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板金工業組合

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話732‑1226
発行広報委員会
一二四人

三

三七

分より値上げ︒

医療費高謄に伴い４月

値上げ

以下議題の要点は次の

の大きな要因である︒

された︒又４年度には
この指針をたたき台に
して研修会・討論会が
計画される事になる︒

議題

三︑九○○円

家族一ケ月

一二︑三○○円

組合員一ヶ月

通り︒

板金会館内
Ⅲ冊ｌ岬ｌ蜘
一︑職員津田浩一一一
③全板国保保険料

一

〒皿東京都港区三田

一︑事務所所在地

基金

全国板金業国民年金

一︑基金の名称

事となります︒

今後の事務処理は年金
基金事務局が直接行う

い人には加入証書が直
接本人に送付される︒

加入申込書に不備のな

二三人

″目標残数

３月Ⅲ日現在加入者数

一四七人

愛知県板目標加入者数

認可

②国民年金基金
平成４年２月１日設立

本後配布の予定︒

１１

愛 知 県

①活路開拓ビジョン
調査事業
調査結果及び指針は製

次に全板国保の保険
料が４月分から値上げ
され︑これに伴い給付
等も改定された︒昨年
に比べ一般歪療費・高
額医療費・老人医療費
が叩％近い高謄で︑予
想以上の伸びが値上げ

い０

ある事から先行き不安
感はぬぐいきれない︒
愛知県板では加入割当
数の内まだ記名不足し
ている︒年金基金の将
来を見越した安定運営
のため︑又何よりも組
合員各位がゆとりのあ
る老後の生活を満たす
ため︑今一度将来的観
点に立って再考され加
入される事を要望した

３

で正式発足したが︑ボ
ーダーラインが川名で

｜理事会開催／

の動向と愛知県板近況︑

午後２時より開かれた
常務理事会に続き理事
会の冒頭に平野理事長
が挨拶に立ち︑全板連

会を開催した︒

平成３年度第４半期
も大詰を迎えた愛知県
板は︑３月娼日午後３
時より県板会館３階会
議室にて理事各位の出
席を求め︑第４回理事

第４回

Ｉ

加入人数不足のため伸
び伸びになっていた全
板国民年金基金が２月
１日厚生大臣より設立
認可され︑同意者職名

査事業が終り調査結果
と指針等は製本に至る
段階であることが報告

めていた第一一次活路調

バブル崩壊による景気
後退に対処する努力に
英知を出し合おうと話
された︒続いて議題に
移り︑昨年９月より進

第２６０号

板
愛
(1)平成４年４月１５日

従業員一ヶ月
一一︑二○○円

三︑九○○円

家族一ケ月
詳細は︑

されたい︒

平成４年３月巧日付
板金新聞に登載
④全板連賦課金値上げ
全板連賦課金一ケ月Ⅲ
円値上げに付︑愛知県
板では年間Ⅲ万円余り
支出増加となるが︑当
面は愛板共済の手数料
で充当し︑県板賦課金
の値上げは先送りする
予定︒それに伴い全組
合員の公平を期するた
め︑愛板共済に未加入
の組合員は一口以上必
ず加入される事を考慮

予定

⑤第必回全板大会
佐賀県立体育館
平成４年５月ｕ日︑愛
知県板より鉛名参加の
⑥技能検定

検定日７月岨日
センター

岡崎地域職業訓練
⑦広報・技術研究・総
務・経営対策の各委員
長より現況や次期に向
けた説明・要望がされ
組合事業への理解を願
った︒

③総代会
５月羽日圏
愛知県産業貿易会館
以上

午後５時散会

平瀬ｆ樹君

組合そして青年部の役

が出ることと思います︒

若い人でもやれば出来
ると思います︒青年部
の若い層の方々も大い
に発奮して努力して下
さい︒きっと良い結果

った以上に努力して学
んだことと思います︒

かり出し．丸め・ハン
ダ付け︑どの工法も本
人にとって訓練校で習

しいと思います︒

本人はまだ若輩者でも
あり技能もさして素晴
らしいものではないの
ですが︑技能愛知のご
指導をなんとか受け入
れ又︑地元という強み
のなか運良くそれを大
会で発揮できたと思い
ます︒それには大会ま
での毎日の練習も時間
を決めコッコッとやっ
た本人の努力も素晴ら

感謝致します︒

い大臣賞を受賞できま
したことは︑これも偏
えに青年部の皆さんそ
して組合員の方々のひ
とかたならぬ応援によ
るものと感謝しており
ます︒特に藤川町の杉
浦さんには道具の直し
方から道具の使い方・
ハンダ付けに至るまで
夜遅くまでご指導を頂
き︑紙面を借りて厚く

労働大臣告貝受告貝

技能競技大会に於て︑

去る２月８．９の両
日︑岡崎地域職業訓練
センターで開かれた第
必回全板連青年部全国
平瀬秀樹君︵岡崎︶が
見事第１位になり労働
大臣賞を受賞されまし
た︒平瀬君は︑岐阜県
高山市桐生町の出身で
平瀬板金の息子さん︒

現在修行のため岡崎市
の㈲高柳板金工業所に
勤務されています︒

本大会には２級技能士
ながら愛知県大会で上
位入賞し︑全国大会に
コマを進め見事姫点満
点の畑点を獲得︒川上
氏︵建設省︶・薩原氏
︵愛知県住宅管理課︶
平野理事長・安本氏︵労

一輪挿し︶もクリアー

働省︶富田氏︵中央職
業能力開発協会︶勝又
部長らの厳正な審査・
水試験︵課題が花器の

ここに記載します︒

して︑記名のなかただ
一人Ⅷ点台を記録し最
年少ながら優勝を獲得
しました︒また平瀬君
の親方高柳一男氏より
言葉を頂きましたので
﹃今回の第必回大会
に於て︑当社の従業員
の平瀬が最年少にもか
かわらず思ってもみな

り感謝申し上げます︒﹄

貝の方々には大変お世
話になりました︒心よ

いと切に望みます︒

躯才の平瀬君の入賞
で青年部の若手は勿論
中堅さらにはベテラン
の方々にも頑張って頂
き︑競技大会だけでな
く青年部を盛り上げて
３Ｋと言われている職
場ではあるが︑こんな
に頑張っている若手が
板金組合にもいるんだ
と言うことを広め︑少
しでも若い人が入って
来る職場を作ってほし

又︑平瀬君の故郷の高
山市の地元の新聞・飛
騨スポーツ新聞３月１

日付１面記事として︑
〃全国板金技能競技大
会優勝・飛騨の匠の技⁝
と高く賞賛の声″と︑

を飾られました︒

新聞にも載り故郷に錦

た受賞だと思います︒

高柳氏の言葉の様に
本人の努力︑まわりの
人達の協力によって得

ほしいと思います︒

これからも精進を重ね
て︑１級技能士にもチ
ャレンジして立派な技
能士に成長して行って

尚︑佐賀県で行なわ
れる全国板金業者大会

岡崎中村

に於て︹５月辿日︺
表彰式が行なわれます︒

(
1
2
）

転覆した﹁たか号﹂の
救命イカダには８人の
３日分︵だ食︶の非常
食と水川 入りのタン
ク８本が積んであった
が転覆の際流されてし
まい９食しか残らなか
った︒一人３日分の食
料で６人がイカダに残
った︒漂流９日目で食
料のビスケットも水も

水は人間にとってな
くてはならない飲物で
ある︒今の日本ではど

死に至らしめる︒

幻覚症状などがでたり
症肇を起こし強いては

と精神障害を起こし︑

脱水症状がひどくなる

態であった︒

なくなってしまい﹁カ
﹁雨︒屋根・水﹂を考える
モメや海烏を捕らえて
食べた︒スコールの雨
最終回ｌ水Ｉ
水や自分の尿を飲んで
渇きをいやした﹂とも
助された﹁たか号﹂の
語っている︒
乗組員佐野三治さんの
記者会見の言葉である︒ 救 助 さ れ た 時 佐 野 さ ん
は脱水症状がひどく貧
栄養失調症で危険な状

﹃仲間が次々に死ん
で一人きりになってか
ら大きなスコールが来
た︒皆の分まで思い切
り飲んでやろうと︑溜
めた水を︑これは橋本
さんの分これは緒方さ
んの分⁝と死んだ仲間
を思いながら飲んだ﹄
日本ｌグァム間のヨッ
トレース中︑昨年⑫月
羽日転覆し１月調日に
イギリス船に発見され
日ぶりに奇跡的に救

木曽川中央下は犬山第１取水口

）
2

平成４年４月１５日

板
愛
第２６０号

使い捨てる一・菅考え直

今や水は﹁湯水のよう
に使う﹂というように

要になる︒

この様にダム建設に
は地元の住民の犠牲と
莫大な建設費に︑完成
までには長い工期が必

成予定である︒

また東三河地方の水源
として豊川水系大島川
に大島ダムが計画から
旧年ぶりに建設される
事になった︒しかしこ
のダムの建設により７
戸の民家が水没する事
になった︒この大島ダ
ムは皿億円と６年の歳
月をかけ平成９年に完

を目的にしている︒

一千六十六億円をかけ
て完成︒愛知用水の上
水道・工業用水の供給

クフィル式阿木川ダム
で昭和弱年に着工し︑

こへ行っても水道が引 は幾らでも湧いてきて
かれていて蛇口を捻れ 自由に使う事ができる
ば飲むことのできる水 という意味から使われ
が出てくる︒が︑外国 るのではないか︒しか
し近年の水事情はどう
では日本ほど良質の水
は出てこない︒
であろう︑毎年夏にな
ると節水を強いられる︒
名古屋に水道が引か
今年の冬も暖冬で終わ
れたのは明治甥年から
工事が始まり大正３年
ったし今から夏の水不
足が心配である︒
９月から給水が開始さ
れた帥年位の歴史しか
水道の水不足の解消
ない︒それまではどこ
策としては︑どうして
も井戸水に頼っていた︒ も ダ ム の 建 設 が 必 要 に
なる︒最近完成したダ
ムは恵那市街地からも
見ることができるロッ
名古屋から南へ妬血
延びる知多半島も︑愛
知用水が丁度釦年前の
昭和師年︵恥︶５月か
ら通水してⅣの市町の
上水道と農業用水又工

業用水として利用され︑

この愛知用水により雨
水に頼っていた篠島や
日間賀島にも木曽川の
水が上水道として利用
されている︒

るようになった︒

東海地方は水資源賦
存量が北陸地方に次い
で豊かで︑首都圏や近
畿地方よりず−つと豊
かである︒濃尾平野に
は木曽三川があるし地
下水も豊富であったこ
とから井戸はいい水を
汲み上げていた︒しか
し汲み過ぎによる地盤
沈下が起き︑規制され
お金を浪費する時︑

﹁お金を湯水のように
使う﹂と表現すること
がある︒この表現は水

のではないか︒

さなければいけない

このところ長良川
河口堰の建設是非が
新聞を賑わしている
が︑このダムも近隣
の上水道や中部国際
新空港の水源に利用
されるといわれてい

これからは﹁雨・

るがどうなることか︒

けないのではないか︒

屋根・水﹂を考える
の︑２１６回までに
書いてきたような施
設を民間の建物にも
多く取り入れて水の
リサイクルも真剣に
取り組まなければい

アブ０

少し前まで溜め池は
農業用水のためであ
った︑しかし今では都
市水害の浸水対策とし
て街の中に溜め池が作
られている現在建設中
の施設は︑名古屋東山
動物園の地下に肥億円
をかけてＵ字形の雨水
調整池が平成５年に完
成の予定で工事中であ
る︒しかし一時的に溜
めるだけで︑使われる
事なく山崎川に流され
る︒漁過することで何
かに使う事もできるの
ではないか？
名水といわれた湧き
水も最近は枯れ上がっ
たり汚染されて飲めな
くなってきているとい

今や都市公害と言わ
れるようになったゴミ
の処分場の下にも汚染
された水が流れて来て

問題になってきている︒

名古屋の水道の水は
今の所まだうまいが︑

いつまで旨い水が飲め
るだろうか︒木曽川が
汚れ消毒のため多量の
薬品を使ってまずい水
になる日がいつか来る

水を汚さず大切に使

ように思う︒

いたい◎

今回をもって﹁雨・
屋根・水﹂を考えるは

鷲見収

終了とします︒

東山圃力物園の下に進ら才しる雨水X周皇避也「東山レイントンネル」の完成予想図

協定の当り崎である労働組合の名称又は労働者の過半数を代亥する者の氏名工艮石川次郎、
圏定の当蛎音(労働省の過半数を代麦する旨の場合)の選出方注(挙手による選挙）

中央労働基準監督署長殿便服誉麓斎腰鷲八丁蝿'Ｗ＆
平成１年４月5日

2.ｉ ､:魁することができる時叫̲lの澗の記入に当たっては､次のとおりとすること。

１．「通りのI恋､」の棚には、時間外労働又は休日労働をさせる必鋲のある棄筋を具体的に記入し､労働狸畦第36条ただし書の
他馴上持に有誓紅菜筋について協定をした糊合には､当該文踊を他の菜圃と区別して記入すること。

へ(1)「１日｣の例には、労働基準法第３２条から第３２条の5まで又は栗40条の規定により労働させることができる政艮の労嘩＃
妃｜雌剛えて延些することができる時間でめって，１日についての隈嘆となる時間を記入すること。

職 ２１姪縛霊感:蝋縦諮職域欝驚鶏ｉ懲鶏識蒜雑¥駿鞭f聯 鏑

労務管理

焔疋成立平成1年４月3日風名大山fE没株式会社八丁堀作乗所

︹その３︺

始葉午lyIB路
終案午後5湾

町 上

賭ｌｏｇから

す︒

但し所属長が予め別段
の指示をした時はこの
限りでない︒

②従業員が業務により
出張する場合は︑別に
定める賃金規程により

日労型の２つです︒
これらの協定は︑その
事業所に於ける労働者
の過半数で組織する労
働組合︑その様な組合
がない場合は過半数を
代表する者と締結し︑

︿年次有給休暇﹀

第二節休暇等

年数に応じ︑前年１年
間の出勤日数の８割以
上勤務した者に対し︑

る︒

⑤年次有給ｒＬの付与
日数は加日を限度とす

各々釦分の育児時間を

︿公民権公使の時間﹀

与える︒

第幻条従業員が勤務

ある場合は︑従業員に
対し就業場所若しくは
従事する職務の変更又
は出向を命ずることが

向した場合︒

②前条の規定により出

る場合︒

②前項の申し出があっ
た場合に︑権利の行使
を防げない限度に於て
その時刻を変更する事

第犯条従業員が次の

③地方公共団体の議員
等の公職につき︑労務
の正常な提供が行えな

い︒つづく沼津

規則に定めるものの他
業務上の指擢命令に従
い︑自己の業務に専念
し作業能率の向上に努
めるとともに︑互いに
協力して職場の秩序を
維持しなければならな

第記条従業員はこの

︿服務の基本原則﹀

第四章服務規律
第一節服務心得

配置する事がある︒

消滅した時は︑旧職務
に復職させることとす
る︒但し︑止むを得な
い事情のある場合には
旧職務と異なる職務に

第妬条休職の理由が

︿復職﹀

情があって休職させる
事が必要と認めた場△見

い場合︒

各号の一に該当する時

︿特別休暇﹀

がある︒

①業務外の傷病により
欠勤○か月以上にわた

第塑条従業員は次の

︿休職﹀

ある︒

合は休職とする︒

各号の一に該当した場

︿産前・産後休暇等﹀

に必要な時間を与える︒

時間中に選挙権の行使︑
その他公民としての権
利を行使するため︑予
め申し出た場合はそれ

第喝条６週間︵多胎

前の休暇を与える︒

以
.
.
L
弓

妊娠の場合は⑩週間︶
以内に出産予定の女子
が請求した場合は︑産

に就かせる事がある︒

②産後８週間を経過し
ていない女子は就業さ
せない︒但し︑産後６
週間を経過した女子が
就業を請求する場合に
は︑医師が認める業務

第Ⅳ条従業員の勤続

を与える︒

次の通り年次有給休暇

旅費を支給する︒

正・副二部作成し︑一

所轄の労働基準監督署
長に届け出るものとし
部を事業所に保管して
就業規則と共に従業員
に閲覧出来る様配慮が
必要ではないだろうか︒

この様な手続が経た時
始めて範囲内に於て労

〃参考″として／

④前各号の他特別の事

合は無給扱いとなる︒

第三節配置転換・

出向・休職

第詔条業務上必要が

米参考として付与日数は協議の上決定すること

はそれぞれの定める日
数の特別休暇を与える︒

したとき

務に転換させる︒

認めたとき

４日

紅父母、睡g篭の父母三たは 兄弟が

③妊娠中の女子が請求
した場合は︑軽易な業
④妊娠中又は産後１年
を経過しない女子が請
求した場合は︑第過条
第２項による時間外労
働︑第哩条第２項によ
る休日労働又は深夜労

父母、配餌箭三ｵﾆは争0耗『しfﾆとき

労基法改正により平成
６年３月劃日迄は最初
の付与日数は８日とな
るが︑平成６年４月１
日からは猶予措置がな
くなり叩日となります
ので念のため／︑

︿生理休暇﹀

働をさせる事はない︒

第旧条生理日の就業
が著しく困難な女子が
休暇を申請した場合に
は︑その日について就

要が出飯するとき

３

ゐ

労る脚

︑すのころによって割
は人日
舛孟墾増賃金を支払う︒

旅費﹀

本人が袷蹄するとき

②特別休暇の取得者に
ついては︑１年以上勤
務し帥％以上の者には
有給休暇の残余を利用
する事が出来る︒但し
それらの残余がない場

２

よ

対しては︑賃金

趣坐条による時間外
毛労働・休日労働
舜趣又は深夜労働に
堀を

嘩・

唾篭規定の定めると

することがある︒

②年次有給休暇は︑従
業員が指定した時期に
与える︒但し事業都合
により止むを得ない場
合には他の時期に変更
列のと

粟ぴせ

・媒麺窪

︿育児時間﹀

業させない︒

第別条生後１年未満
の乳児を育てる女子が
請求した場合は︑休憩

来る︒

③当該年度に行使しな
かった年次有給休暇は
次年度に繰越す事が出
④年次有給休暇により
休んだ期間については

時間の外に１日２回︑

一職錘社の用務を帯び
諏華 て事業所外で勤

蓋鮒務する場合で︑

通常の賃金を支払う︒

︼が並︑

崖弱嘩勤務時間を算定

勤続年散

最高畷度

伝這臼識

項

、

、

必要と認めた期1ｍ

その他』､各号に準じ会辻が必要と

５

血騨︿出張等の勤務

ることができる日並びに当該休日の労働の始業及び終業の時勺｣を記入すること。

．さがＪ

Ⅲｌｕｌ吃一旧一Ｍ｜陥一Ⅳ一喝一旭

2
，

４

砺峰華時間及び

４．「明Ⅲ」の欄には、時仙外労働又は休日労働をさせることができる日の脚する期間を記入すること。

癖拙侭埠地︾そ嘩峰韻

vについての限度となる時間を記入すること｡

混踊しがたい時は︑

３
．
３
１
垂で

以降

2
，
2
０

せ働させる事が出
さ
細来る︒
永く割増賃金﹀
３．「労働させることができる休日並びに始粟及碑蕊の時矧」の欄には、労働基嘩法踊35条の規定による休日であって労働させ

酢第旧条・第吃条・
琳第喝条又は︑﹄帥

ｲリ定で定められたすべての期間を記入し､当該jWMIの,罰陳日を括弧 し､その下側に､当該期1mに応じ､それぞれ当披jWM1

一岬牲岬需姻睦剛叡鑑識

与休

毎週日曜日
同 ． 皇

1

−

−

日

f3ifi笠旭減j間

三六協定の締結
三六協定が必要なのは
法定労働時間を超えて
労働させる場合︵時間
外労働︶及び法定休日
に労働させる場合︵体
'L,l囲月､3簡月､１年零の１日を超える一定の咽M1についての砥災することができる町間のIIi度に側して､その上欄に当該脇

︾したものとみな

日理有
故肘給

蕊1露認識鐙鍔;‐
２０

必整のめる凡体U,】11皿

(渦３８畿血この封）
刃ｆ酌雪寂

ｌａ昏晒えろ‑一定の剛卿(鰯範日＞ 剛 Ⅲ
−

1ヵ月（陣jLl21日〕

ばならない︒

大山¥耀畠識翻￨肩蕊所

３０既閲
期170国感のr二め

喝 Ⅷ

就業規則の作成に当
たっては︑色々な条項
や条件などがあるので
慎重に取り組まなけれ

±氷阻喪粟

第２６０号

板
愛
(3)平成４年４月１５日

〃参考として〃

砺乗の径祢

３町１ｍ
８時間
現肌作麦圃

2０１１２０

没叶凝哩腺よりＴ稲 陸風･連罷手

阪定除日
同 上

労動誇Ⅲ
聞岡外労健をさせる

耶 素 の 所 在 地
卯渠の儲圃

隅京邸中央区八丁期2‑‑1..1〈1面活５５１−５２８７）
唾 裏守るこど亙帝 豆電１画
莱 圃 の 極 厩 【腿】８幾以上の鋤

必要のある具I即釣９１曲

鯉外身：に関する協定書
暖式踊9号(露１７条関係)

平成４年４月１５日（４）

支部だより
竜 ＝

ている佐川急便などの
諸問題︑景気後退など
の動向に就いて語られ
た︒

が上程され事業報告・

議事進行に伴い議長
選出により︑一括審議

議長は退席︒

会計報告と会計監査の
報告がなされ︑満場一
致により総てを可決し
一般報告として本部
事業報告・技能士会報
告・献血活動報告と青
年部活動の報告それぞ

時代の流れが激しく複
雑化・多様化して経済
の変遷により基盤を固
め︑経営者独自の研錨
に力を注がなくてはと

れの担当者によって一
味違った内容であった︒

司会である侭江利夫理
事の発声により幕が上
げられ︑青木支部長の
歓迎と日頃の謝意︑挨
痛感する︒

青木知多支部長挨拶

開会は定刻に始まり︑

拶／尚今回は特別ゲ

◎経営者の夢は今こそ
力を発揮し︑経営・時
間・心でその座を示す
時︑その変化の対応に
より楽しい経営基盤を
築き︑楽しく仕事をす
ることと共に環境の変

と題して︑

平野理事長のお祝い
の辞を頂き感銘を受け
た︒それは未来へのス
テップとして魅力的な
板金業を構築するには

て歴史上の足跡がある︒

我が知多支部は︑去
る３月躯日伺に会場を
阿久比町に移し︑昔を
偲び徳川家康の生母・
お大の方の遺品が奉ら
れている洞雲院などが
あり︑ゆかりの地とし

曜日であった︒

不景気風が肌身に染
みる今日︑異常気象の
いたずらか一足早い春
の訪れ︑所によっては
桜の花が満開とか︒又
昨日の雨が嘘のような
行楽日和り︑どうやら
仕事の事が気掛りな日

平成３年度知多支部総会
盛大に催す

狽頃恥

ストとして︑地元出身
の衆議員議員の久野統
一郎先生がお祝いにと
駆けつけての辞︑政治
情勢の中で難色を示し

板
愛
第２６０号

はし︑これらの運動

多くの組合員の温かい
愛の手を／﹁献血は人
と人とを結ぶ愛のかけ

やさない事を念願し︑

何か淋しい気持で先輩
諸氏が永年かかって築
かれた立派な業績を絶

彰も併せて行われた︒
今回は該当者が一人︒

尚︑献血功労者の表

感無量の思いでした︒

続いて地元にて古く
から我々の組合の為に
お力添えを頂いた㈱武
豊屋青木社長からもお
祝いの辞を頂戴し一同

ではないとの力説︒

化に併せて世界の動向
に目を注ぎ︑企業の繁
栄にと理念を抱き︑目
標の設定と計画的な試
算により公私混同をな
くし︑板金業の問題点
とその体制作りに力を
注ぐならば素晴らしい
主となるのでは︑いや
最強の手腕の発揮出来
る経営者になるのは夢

鴬

をする事によって自分
自身の日常の健康管理
にも大いにメリットが
あるとの事︒

試しては／
さて︑総会の式次第も
順調な経緯に進み︑司
会者より大勢の来賓の
ご出席を頂き順次紹介
をし︑商社・メーカー
の新製品のＰＲコーナ
ーを設け大いに好評を
迫した︒⁝⁝休憩の後
待ちに待った懇親会が
催され︑テーブルには
色とりどりの季節の花
で賑い︑心を癒してく
れている︒美しい︒

食欲も増し明日からの
活力がみなぎった様な
雰囲気︑希望に満ちた
語り合いの中で支部組
合員の繁栄を願いつつ

総会の幕を閉じた︒

へと散った︒

沼津

それぞれが自分の職場

ご健闘を祈る︒

きました︒

事総会を終える事がで

″北陸にて総会開
〃に〃江南支部
扉催
床鮭
前日の雨も上がり︑

又︑大相撲の千秋楽
と重なったため各自各
部屋に急ぎ帰り︑テレ
ビにくぎずけとなって
いた︒︵浴室は優勝の
決まった５時釦分頃に

により懇親会に入った︒
歌や踊りの楽しい一
時で日頃の疲れを癒し︑

なわれました︒

晴天に恵まれた︵仕事
が気にかかる︶３月躯
日︑組合員四名︵都合
により途中から肥名︶
による恒例の総会及び
親睦を兼ねた旅行が行
江南駅を８時妬分に
出発︑一宮インターよ
り一路北陸に向けマイ
クロバスを進めて行き
車中今井②支部長の挨
拶・ゲーム︵大いに盛
り上がる︶カラオケな

会員の親睦を図ること

江南石川

仕事に励んで下さい︒

記日には︑海産物シ
ョッピング︑ゆのくに
の森等車を下りるたび
に増える家族への土産
の山︒楽しい２日間の
思い出と共に無事６時
頃江南に到着し︑皆家
路に着きました︒
皆さん︑良い骨休み
になりましたか？
明日からガンバッテ

ました︒

夜を過ごすことができ

が出来︑各自楽しい一

滝伸次氏の乾杯の音頭

専務理事をお迎えし︑

６時から組合の早川

は超満員であったとか︶

ど楽しいムードの中︑

向かった︒

北陸加賀お菓子の城の
見学︑金色に輝く像高
氾ｍの慈母観世音菩薩
大立像︵ユートピア加
賀の郷で知られる真言
宗大本山加賀寺︶に迎
えられ︑大観音像の登
詣・商売繁昌・開運厄
除︵十二支守り本尊︶
等の祈願を済ませ︑片
山津温泉ホテル向陽に
ホテル到着後︑直ち
に総会に入り︑事業報
告・会計報告・その他
の提案事項も活発な質

疑応答が行やれ︑無

△編集後記︼

別れ︑旅立ち︑そし

て出会い︒今年も又同
じ事が繰り返される︒

させる︒

しかし繰り返されると
言っても感動する若者
達は毎年新しい人達で
あるから︑春の花と同
じで見守る我々も同じ
様に毎年新鮮味を感じ

た時の心境を思い出す︒

人はこの世に生を受
けて以来幾つかの節目
がある︒この３月から
４月にかけての節目は
人一生のうち最も大き
なものの一つと思う︒
まして本人はもとより
人の子の親として︑始
めて味わう感覚は何か
につけ感動・感激も大
きいが︑心配や寂しさ
も又格別だろう︒我家
でも９年前長男を神奈
川県の大学へ送り出し

れぞれ巣立って行った︒

今春私の甥姪ら４人が
ある子は高校で学業を
終り︑次男坊の甥は専
門教育を目指し︑一人
っ子の姪は南山大学の
４年間に別れを告げそ

れない様努力を願う︒

今年社会人の仲間入り
する若人達に初心を忘

三月二十七日鎧曇
二六○号編集会議
委員六名出席
午後五時終了⑧

