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特に職業訓練事業を永
年に亘り実施し実績の
ある愛知県の職業訓練
の沿革と実施している
訓練の種類︑計画︑実
施の現状などについて

交換を行った︒
神奈川県板からは︑

・関係諸団体との提携
と協力対策
など愛板平野理事長は
じめ代表８名とが早川
専務理事の司会で意見

事業

１１Ｉ

板金工業組合イ

これに対し県板は︑訓

熱心な質問がなされた︒

同坂野輝三氏
︑雛〃謝諦

近藤朗氏

練校校長
長谷川信俊氏
同校副校長

愛知県板金総合職業訓
練協会会長
羽柴弘和氏
愛知県板金総合職業訓

理事高柳一男氏

常務理事山本清氏

専務理事早川孟夫氏

理事長平野弘氏

″玉田正氏

″塩田力氏

練関係者が事前に準備
した概要説明書を基に
過去の運営についての
諸問題︑関係諸先輩の
現在に至る指導と育成
の状況︑施設の現状と
事業の推進など担当者
の熱意あふれる説明に
去 る ９ 月 辿 日 午 後 ３ 満足していただけたと
時別分より︑名古屋市 思う︒熱心な質疑応答
西区浅間町︑県職業訓 に終始し︑今後益々の
両県板の交流と協調を
練会館会議室に於て︑
神奈川県板歌川理事長 約し成功裏に会議を終
はじめ代表７名をお迎 了した︒
えし︑同県板が現在推 両県板の出席者は︑次
進されている活路ビジ
の通り︒
ョンに沿った
神奈川県板関係出席者
・責任施工制度
理事長歌川菊治郎氏
副理事長船木乗行氏
始めて手掛けられる︑
人材育成プロジェクト
″和田梅三氏
事業のうち
・安定経営対策︵合理
化︑協力体制による共 組 合 ア ド バ イ ザ ー
同作業︑共同受注︶
小出享氏
・人材育成と養成訓練 事務局長木村但氏
愛板の出席者

愛 知 県
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へ強制送還となる︒

別時間は許されている
がこれに反すると本国

懸命に働いているのだ︒

中国人は働かないと
言う人がいるが︑そう
ではない︒彼等は一所

いと思う︒鷲見収

少しでも応援して彼
等の役に立ってやりた

ないか︒

私の家では毎日が外
仕事で︑時間的に働く
ことが無理なので︑よ
そで働いているが︑工
場板金ならアルバイト
に使って貰えるのでは

張っている︒

朝九時から午後一時
まで日本語の勉強をし
て︑それから夜遅くま
でアルバイトをして頑

何も変わらない・

言葉が違うのと少し習
慣が違うぐらいで他に

ている︒

てないと駄目という︒

通貨は元で︑１元が
二十八円である︑一般
の人の月収が二○○元
から四○○元で大学出
のエリートの月収六○
○元︑年収で七二○○
元︑日本円で二○一六
○○円なのだ︒それを
三○○万円の預金をし

保証人も所得証明が
必要で年収四五○万以
上の所得が条件となっ

いる︒

教育過程は小・中・
高・大学で６．３．３
・３年制で９月の入学
式で７月卒業となって

うだ︒

違うようだ︒

中国では全部の人が
国家公務員である︒最
初﹁私は国家公務員で
す﹂と聞いたとき︑お
Ｌと思ったが︑タクシ
ーの運転手もホテルマ
ンも全部が国家公務員
なのだ︒だから余分に
仕事をしない︑言われ
たことだけしか働かな
い︑それが一般的なの
だ︒だから日本にきて
アルバイトで一所懸命
に働いても︑日本人が
働くのとレベルが少し

れぞれその能力にあっ
た職業につかされるよ

きない︒

躯才で卒業して︑５
年間就業して日本に保
証人がいて︑そのうえ
日本円にして三○○万
円以上の本人か保謹者
の預金残高証明を添え
なければ日本に就学で

厚国人留黛輝紡渥誕汰錘な桓江
私は︑上海に住む中
国人の保証人になった︒

きっかけは︑知り合い
に外国人向け日本語学
校の関係者がいたから
で︑日本で勉強するに
は︑日本で身元を引き
受ける人がいないと日
本に留学できないから

今年の四月﹁張志

是非と頼まれたから︒

強﹂と言う釦才になる
青年が名古屋にきた︒
中国では７才から９
年間の義務教育でその
後はテストにより進学
することができるが授
業料は大学まで入って
も無料であるが︑大学
の進学率は妬倍の狭き
門となっている︒

中国は社会主義国の
ため大学も授業料は国
の費用で出るから要ら
ないが︑その代償とし
て卒業後︑五年間は国
のために働くことが義
務付けられている︒む
ろん給料は貰える︒

元に直せばおよそ一○
七○○○元と大変な金

義務教育を終了して
も自分の好きな職業に
着くことはできない︑

日本では働くことを
目的では受け入れてい
ない︑研究︑勉学の目
的だけでアルバイトは
生活費の補填のため週

額になる︒

国からの政策で職業も
決められてくるから自
由意志では何もできな
い︒勉強ができるもの
はどんどん上にあがれ
るが︑でなければ︑そ

屋根・水﹂を考える

日本の風土に適してい

︲茅葺屋根Ｉ

﹁屋根﹂と言っても

にしてし一

替えて瓦

しかし︑たんぼの開
墾が進みたくさんの茅
を取ることが難しくな
ったことと︑比較的近
い場所に瓦に適したと
ても良い粘土が取れる
ようになったことから
屋根を葺き変えるとき
には家そのものを建て

私が育った田舎︵岐
阜高富町森︶では昭和
加年頃迄︑部落の６割
くらいの家が茅葺きの
屋根であったそうだ︒

いえる︒

安く手に入ることがで
きたことで広まったと

る事と何処にでもあり︑

(9)

いろいろな屋根がある︒

自動車の屋根があれば
電車や船にも屋根があ
る︒屋形船などは建物
の屋根と同じような形
をしている︒

屋根を事典で調べて
みると︑雨露を防ぐた
め建物の最上部に設け
た段いとある︒

てきた事があげられる︒

建物を建てるときま
ず必要なものが建築資
材である︒柱を立てる
資材︑屋根を葺く材料
などである︒そういう
材料が近くで豊富に手
に入る事が建築様式を
かたち作ってきた第１
の条件である︒次に自
然風土に適した型にし

ンガ造りが多い︒

まつたた・
め︑昭和
記年頃に
は草葺き
屋根はす
っかり無
くなって

私が子

し．まった︒

供の頃は︑

茅葺きと
言わず︒早

いていた家が多かった
そうだ︒

９月１日にお千代保
稲荷へお参りにいった
帰りに︑平和町で比較
的新しく葺き変えられ
た茅葺き屋根を見つけ
野村致︵野村むれ︶

た︒

さん卯才のお宅でお話
建てられてから皿年

を聞いてきた︒

ちょっと経つそうだ︒

むねお爺さんの記憶で
は４１５回屋根を葺き
替えたおぼえがあると
言っておられた︒

下屋の瓦部分も含め
て妬坪の家を前回まで
は５人ぐらいの職人さ
んが来て５日ぐらいで
葺き替えができたそう
だ︒今回の葺き替えは

葺き変え

つ○Ｏ

冬暖かく︑夏は外よ
り中が２度ぐらい涼し
いそうで住みやすいと
言っておられた︒職人
さんは三重県の津の方
から来てもらい︑葦は
伊勢のほうから取り寄
せているそうで︑これ
でｎ年は持つそうであ

なかったそうだ︒

るより︑家を建て替え
ようと家族から反対さ
れたが︑この家は俺の
家だとお爺さんが譲ら

を・たも伝家たえかりい人だを葺いし５

長持ちしないそうで︑

変わっていったと野村
さんは話しておられた︒

しを伺った︒

私が職業訓練校に通
っていた昭和記年頃友
人が︑毎日毎日その屋
根ばかりを葺いていた
その頃の親方の渡辺正
雪氏︵Ⅷ才︑平子板金
㈱社長緑支部︶にお話

郊に移り東部の日進町︑

名古屋市八事の近藤
板金で８年修行して草
葺き屋根を覚えた︒兵
役後に妬才で独立︑草
葺き屋根を手掛け始め
た︒始めた頃は︑八事
や野並・島田で草葺き
を葺いたが︑次第に近

のことであった︒

を受け︑方々の草葺き
屋根を直しに回ったと

た・

昭和型年頃までに知
棟を越す草葺き形鉄板
屋根を葺いたと語られ

るとのこと︒

今でも名古屋市近郊
を走ると手掛けた屋根
があちこちに残ってい

き屋根が現存している︒

名古屋の都心︑笠寺
にも写真のように草葺

渡辺さん臼く︑鉄板
で葺いても草葺き屋根

の形をしているので︑
﹁草葺き屋根﹂と読ん

鷲見収

でいるそうだ︒

講瀧鱈製︽

−１︲知同ｌ﹄
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根うつ日手でつ貰しなが職のえ分と差の
平和町や美和町界隈
には沢山の茅葺き屋根
があったが︑その中に
はやはり小麦茅も多く

函

職

I

尾張旭︑瀬戸と名古屋
市を取り巻くように東
から北へ工・似移り西

轍t蓑

と掛い人そな来一なさがしきう替月去
屋いか２０もうかて人くん、た替部えに年

ほとんどが草屋根の上
に鉄板をかぷせた家に

蕊

鍵蕊

鑑

石の多い国では石造
りの家が多く普及し樹
木の少ない地方ではレ

かれていた︒

日本では木材や茅が
豊富に手に入ることか
ら縦穴式住居の時代か
ら丸太を立て掛け茅で
屋根を葺いてきた︒外
国では動物の皮や︑大
きな木の葉を並べたり
編んだりして屋根が葺

葺き﹂と
言ってい
たし︑葦
や茅で葺

のそとわ８でい場他、だ工全らだ葦島ががほが
草う１２れ万普掛取に軒・く部い・での、麦うつ

曲

雨

茅葺きの家は夏涼し

５つ方と７当<、枚人そ２７か坪そどやうん旭が

棟ただいＩ時ら現、工う人らくうが津だどの広

懲

４掛葺葺方額人人工個つ２６下がいと佐たほ尾･仕

≦ 一

弓

く冬は暖かいことで︑

Ｉかききがは工工４０３たＩ地４５たん屋そと張事
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変風伊年うあい屋ｌは最３３いき葺を葺
でｌる円通かり部先ら仕の平葺屋八茅はての
なで勢９昭だった根８月盛年た替き卜き 月あ１３立、のり付品瓦鬼い上家均か根開で、瀬いほ
被は湾月和・た時を棟に期頃昭えにタ屋 平る万派御葺、けがｌ瓦掛げでのれは村あそ戸つう

害大台の３４そも葺の７Ｉこの和て葺ン根 均･円な殿き金２０２人６かて、家てほやつのやたへ

﹁わが町わがふる里﹂
第一一弾を紹介

な体を左右に傾けたり︑

尾びれを上下させ︑そ

豊田支部・青年部

夏の暑い盛りを働い
てきた各組合員・従業
員は︑この検査結果を
前年と比較しながら︑
食生活の面でも摂生に

日の旅行を行った︒

８月妬・記日と一泊二

夜の宴会も大変に盛り

この後︑旅館に到着︒

業所に報告Ｉれました︒

つとめています︒

親睦旅行

年々増えてきています︒

費用は支部からの補
助・全板国保からの助
成もあり︑参加人数も

一︑尿検査←糖・蛋白
一︑血圧測定
一︑視力・聴力検査
一︑心電図
一︑血液検査←貧血・

１１Ⅲ仙訓洲綱綱〃

肝機能・血中脂質

立加周年を記念して︑

﹁芝政﹂を目指しまし

た︒

大会参加者約帥名
競技は３名１組に
よる団体戦と個人
戦が行なわれ︑団
体戦で三位に入賞
盾と賞状が贈られ

実が参加した︒

ル︶に於て開催さ
れ︑青年部・田中
昭二︵東北︶鈴木

８月弱日伺皿時
別分より名古屋市
昭和区白金３東レ
スポーッセンター
︵シャンピアボウ

フを楽しむ事ができた︒

上がりました︒

芯材を製作している︒

二日目は松下電工米
原工場の見学︑この工
場は両樋の部品︑大型
樋および谷コイル等の

された︒見学終了後︑

大型樋がベンダーによ
る曲加工がここで製作
されているのには驚か

豊田に向い出発︒全員
無事帰る事ができまし

た︒豊田松井

ボｉリング大会に参加

中小企業団体中央会・青年部主催

軍︑ノコｒ︑正︑ノ君ｒ︑面︑Ｊｚｒ︑ｚ︑１グ画一ｒ馬浬舎︑〆唾ｆ︑羽︑ノａ〃︑α︑ノ倉ｒ︑ロ︑ノゆ〆︑庫．︑〃武〃︑弓︑ノＺｒ︑麓︑Ｊ急〃︑里︑ノ画〆︑虹

た︒バスガイドさんの
話しによると太平洋側
の天気が悪くても日本
海側は分からない︑と
いうとおり雨に降られ
ず﹁芝政﹂に到着し昼

食をとり︑パターゴル

について行われました︒

県青豊田支部は︑創

結果については終了後︑

．集団健康診断実施する
全国労働衛生週間にさ
きだち︑定期健康診断
を９月４．唱日の両日
に︑西尾保健所にて朝
９時よりｎ時まで行い
ました︒組合員・従業
員合わせて姐名が受診

行き先は北陸山代温
泉と松下電工米原工場
の見学でした︒一日目
は８時釦分豊田を出発
今にも降りそうな空模
様を心配しながら一路
いかがでしょうか︒

各支部も組合事業の
相互理解を深めるため
にも取り入れられたら

噂

当日は〃きらかん〃
の送迎バス利用の予定

吉良吉田駅下車
温泉行パス皿分

吉良観光ホテル
Ⅲ顕ｌ配Ｉ皿
１
０
会費一一一︑○○○円
※会場までの交通
名鉄蒲郡線

場所幡豆郡吉良町宮崎

受付午前ｎ時
開宴午後０時

日時平成４年１月的日日

記

いしますので︑支部長さんへ
会費を添えて申込み下さい・

各自に医師から説明と
ともに︑生活指導がな
されました︒又︑血液
検査については支部の
厚生委員を通じて各事

シンボルとなります︑吉良温
泉郷の中で選びました︒

吉良の里は︑郷土の名主吉
良氏の菩提寺花蔵寺︑人生劇
場で名高い尾崎士郎の碑︑清
水次郎長が建てたと伝えられ
る吉良の仁吉の墓など歴史探
訪も又楽しい所でもあります︒

す︒

眼前には梶島をはじめ佐久島
から遠くは渥美︑知多両半島
に包まれた三河湾が一大パノ
ラマとして展望できるすばら
しい眺めのホテルで旧交を温
め︑尚一層の親睦を深めて頂
きたくご案内致します︒皆様
多数のご参加をお願い致しま
なお︑参加申込みは︑各支
部長さんに取りまとめをお願

[
●
、

西尾板金組合では︑

の勇壮に歓喜を上げ︑
しました︒

大鯛みこし海を泳ぎ回る／

豊漁を海の安全を祈願

る︒約２ｔもの︑巨大

し︑催された︒

はやし方が粟り込み、伊勢音頭を奏で王す．

恒例の新年会は︑西三河地
区の担当で次の通り決定しま
した︒地元三河湾国定公園の

各種検査項目ば︑
一︑問診←既応歴等
一︑身体測定←肥満度
一︑胸部Ｘ線←肺機能

全国的に知名度もあ
って︑今秋︑天皇︑皇
后両陛下をお迎えして︑

なった︒

全国豊かな海づくり大
会で︑イベント／とし
て再現し催される事と

南知多町･鯛まつり

海へ入る︒

この催事は明治旭年
から始まり︑地元の一
大行事となり︑全国的
に知られている天下の
奇祭である︒

鯛のみこしをかついで海の中を唖り歩く奇祭.胴の中には

知多半島の南端に位
置する︑南知多町豊浜
では去る７月躯日脚に
於いて天下の奇祭︑鯛
祭りが催され︑地元並
に観光客の歓喜を浴び
た︒金鯛みこしは全長
脂沈の真赤な鯛で胴の
中には⁝ハャシ⁝方が
乗り込み︑伊勢音頭を
奏で︑﹁めでた︑めで
た﹂の掛声に乗って勢
いよく︑長さ加沈を超
す張り子の大鯛みこし
が出て︑街を練り歩き
このような催しごと
を﹁大鯛みこしが海を
泳ぐ﹂と云う奇祭であ

Ｉ

､新年懇親会に多数ご参加下さい〃

第２５５号

板
愛
(8)平成３年１０月１５日

交通事故を

″

未然に防ごう″

秋の交通安全運動が
実施されています︒

せんか︒

１１
情報が少なくなり発

☆危険性のポイント
①夕暮れ・夜間は視界

見が困難になる︒

ツを理介しましェう．

⑪退くｔ見る

２目瞳助かし隅ける
その５つと煙．

距離と速度の判断

屋などが見えず︑

Ａ夜間は木立ちや家

る︒

夜間は約１面とな

姻沈の路上注視が︑

や視距離が低下し︑

よって交通事故をなく
そう﹄のスローガンの
もとに︑交通事故防止

Ａ昼間の車前方︑ｌ

てい王Tが.今月はｱﾒﾘｶのスミス方式といわれる5つのコ

が難しくなる︒

自分の3[Ｅと比べてみてください．

⁝

に努力して下さい︒

匿
尋

Ａ夜間は対向車の光
というものでT､なかなか示収の面んだものとば思いませんか．

〜⁝く〜⁝〜ｌ〜；

安全亜砿を行う方,ｚ'よ.いろんな人涙いろんな方法を樫咽し

巴自分がよく見えるよう1こＴる

息いつも逃げ道を残しておく．

が掴みにくい︒

で物のコントラス
トが消えて距離間

Ａ高齢者の夜間運転
での死亡事故が多
発しているが︑人
間の瞳孔の大きさ
は高齢︵釦才︶に
なると︑若者の刈
彩となり視力が大
幅に衰えます︒

③スピードを落とす︒
Ａ時速印伽走行時︑

見できない︒

減光状態では釦加
先の歩行者しか発

④ライトの照射外にも
気を配る︒

戒する︒

Ａ道路の状況・歩行
者・自転車等を警
⑤対向者のライトをま

⑥窓ガラスと前照灯の
ガラスをよく拭いて

ともに見ない︒

一般的に睡眠の時間
帯であることと︑一
日の疲れが蓄積して

⑦特にイライラをさけ︑

る︒

型時間産業が増加し
夜間交通が増えてい

トァップ作戦︒

☆夜間運転のポイント
①アップ・ビームとダ
ウン・ビームを正し
く使い分ける⁝ライ

している︒

Ａ夜間の交通死亡事
故のほとんどがダ
ウンビームで発生

②夕暮れ時は早めの点
灯をする︒

ます︒

粉薬︵散剤︶は味が悪
かったり︑口中に広が
ったりして飲みにくく
湿気でべタつき固まっ
たりして保存しにくい
欠点がありますが︑子
供でも飲め︑量を細か
く調節でき︑水薬に次
いで吸収されやすい長
所があります︒飲むと
きは︑むせたり︑飛び
散らないよう水を含ん
で飲むとよいでしょう︒

オブラートに包む場合
もありますが︑胃薬の
場合はあの苦味が胃の
働きを活発にする効果
がありますのでできる
だけそのまま飲んで下

苦味や臭い防ぐため

下さい︒

井藤

薬の飲み方については
自分の勝手な判断は禁
物︒お医者さんや薬剤
師さんの指示を受けて

ず振って混ぜ︑コップ
に取り︑正確な量を飲
むようにしましょう︒

水薬は服用する前に必

しょう︒

口の中や食道にくっつ
きやすいので︑必ず水
と共に飲むようにしま

ンで包んでありますが︑

カプセル剤は粉末・穎
粒・液状の薬をゼラチ

ださい︒

外形は同じに見えます
が︑適切な効果を出す
ために細かく設計され
ているので︑砕いたり
つぶす場合は事前に薬
剤師さんと相談してく

ことです︒
錠剤は最も一般的です︒

に薬の成分を外部に触
れないよう表面をコー
ティングしてあります
ので︑口中で噛まない

唾⑬⑦⑦⑦
▼薬の飲み方側▲
薬の形を剤形といい
大きく３つに分けられ
ます︒まず︑口から飲
む内服薬︑注射器を通
して体の中に注入され
る注射剤︑そして皮虐
や粘膜など体の表面に
使用する外用剤︵軟膏
・貼布剤・吸入薬・目
薬・坐薬など︶です︒
薬の多くは内服薬︑こ
の使用法について考え

視覚を鋭敏に保つ︒
◎自分の能力いっぱい
より︑少しゆとりを

おく︒

います︒

②夜間は運転者自身が

！
由

③交通量が少ない通路
は︑高速度で車を走
行したり︑一時停止
をしない車など違反

さい︒

捺弐隷罫料弐刻々︲

車が多くなる︒
④生活時間が夜間化し︑

お年寄りの交通事故
を防ぐには︑道路を横
断しようとしているの
を見かけたら︑必ず徐
行するか一時停止をし
て︑安全に横断できる
ようにしてあげましょ
う︒交通ルールに無関
心なお年寄りも少なく
ありません︒しかし事
故を起こせば当然あな
たにも責任がかかりま
す︒まずお年寄りを見
たら〃赤信号〃思いや
り運転を︒又お年寄り
が外出されるときは必
ず交通安全の一口アド
バイスをして︑注意し

穎粒剤は︑腸で初めて
溶けるように作られ︑

！

愛知県の運動のテー
マは︑今年も︑︹夜間

板険予知運 転 の 習 慣 化 に

﹃ルールの遵守・危

交通社会人であると
いう認識を新たに

愛麺壷雄一︾諦諏櫛鉦語症

て頂く様お願いします︒
沼津
℃︐６．

Ａライトは自分の運
転する車の存在を
相手に認識しても
らう安全機器でも

八聖編集後記

金木犀のほのかな甘
い香りと共に︑うっす

﹁秋﹂⁝あなたなら何

らと秋色が漂い始めた︒

を連想されるだろうか︒

いＯ

現代風にゴルフ︑ゴル
フ︑従来風になら︑名
月︑味覚︑食欲︑紅葉
とでも表現されるのだ
が︑さてあなたはどち
ら⁝︒わたしは︑従来
風に二度と無い今年の
秋を満喫したい︒そこ
で︑まずは秋の味覚と
ばかり︑昨今のグルメ
ブームに綾かって﹁信
州信濃の新そばよりも
⁝﹂の新そばとゆきた

そば﹂は逸品である︒

近郊では長野県飯田
市や開田高原のそばも
うまいが︑何と云って
も信州戸隠村の﹁戸隠

平安時代から信仰の地
として全国に知られた
戸隠村は︑冷涼な気候
や清らかな水が美味し
い戸隠そばを作りだし
ている︒今年も９月記
日︑躯回目の戸隠そば
祭りが開かれ︑そば喰
コンクールなどもあり

午後五時終了︵Ｓ︶

委員七名出席

二五五号編集会議

九月二十七日︵金︶曇

大盛況であった・

鱗

』。邑矧1逼唖

③⑲殉④ｎＧｅ②③＠の③ｆＸ３④③③偽②③色色

暗くなる時刻も早くな
り︑夜間運転の機会が
増加します︒夜間走行
の特性を良く考えて安
全運転に心掛けてみま

ｕ視界を広くとる

平成３年１０月１５日（４）
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