ

ドームにする野球場
に屋根を架けると言う
事は雨が降っても試合
ができると言う事が最
大の狙いである︒東京
ドームで実施される公
式戦は︑巨人と日本ハ
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中川・港湘④

を後にした・

表彰者の横で黙々と
食事をする︒今回も参
加賞のみであった︒又
秋を楽しみにゴルフ場

りパーティ会場へ︒

勝はおろか入賞もない
馬もない︑仲間と風呂
に入りながら疲れを取

一○○は切れない︑優

ょっと︑後半頑張った︒

回︑ギャラリーが多い
せいか緊張気味︑打っ
た︑ヘァーゥェイの真
中だ︒楽しみながらハ
ーフを終った︒五○ち

ゴルフコンペ開催／
染井吉野の桜を楽し
みに︑ここ品野台カン
トリークラブに於いて
第十五回名古屋連合会
ゴルフコンペが開催さ
れた︒風もない絶好の
ゴルフ日和︑前年度は
桜も満開であったが︑
今年は前回より一週間
位早いせいか︑桜はつ
ぼみ固しといったとこ

﹁ゴルフは上がってい
くつだぞ﹂といつも言
われている︒いよいよ
私の番だ︑くじ運が悪
いオナーになった︒ミ
ドルホールパ−４ティ
ァップし素振り二 三

百七○ヤード位飛んだ︒

れもナイスショット︑

より日頃お世話になっ
ているメーカーの方々
に︑早朝から多数の参
加に対してお礼の言葉
等︑挨拶があり続いて
大脇氏よりルール説明
があり︑そしてスター
トだ︒一組目連合会長
のショットやや右のラ
フ︑二組目我中川・港
の棚橋さんゴルフキャ
リァが長くうまい︒こ

今回も六組早々全員
集合︒連合会村上会長

ろ︒

典
@ら

第２５０号

板
愛
(3)平成３年５月１５日

ｃＯｇＯ●●■●◆●︒●

る︑祖父母に似ている︑

はなぃか渉Ｌっ︑これ
は血筋ではないだろう
か︒顔が似ている︑所
作までもが親に似てい

である︒

これは紛れもなく血筋

る老舗ではないか︒

家業も何代か続くと
老舗と言われ︑広く人
に知られるようになる
血筋ではないが弱・３
％の初代板金事業主も
どこかの店に弟子入り
して修行してから独立
したものと思う︒何人
もの弟子を送り出した
親方などは老舗にも勝

昭和六十二年二月愛
知県板金工業組合から
活路開拓ビジョンが報
告された︒板金業を始
めた理由の項を見ると
家業だからが最も多く

く言い聞かせてくれた︑

私の父は私が八才の
とき三十六才の若さで
死んでいる︒祖父がよ

私がこの道に入った
のも祖母の弟がトタン
問屋に勤めていたから
で︑私が弟子入りした
㈲後藤板金工業所は二
代目で一代目は今池の
後藤板金であり今は三
代目が後を継いでいる

調・９％となっている︒

最近ふと思ったことだ

八十二才で他界した︒

老舗である・

また代表者の世代の項

９％三代目以上は５％
となっている︒﹁蛙の
子は蛙﹂ということわ
ざがあるが︑親の背中
を見て育った子供が稼
業を継ぐには何の抵抗
もなく受け継げるので

では︑初代が最も多く
弱・３％で二代目型．

おまえは長男だから鷲
見家を継いでいってく
れと︒父は板金屋では
なかったが︒祖父は若
い頃︑岐阜新聞の新聞
記者をしていた︒また
町会議員もやっていた
が私が三十一才のとき

なる︒

私の家にも﹁鷲見家
の史蹟﹂という本があ
るが同じ事が書いてあ
る︒藤原鎌足Ｉ不比等
１房前Ｉ魚名の後︑十
二代続き永暦元年︵西
暦蜘年︶藤原頼保が天
１
皇の勅命により雲ケ獄
︵今の鷲ヶ岳︶で大鷲
を退治して鷲の子二羽
を天皇に献上して鷲見
と言う家名を賜ったと
すみ
ある︒鷲見を名乗るよ
うになってから卸年に

れた︒

献上し︑鷲見という姓
と領地をもらったため
その山名がついたとの
文献が残る﹂と紹介さ

︽ちへす︿︑︶﹀
９▽●●◆０︐の

一日の仕事を終え︑

に浮かぶ︒

黄昏に家路につく頃︑
都心には黄金色に輝く
テレビ塔が見え︑東を
見れば東山スカイタワ
ーがイルミネーション

ラン厨一居室の壁にステ

振り返れば私がスカ
イタワーの展望レスト
ンレスを張った︵詑〆︶

のは平成元年四月の下
旬だった︒完成して間
もない頃トンガリ屋根
から雨漏りがしてレス
トランも休業したこと
がある︒その東山スカ
イタワーも完成してま
もなく二年になる︒

今年一月二十四日か
ら二月二日までの十日
間中日新聞の朝刊に﹃東
山タワーから見える山﹂

てあったので紹介する︒

と題して十回の連戴記
事が掲戴された︒その
第五回に鷲ケ岳が紹介
された︒白烏町︑荘川
村︑高鷲村の境に頂く
一六七一扇の鷲ケ岳は
年間二十日ほど見るこ
とができるそうだ︒そ
の記事の末尾に︑鷲ケ
岳の山名の由来が書い
﹁かって地元の武蔵権

守が︑鷲の子二羽を皇
子誕生の祝いで天皇に

掴便愁

休養と健康

を回復することです︒

休養とは 身心を休
ませ︑気を養うこと
いいかえれば︑一日の
活動による身心の疲労
を解消し︑新たな元気

リズムです︒

昼間ハッスル︑夜グ

要です︒

昔︑肉体労働が中心

ッスⅦ／Ⅱ︾

だった時代の休息は︑

ことでした︒

からだを休め一服する

頭を使うことが多い
現代では︑むしろ軽い
運動をすることが精神
的疲労の休息になりま

◎精神的なストレ

す︒

スの多い現代社会では
どうしても心の疲労が

この活動と休養の調
和こそ︑健康な生活の

◎人間のからだは

休養を︒

余暇には︑趣味を楽
しんだり︑仲間とスポ
ーツをしたりして心の

おいしいものを食べ
たり︑アルコールを一
ぱいもよいでしょう︒
ただし適量に︒

蓄積してきます︒

ます︒﹁寝る子は育つ﹂

夜眠ることによって身
心の疲労をとり︑明日
のエネルギー源を充電
する仕組みになってい

います︒

は科学的に証明されて

◎快適な眠りには︑
適度な身心の疲労が必

が︑板金工にならなか
ったら新聞記者にでも

なっていたのではと︒

とはよくやっていた︒

ふり返ってみれば︑若
い頃から弁論大会に出
たり︑広報のようなこ

鷲見収

得意ではないが︑血筋
なのだろうか⁝⁝？

富士山ぐるっと
一回り

のポイントに散って︑
撮影を始める︒続いて︑

しい・

朝霧高原のひつじ牧場
へ︒一・︲．幸．．

昼食の後︑思い思い

参加した︒

粉雪の舞う２月のあ
る日︑写真ボケの友人
と二人で﹁富士山写真
撮影﹂のバスッァーに
一行記名︑平均年令
帥才中ばくらい︒一一人

る逆さ富士と︑キラキ
ラ光る湖面が美しい・

予定通り山中湖と河
口湖の中間位に在る忍
野村の富士急ホテルに
到着︒我々の目的はこ
れからが本番だ・

った︒

早朝五時半︑全員揃
って撮影ポイントに向
う︒先生の指導で各自
機材をセットして夜明
けを待つ・今朝の日の
出は６時記分︒富士山
周辺は雲一つない︒寒
さは思ったほどではな
くこれだけは助かった︒

士﹂の一瞬である︒

せる富士山︒我々が一

暗闇の空が白み始め︑

富士山頂にうっすらと
赤味を帯びて来た︒太
陽が上るにつれ赤味を
増し︑快晴の中に紅色
に輝き悠然と全姿を見

今回の撮影ツァーで
は釦年間富士山を撮り
続ける富士吉田在住の
霧・︽鍵鶏

有名な写真
家︑飯島先
生の講議と
撮影指導が
組込まれて
いる︒早速
忍野村での

番期待して来た﹁紅富

あの・っヤャ度て士川わ家やのとん色間ｌのぱ

は１人参加の人ばかり︒

撮影場所︑

気日れを１<は写はめをのや下なんｏこシ先が
のなる作チシ幾つ富、現民か界るだ紅のタ生ん

技術指導を
受け夕景を
撮るためホ
テルの庭へ

にてンツと自山面しがぷ木共薄は五るシいよ

組で参加したのは我々
と外に２組だけ︒あと
中でも釦才代而才代の
女性が８人もいる︒そ
れも高級機材を持込ん
での参加にはおどろい
た︒最近年配の女性の
写真マニアをよく見か
ける︒女性らしいソフ
トな感覚で撮る作品は︑

﹁今がチャンスです
よ︒がんばってくださ
い﹂先生の声に夢中で
シャッターを切り続け
る︒この間約十分か十

る撮影ポイントは大に
ぎわい︒写真マニアが
如何に多いかを物語っ

朝食後︑ホテルの庭

ている様だ︒

先で富士を眺めながら︑

飯島先生と話がはずん
だ︒私と友人が先生と
同年令であった事も幸
いしてか︑機材のこと
フィルムのこと撮影場
所︑時期など出発間際
まで続いた︒中でも先
生いわく﹁最近は撮る
場所がなくなりました
ねエー︒十年前までは
どこからでも富士山が
撮れる自然が残ってい
た︒しかし観光開発や
地域開発が進んで自然
が壊されてゆくのは自
然を愛する者にとって
つらい事です﹂先生の

言葉には真実にじみ出

︑型

忍野村の

飛び出した︒

ホテルの部
屋や広い庭
恥降一
から富士山
が真正面に見られ︑威
圧感をおぼえる︒

夕日に輝く富士は又
すばらしい︒山頂付近
にまとわりつく雲があ
かね色に映え︑刻々と
日が落ちるにつれて山
と雲の色調の変化にす
ばらしい自然のドラマ

スライドによる四季の
富士山を︑二時間余り

生の講議を聞いた後︑

夕食後︑再び飯島先

を見せる︒

ばらしい撮影場所だ・

にわＪて見せてもら

富士の雄大な裾野に
ひつじが放牧されてお
り︑草を食べたり︑寝
ころがったり︑それぞ
れの仕草が面白い︒今
年の﹁えと﹂でもある
ひつじとバックの富士
山が一体となった︑す

画阜一

次は富士五湖の一つ本
栖湖へ移動︒ここは五
千円札のうらの絵の撮
影した所でよく知られ
ている︒一見単調だが
風のない日︑湖水に写

〜 、 孝 一 ＝ ｡ ← 守 壬

一味違ったすばらしい
ものが多く作品展でも
よく入選している︒

名古屋駅前を出発す
る時ちらついていた雪
も東名高速に入り静岡
を過ぎる頃は︑雲一つ
ない快晴になった︒東
名高速の中で富士山が
一番印象的に見えるの
が由井ケ浜海岸である︒

て︑白糸の滝へ向う︒

今日も我々一行を出迎
えてくれるように︑快
晴の中︑富士のすばら
しい全姿を見せてくれ
た︒富士インターを出
真冬の平日でも相変ら
ず観光客が一杯で騒々

人平くスタな然がに始姿き々に<だ分・ャＬ･

野､0

識
￨本棺湖の富士｢黙

平成３年５月１５日（４）

板
愛
第２５０号

るものがあった︒

飯島先生と忍野村に
別れをつげ︑途中河口
湖と富士急ハイランド
で自由撮影の後︑御殿
場インターより帰路に

約束までする︒

志とはいえ︑初対面の
人ばかり︒しかし帰り
には皆お友達︒来年も
又一緒に来ましょうと

富士山ぐるつと一回
り︑楽しい二日間であ

った︒⑧

同じ趣味を持つ者同

ついた︒

⑧

午後五時三十分終了

委員五名出席

四月二十六日閏晴
二五○号編集会議

いと思う︒

ｍ連休とまではいわな
いまでも︑せめてカレ
ンダ−通り位は休みた

うとしている︒９連休︑

ゆとりのある健康で生
活するためには切り離
せない事ではないだろ
うか︒まもなくゴール
デンウイークを迎えよ

難しい問題であるが︑
少しでも長持ちさせ︑

作業時の天候など大変

帥％近い板金業界では︑
後継者不足︑老齢化︑

人手不足と労働時間短
縮︑何とも矛盾した話
ではあるが︑時勢でも
あり前向きの取組みが
望まれる︒一人親方が

平均日給２８０００︒

均２千時間に設定され
た︒ちなみに︑平成２
年度愛知県の建設関連
労働時間は︑年平均２
２４０時間︑就労日数
釦ｌ塑日︑首都圏での

ｉ︑Ｉ︑１︐１︑ｌ︑１︐１︑ｌ︑ｌ︑ｉ︑Ｉ︑Ｉ︑ｌ︑１︐１

Ａ鐘編集後記︼

暗くて長い不況のト

ンネルを抜けたとたん︑

まで師力月連続で拡大︶

視界卸％絶好況に転じ
﹁いざなぎ景気︵一九
六五 一九七○︑七月

調査を大きく上回った︒

に迫る︑昭力月目に入
った︒今年始めの頃で
は︑後半頃から景気後
退がはじまるとの見方
が︑四月中旬の経済動
向調査では︑八月以降
も景気拡大が続くと見
る企業が記％と︑前回

々深刻化してきている︒

しかし︑好景気に反映
して︑労働力不足は益

毎年三月から四月にか
けて労働市場に登場す
る新労働力人口は年々
鈍化し二十一世紀初頭
には伸び率︑ゼロもし
くわマイナスになると

予測される︒
又︑これとは別に︑

今年四月より労働時間
の短縮が行われ︑週娼
時間が妬時間に︑数年
後には週如時間︑年平

