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篭去登殿群識ざ︑叩轟誤黛誹ぶり．寺・蕊辞誰鈴群群謎・

の歓迎の挨拶︒

同じく西三板金連合会
会長・西尾の杉浦武氏

懇親会は岡崎の副支
部長・高柳一男氏の歯
切れの良い司会で︑定
刻より始められました︒
開会の辞は︑西三板
金連合会顧問の豊田・
松井住氏より宣言︒

に開催されました︒

きになりました︒

温泉に入る人も出はじ
め︑中締めとして万歳

上がりました︒

より高柳氏の〃せいの〃

宴たけなわでしたが︑
いました︒

で行われました︒

ひきつづき︑宴がすす
むなか来年度の会場設
定地区・名古屋の村上
副理事長より話があり
一年後の再会を約束し

新年会のなかにも︑組
合員の方々の胸の中は
今年の仕事や景気に対
する︑不安や期待が入
り交じっていることと
思われるが︑今年もヤ
ルゾ／との意気込みが

一年になるのか楽しい

バブル崩壊で始まった
昨年︑景気停滞がささ
やかれるまま︑年が明
け︑今年はどのような
三唱を県板常務理事︑
た︒

の掛け声で割られまし

ました︒

ひきつづき︑亜鉛鉄板
問屋会の内田氏の幹杯
の音頭で祝宴が始まり
木の香りがする鏡割り
の升酒も︑とぶように
うれ︑カラオケも始ま

豊田・甲部氏の音頭で
全員起立して大きな声

尚︑先生の後任の方は︑

新間しょうじ氏とのこ
とです︒

した︒

つづいて︑県商工部
工業振興課長・奥山真
弘氏より挨拶を頂きま

の方々の紹介を兼ねて︑

閉会へとすすみ︑閉会
の辞は︑県板常務理事
の岡崎・石原氏の言葉
で︑新年懇親会もお開
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良温泉の吉良観光ホテ
ルで︑去る１月ｐ日県
内より邸名の多数の御
出席をいただき︑盛大

題

り久しぶりに合わす顔
に大声で話も弾み︑仕
事の話︑ゴルフの話な
ど︑宴もすっかり盛り

患

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６

愛板平野理事長の挨
拶は脂が乗りきった理
事長の今年の抱負︑流
暢な話術に拍手・拍手
来賓の方々の御挨拶は
今期かぎりで勇退され
る︑参議院・三治重信 西三の役員さんのアイ
デアによる鏡割りを︑
先生︑長い議員生活の
来賓・メーカーの方々
話をしみじみ話され︑
の囲む中︑垣上におい
これからは︑自分の時
間をもちたいとのこと︒ て平野理事長︑問屋会
内田氏︑西三板金連合
会・杉浦会長の三氏に

灘鍵

／

長い間組合と中央との
御力添え有り難うござ

鮭

愛知県板金工業組合
の新年懇親会が︑西三
板金連合会の準備で︑

﹄門

三河湾が一望できる風
光明美な天然温泉・吉
群

愛 知 県
板金工業組合
次いで来賓︑メーカー

ました︒

伝わって来るなか︑三
々五々帰宅の人となり

、
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﹁雨・屋根・水﹂を考える

Ｉ金属屋根Ｉ
が進むにつれ︑鏡とか
飾り金具に使われるよ
うになった︒しかし屋
根材に使うほど薄い板
をたくさん加工する技
術は︑江戸時代になっ

蝿

てからである︒

てきている︒

金属屋根には︑最も
一般的に知られている
のがカラー鉄板葺きで
ある︒最近ではカラー
ステンレスやガルバリ
ュゥム鋼板の材料で葺
かれた屋根も多くなっ

, ヘ
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てみる︒

名古屋城

の名古屋城は一層目は
本瓦葺きであったが︑
二眉目以上はすべて銅
瓦葺きであった︒が︑

第二次世界大戦の昭和
印年︵ 年︶５月辿日
の名古屋大空襲で焼け
落ちてしまった︒現在
の建物は昭和拠年に再

.即

金属屋根には他に銅
板や鉛板がある︒鉛板
については後で触れる
ことにして︑日本では
最も旧くから使われて
いる銅板について書い

記録によると︑最も
古い建物では︑慶長焔
年に完成した駿府城の
天守閣︑同じ慶長Ⅳ年
︵皿年︶に完成した名
古屋城がある︒五層建
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して刀に使われたり︑
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銅は鉄より融点が低
いため加工がしやすく
適度な堅さを持ってい
るため︑昔から武器と
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銅鐸のように楽器に使
われた︒また加工技術
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昭和肥年に八幡製鉄か
ら長尺鉄板が発売され
たが︑巻取技術がなく
岨尺しか出来なかった
この材料で三晃金属工
業㈱が大波ロール成型
機を開発し廻尺の大波
トタンが販売され出し

は太平洋戦争後である︒

倉庫の屋根などコール
タールを塗った屋根が
多く見られた︒トタン
屋根が普及してきたの

などより地震に強く︑

しかしトタン屋根は瓦

鉄板が屋根に使われ
出したのは明治の初め
で︑大波鉄板がアメリ
カから輸入され︑駅の
プラットホームに使わ
れた︒日本での製造は
大正末期に八幡製鉄が
製造していたようだ︒
鉄板は錆びると言う先
入観からか一般住宅に
はなかなか普及しなか
ったし︑戦争が起きる
たび鉄は軍需品に必要
なためか手に入れるこ
とが困難であった︒

で組合員に︾満があ

資料の収集または提供
などを行うとある︒ま
た成型価格や施工価格

研究・調査および情報．

昭和甥年にはＳ切に
加えてルーフデッキが
発売され︑また偲年に
はＷ知が発売された︒
愛知県板金工業組合
では︑広報紙﹃愛板﹄
を昭和甥年７月に第１
号を発行して現在に至
っているが︑この第１
号からも伺う事ができ
るが︑すでに長尺委員
会を発足させて指導・

ることとなった︒

昭和釦年代に入り世
はいざ凪景気と呼ばれ
る高景気に入り︑瓦棒
屋根の需要は益々増え

増えてきた︒

た︒
建され︑屋根はやはり
かつた︒
銅瓦葺きとなっている︒
銅板の他には鉛板が
昭和釦年２月には現在
駿府城もまた完成して
あり︑鉛板を屋根に使
のような三晃式真木な
妬年後に火事で焼け落
っ た 建 物 は 金 沢 城 に 付 し瓦棒が開発され︑体
ちて︑現存しない︒
随する櫓とか門がある︒ 育館や大型工場の屋根
また日本ではあまり使
に多く使われるように
われなかったが亜鉛板 なった師年７月には実
がある︒最近では亜鉛
用新案登録がされ︑責
合金の錆なしルーフと 任施工が営業基本の同
言う材料が使われてい
社が大きな物件では独
る︒
断場であった︒一般住
宅では真木入り瓦棒が
多かったが︑三晃式瓦
棒はその優秀性から一
般建築でも採用される
ようになり︑各地で類
似した施工をする業者
が出てきてトラブルも

に葺き変えられた︒

この他に古い建物は
日光東照宮があげられ
るが︑本殿や拝殿は建
造当時は桧皮葺きであ
ったようで︑屋根に銅
板が使われたのは回り
を取り巻いている透か
し塀だけであった︒現
在のような銅瓦葺きに
なったのは︑承応３年
︵臓年︶に桧皮屋根を
葺き変えるさい︑銅板
江戸時代︵皿ｌ卿年︶
とくに脚年代になって
江戸幕府の金と力で多
くの労働力を集めて伸
銅することができ︑徳
川幕府の多くの建物が
銅瓦に葺き変えられた︒

銅板は腐らないのと加
工のしやすさ︑また経
年すると緑青で表面が
美しくなることから重
要な建物には多く使わ
れてきた︒

屋根を葺いていた職
人は仏具や装飾飾りを
作っていたかざり職人
が伸銅技術や加工に携
わった︒このためつい
最近まで私たちの職業
は﹃錨工﹄と呼ばれて
いたし︑また現場の日
報なども鋳工の柵があ
り板﹃一という欄はな

る︒

ったようで︑毎号のよ
うに取り上げられてい

いた︒

昭和卿年に真木なし
瓦棒︑魂年には折板Ｓ
帥の三晃金属工業㈱の
工業所有権の期限が切
れてどこの問屋さんで
も成型ができるように
なり︑カラー鉄板も発
売されていたことも合
わせて長尺鉄板屋根が
より一層普及すること
になった︒このことか
ら受注競争が激化して
安値競争になってきて

昭和印年代に入って
塩ビ鋼板や耐酸被覆鋼
板・カラーァルミ・カ
ラーステンレス・ガル
バリュウム鋼板などぞ
くぞくと新しい材料が
市場に出回ってきた︒

また横葺き屋根が開
発されてからは︑それ

でも屋根材を製造成型︑

とともに素材メーカー

施工販売もするように
なり︑今や大型物件の
獲得競争が激しくなっ

てきている︒鷲見

﹁三晃金属工業如年史﹂

※後記平成２年岨月

という記念史が刊行さ
れた︒昭和聡年に創業
された金属屋根の加工
及び施工会社である三
晃金属工業㈱では︑昭
和弱年６月から社内報
﹁三晃﹂を発行してい
たが似年休刊︑昭和妃
年１月からＰＲ誌﹁三
晃﹂として復刊された︒
そのＰＲ誌﹁三晃﹂に

昭和製年から平井聖

という先生が﹁屋根の
歴史﹂を５年間も連載
されていて︑単行本も

出版されている︒

いぶん勉強になった︒

私もこの本を読んでず

◆

◆︲・今

◆：◆

︒．？．◆・

得
し
プ
し懇親会に入った︒

平野理事長からは﹁労
務管理﹂について有意
義な話を聞き夢と希望
を与えられた︒又商社
より祝詞を頂き︑蒲郡
山本さんの音頭で乾杯

組合長の年頭の挨拶で
今年は昨年に続く不景

合長の司会で始まり︑

で開催した︒伊藤副組

気が予想されるので︑

午後９時過ぎ解散とな

た︒

カラオケ・ダンス等楽
しく行なわれた︒組合
員の輪があちこちにで
き話もはずんでいまし

やかなムードの中で︑

昨年より出席者も多く
お酒の方もすすみ︑和

それぞれの仕事に頑張

ってほしいと話され︑

◎また︑男性の場合は

標準です︒

︒﹁体脂肪﹂の通常の
割合は︑成年男子で体
の略ｌ肥％︑女性の場
合で別ｌ妬％であれば

重が多いということで
はなく︑﹁体脂肪﹂が
多い状態をいいます︒

◎肥満とはただ単に体

はありません︒

る場合が多いのです︒
しかし︑これは正確で

﹃肥満からの脱出①﹄
︒﹁私は太ってるので
は？﹂⁝⁝

か？・・⁝．よく﹁標準

食べ物が豊富な今︑こ
れを気にしている人が
多いようです︒ところ
で︑肥満とはどういう
状態をいうのでしょう
体重﹂という言葉にお
目にかかります︒一般
に︵身長１１００︶×
０．９という数式で︑
これと比較して判断す

豊田支部

辺は︑テレビニュース
で見た通り︑一目でそ
れとわかるイラン人の
男性が数多くたむろし
ており異様な雰囲気で
した︒二日目
は浅草・浅草
寺の参拝と仲
見世で買物を
した後︑明治
神宮に初詣で
に向かい昇殿
してお払いを
受け︑全員本
年がよい年で
ありますよう
願をかけ︑帰

両日共天気に
恵まれて楽し
い旅行ができ

豊田松井

路に着いた︒

平成４年１月Ⅲ．ｎ
日の両日恒例の親睦旅
行を行った︒行先は東
京︒参加者は記名と例
年より多く︑午前８時
豊田を出発︑一路東名
高速を東京へ︒途中富
士山を眺めながらのバ
スの旅︑車中アルコー
ルも入って和気アイァ
ィ︑東京では首都高速
の渋滞を抜けて東京港
日の出桟橋より隅田川
を観光船で浅草まで川
を上った︒川にかかる
橋の多さとウォーター
フロント開発の規模の
大きさに驚かされまし

ました︒

外が︑舞姫を出筆した
旅館でした︒上野駅周

親睦旅行催す

◆．︒◆●．◆；︒．．◇．●や・・◆・︲◆Ｉ◇⁝？◆ロ・◆８◆⁝？︒◆︲．◆．︒◆：◆・・◆：◆・・令︐．◆︒・９．・◆︒◆︒．◆．．︒：心⁝？●◆．．◆．︒◇；？︒︒

時に解散となりました︒

昨年のソフトボール大
会︑趣味のゴルフ等の
話に花が咲き︑酒食も
進み︑参加者全員新年
の短くて楽しい一時を
満喫し︑不況が崎かれ
ている本年の益々の飛
躍を誓い合い︑午後７

︲令．．◆◆；？．◆：◇．︲④！◆・

支部だより︼

割一黒﹁つたや﹂に於て

名で開催されました︒

午後４時より参加者旧

◇：◆︒

今井幻支部長の年頭
の挨拶︑組合事業報告
発表の後︑滝伸次氏の
乾杯の音頭で宴会に入

・◆

穏やかな新春を迎え
た１月５日蒲郡ホテル
竹島に於て午後６時よ
り来賓に県板平野理事
長をはじめ商社の方を
お招きし組合員印余名

ｌ新春の集い ｌ 東 三 支 部

◇・・◆︲︲◆

日頃の仕事の苦労話︑

駒

１月５日小春日和の
日曜日︑恒例の新年宴
会が江南駅近くにある

戸司

った︒

＆
った︒東三脇坂

た︒一日目の泊りは︑

上野公園のそば︑森鴎

別％以上︑女性の場合

で釦％以上の状態であ
れば肥満の状態です︒

違います︒

同じ身長で同じ体重の
人でも︑スポーツで鍛
えている人の場合は脂
肪は略％程度の場合が
多いのです︒逆に単に
中年太りの場合は妬１
釦％などになっていま
す︒つまり︑筋肉が増
えて体重が増える﹁堅
太り﹂と脂肪が増えて
体重が増える肥満とは

代の若い人の場合は︑

◎年令的にみると︑現
在︑日本人のｍ代︑加

肥満は岨人に１人以下
です︒一番多いのは中
年の女性で︑印代の女
性の場合は４人に１人
が肥満です︒帥代︑ｍ
代になると肥満者が減
ってｎ人に１人くらい

になります︒

いのか﹂・⁝．．一番の

◎肥満は﹁なぜ体に悪

て書きます︒

ポイントは﹁平均寿命
が短い﹂︑これは生命
保険会社の統計などで
わかっています︒個人
差はありますが︑肥満
はいろいろな成人病を
合併しやすくなるので
す︒次回はそれについ

農
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労務管理
︹その１︺

就業規則の作成と
届出について

りさせるものです︒

就業規則とは︑職場
に於いて労働者が守ら
なければならない就業
上の規律を決め︑労働
者の労働条件をはっき
就業規則によって︑

一歩といえるでしょ一％

労働条件や職場規律を
はっきりさせて初めて
労働者が安心して働け
又︑職場の秩序が確立
し︑能率の高い労働が
実現できるのです︒就
業規則は労務管理の第
これらに就いても労働
時間の短縮・週休二日
制が叫ばれている今日︑
良質の労働力を確保し
ていくには︑職場の労
働条件を明確にし整備
していく必要があるの
ではないか︒即ち／職
場の﹁憲法﹂といって
も過言ではない︒

使用者の作成義務
常時ｎ人以上の労働
者を雇用している場合
には︑その使用者は就
業規則を作らなければ
なりません︒一時的に

ｎ人未満になることが
あっても︑Ⅲ人以上を
使用するのが常態であ
れば︑その場合でも作
成義務があります︒但
し︑常時加入未満の場
合に於いては就業規則
を作る義務はありませ
ん︒ただし︑後日の紛
争を避けるためにも作
成し備えておく事が望
ましい︒特に人手不足
解消のために求人募集
の際には大いに活用出
来るので︑利用価値は
一局いのではないか︒

届出義務と手続
就業規則を作成した
ときには︑使用者は事
業場を管轄する労働基
準監督署長に届出なけ
ればなりません︒この
届出は就業規則に労働
者の過半数で組織する
労働組合︑又は労働者
の過半数を代表する者
の意見を記載した書面

を添え︑尚意見書に
は労働者代表の署名ま
たは記名押印が必要で
す︒いったん届出た就

業規則に変更が生じた
場合にも届出をする事
が義務づけられていま
す︒これらに関して作
成・届出を怠った場合
には使用者は皿万円の
罰金を払わなければな
りません︒

就業規則で
定める事項は
就業規則は︑その会
社の経営状態や業種業
態の実情に合せて必要
な事項を定めれば良い
わけです︒しかし︑ど
んな定めをして良いと
いうわけではなく︑又
労働条件の基本となる
ような重要な事項が定
めてなかったりしては
いけません︒労基法で
は︑就業規則に記載す
べき事項には次のよう
なものがあります︒

休憩時間︑休日︑休
暇並びに労働者を二
組以上に分けて交替
させる場合に於いて
は︑就業時転換に関
する事項
圏賃金︵臨時の賃金は
除きます︶の決定︑
計算及び支払の方法︑

び月給制・日給制・

賃金の締切り及び支
払の時期︑昇給に関
する事項
△賃金額︑賃金ベース
そのものを規定する
ものではなく︑賃金
決定の要素・賃金体
系など・計算方法及

法をいいます︒

出来高払制などの方
回退職に関する事項
解雇を含み︑労働者
が使用者との関係で
その地位を喪失する
全ての場合に関する
事項です︒

図臨時の賃金等及び最
低賃金額に関する事
項

支払条件︑支給額の
計算方法︑支給期日
などを具体的に規定
します︒

担です︒

園労働者の食費︑作業
用品その他の負担に
関する事項
﹁その他負担﹂とは
社宅費・寮費・共済
組合費など︑労働契
約に基づき労働者に
対して課する経済負
園安全及び衛生に関す

ます︒

る事項
安全衛生に関する規
定については︑安全
委員会又は衛生委員
会の審議を経る必要
があると解されてい

相対的必要記載事項
その事項につき何ら
かの定めをする場合に
は︑必ず就業規則に記
載しなければならない
事項です︒

設定する場合には︑

職業訓練の種類・内
容・期間・資格︑訓
練中の労働者に対す
る特別の権利義務を

項

固職業訓練に関する事
適用労働者の範囲︑

それらに．ゾる事項

項

皿退職手当に関する事

を規定します︒

退職手当額の決定の
ための要素︑算定方
法︑一時金で支払う
のか年金で支払うの
か及び支払の時期等
つでも記載しないと作
成義務を果したとはい

に就いても︑どれか一

えません︒

①必ず記載しなければ
ならない事項
②その事項について定
めをする場合には必
ず記載しなければな
らない事項
③使用者が任意に記載
する事が出来る事項
絶対的必要記載事項
如何なる場合でも必
ず記載しなければなら
ない事項です︒これら

皿始峰二・終業の時刻︑

事項などです︒

訓練修了者に対し特
別の処遇をする場合
には︑それに関する

回災害補償及び業務外
の傷病扶助に関する
事項
団表彰及び制裁の種類
及び程度に関する事

△編集後記

つい先日新年を迎え
たばかりなのに︑時の
過ぎるのは早いもので
﹁如月﹂二月に変わろ

うとしている︒

て偶然その日が元旦

ある時︑フシと不思
議に思う事がある︒な
ぜ一月元旦はこの時に
来るのか？前の日でも
後の日でもなく︑なぜ
此の日が元旦なのか？
別に難しく考える事で
もなく︑年号が設定さ
れた過去から順次に来

てに適用ある事項︑
欠勤・遅刻・早退・
外出・出向・配転・

圏以上の１１７までの
ほか︑事業場のすべ

項

事項です︒

午後五時終了⑧

委員十一名出席

一月二十九日附晴
二五八号編集会議

思う︒

今この時は再び絶対に
帰ってこない︒これま
で﹁時は金なり﹂とよ
く言われた︒人生八十
年長い様で短い︒今年
も﹁今この時﹂の空間
をムダにしない様︑意
義深い一年にしたいと

そして時と時の空間に
一月元旦が来るのだが

は刻み続けられる︒

毎年︑春夏秋冬同じ
事が繰り返され︑地球
上の人間の喜びも悲し
みも関係なく確実に時

こだわるのである︒

になっただけだが何か

休職・旅費・技能教
育・福利厚生などの

任意的記載事項とは︑
前記の事項以外の事項
でも定める事は事業者
の自由です︒尚これら
の事項を一つにまとめ
る事が非常に困難な場
合は別々に規定を定め

る事が出来ます︒

色々と記述しました
が︑次回はそれらの内
容を条文化した例題に

より説明致します︒
沼崖

