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安全性・丁寧な態度

教育は︒

１１１１

サービスとは何か

昨年は伽万人入りその
１
艶％の人が二回以上来
ていて多い人はⅢ回以
上と言う人もいるそう
だ︒入場者の年齢にし

で案内したり見せる．

また５つのテーマパ
ークがあるが︑そのテ
ーマにそぐわないもの
は総て省いてある︒そ
のテーマパークに入っ
たらそこの世界の夢の
中に入る為で︑自販機
などはどこを探しても
見当たらない︒飲食物
の持ち込みも一切許さ

れていない﹈内では

育されている︒

能率的でなければなら
平等の立場から団体で
ない︒
入っても︑引率者が旗
ディズーーールックも
を揚げて引率すること
コスチュームといって
も許されていない︒
ユニホームとか作業着 夢を売るディズニーラ
とは言わない︒
ンドでは園内から遠く
を眺めても︑テーマパ
ディズニーに入社する
と 日位の研修期間が
ーク以外のものは空し
ても子供は全体のｎ％
にすぎず︑中学生まで
あり８日間は実習訓練
か見渡すことができな
だが実習は総べて園内
入れてもⅣ％しかなく
い︒必要以外のものは
東京ディズニーランドのサービス
８割以上が大人である︑ 清掃である︒この様な
何も目に付かない様に
要魂るに大人の為の遊 教育が行き届いていて
５月６日平野理事長
ルデンウィークには弱万
してある︒外から見る
ディズニーランドの中
の 代 理 で ︑ 講 演 会 を 聴 人の入場者で︑入場制
園地である︒この大人
と回りにある５つの大
講してきた︒
限をすることになり来
に夢を売るのである︒
に入って最初に思うこ
きなホテルも園内に入
園者には迷惑を掛けた︒ どうしたら夢を与えら
とが︑きれいだな−と
東京ディズニーランド
れば中央にそびえるシ
は㈱オリエンタルラン
四国とか九州などの遠
ンデレラ城以外は何も
れるかということが社 言う事である︒ごみが
くからのお客さんで４
ドという会社の経営で
落ちていない︑芝生が
員教育に生かされてい
視覚には入らない様に
作られている︒⑩万坪
る︒それは次の様な事
その会社の常務取締役 時間でも待つと言うお
きれいだ︑建物がきれ
北村和久氏の講演であ
客さんだけ待って貰い︑ である︒
いだ︒賜万坪の園内に
の駐車場の他に３万坪
った︒１時間釦分の講 そ れ 以 外 の お 客 さ ん に
は伽名の清掃員がいて
のバックャードがあり
Ｌ感動を売り人と人
はお帰り願った︒
演でとても勉強になり
のコミニュケーション
掃除もショーの一部と
食料品や日常品は地下
オープンして１年目
感動したお話であった
とテーマ性を維持する
して見せている︒清掃 道を通って内部に運ば
ので紹介します︒
は入場者の在園時間は
非日常的世界であり毎 員も６着１８着の作業 れ ︑ 夢 を 壊 さ な い 様 に
東京ディズニーランド
している︒
５時間１５時間過分で
日が初演で未完成でな
着ではなく︑コスチュ
はアメリカ・ウォルト・
くてはならない︒
あった︒入ると直ぐ人
ゥムを持っていて一人 切符売り場は詑か所あ
ディズニー・カンパニー
気のあるアトラクショ
２日本人は単一民族 が胆分で一回りできる るが︑決して﹁いらっ
と蝿年間の契約で業務
だから自分の常識は大 範 囲 を 受 け 持 っ て い る ︒ しゃいませ﹂と言う挨
ンに走って行き︑それ
提携をして昭和弱年４
がすむと次のアトラク
体相手にも分かって貰 だ か ら デ ィ ズ ニ ー で は 拶はしない︒この挨拶
月賜日に千葉県浦安市
ションにと走りまわっ
えると思っているが︑
同じごみが巧分以上落
には返事がないからで
に開園した︒当初の入
ちていないそうだ︒
コミュニケーションを
アメリカは多民族だか
ていたお客さんが多か
ら常識が通じない︒だ
ったが８年目の調査で
はかるには返事が帰っ
場者数を年間Ⅲ万人と
予想して企画したが︑
てくる挨拶をすること
から教育マーーュァルも
は在園時間が７時間別
である︒入場者と目の
分１７時間如分と２時 文章の他に絵に書いて
今年の４月で満９年︑
誰にも分かる様に説明
高さを同じにして相手
間半近く長くなってい
している︒
の目を見て﹁おはよう
る︒このお客さんが︑
ございます﹂とか﹁こ
平等のサービス︒
リスクを負う︒
んにちわ﹂とか︑とに
かく返事が返って来る
３運営上の具体的な
様な挨拶をするよう教

１億川万人の入場者が
１
あった︒当初そんなに
来て貰えるものかと心
配もしたが年を追う毎
に来園者が増えて︑年
間平均Ⅷ万人の人に来
て貰えた︒今年のゴー

こそは最後のアトラク
ションが体験できると
喜んだが︑ドジでした
タイトスカートをはい

た︒鷲見収

心にジンと余韻の残
る講演を聴いて感動し

と語られた︒

東京ディズニーラン
ドでは﹁夢と感動を売
る﹂サービスを続ける

ではないか︒

この様に︑サービス
とは形に無くても心に
残る様なサービスをし
なければお客さんは続
けて来てはくれないの

披露された︒

てきてしまったので︑

アトラクション﹁スター

ディズニーは未完成
であるそうだ︒だから
これからもどんどん変
化して行く︒去年は川
億円をかけた記番目の

な話であった︒

感動した話は次の様

にはストーリーがあり
それは未完成でなけれ
ばならないそうだ︒

ウンテン﹂が邪億円を
かけてオープンするそ
うだ︒アトラクション

ッァー﹂が完成︒今年
は師第目のアトラクシ
ョン﹁スプラッシュマ

あの回転木馬に乗るこ
とができません︒馬の
横でしょげていると係
の人が来て尋ねられた
ので訳を話すと︑係員
はその場にひざまづき
﹁どうぞ私の膝に足を
かけてお乗り下さい﹂
と言われた︒雨に漏れ
た靴ではあなたの洋服
が汚れるからと断ると
﹁私の服は洗えば落ち
るので︑あなたの夢を
叶えていってほしい﹂
と言われた︒私は感謝
の一念でお言葉に甘え
て夢を叶えて四国へ帰
ることができました︑
と言うお礼状でしたと

四国のＯＬからの礼状
で分かった話であるが
手紙によればそのお嬢
さんはすでに何回も東
京ディズニーランドを
訪れていて︑一つのア
トラクションを残して
後のアトラクションは
総て体験したとのこと
です︒残った一つのア
トラクションは何時も
子供の長い列ができて
いて子供に混じって並
ぶのは恥ずかしくてと
てもできなく最後まで
残ってしまったそうで
す︒つい最近会社の出
張で東京へ来て運良く
休暇が取れディズニー
ランドに行くことがで
きた︒船頭の白馬が回
る回転木馬は雨の日の
平日とあってだれも乗
り手がなかった︒今日

雪
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労務管理
︹その６︺

第八章表彰・制裁

都度定める︒
︵表彰︶

第的条従業員が次の
各号の一に該当する場
合には︑その都度審査

業績熱心で他の者の模

に及んだとき︒

篤なとき︒

⑦第記条から第誕条の
規定に違反した場合で
あって︑その事案が重

①無届欠勤が腔日以上

大な損害を与えたとき︒

⑤故意又は重過失によ
り災害又は営業上の事
故を発生させ会社に重

き︒

③第記条から第誕条ま
で規定に違反した場合
であって︑その事案が

日和りになりました︒

鰯余名の多人数で︑こ
こ２１３年雨に泣かさ
れ︑今年こそお天気に
したいと願った甲斐が
あり︑絶好の地引き網

の他一杯だ︒

浜辺では︑奥様方がバ
ーベキュー・焼そばの
下準備におお忙
し︒﹁大漁だゾ
ー﹂の声︑網の
中には﹁あぶ・
このしろ．こい
わし・きす﹂そ

で継続勤務した場合︒

害を与えたとき︒

のつまみに最一週

子供達には青年
部主催の宝さが
しや焼そばが大
人気︒皆なお腹

う︒脇坂

来年も多勢の参加と
お天気が良い様にと願

しい１日でした︒

いつぱいになり波打ち
際で大はしゃぎ︒殿方
は︑砂浜でゴルフと楽

を行ったとき︒
︵次号につづく︶

③その他前各号に準ず
る程度の不都合な行為

見込みのないとき︒

用されたとき︒

東三支部︵巨虹

軽微なとき︒

朝８時半集合でしたが
薄曇りで船は網を積ん

去る５月別日伺に︑

板金祭り会場でバザー開催

豊田支部

松井

することができました︒

ガラス製品から鮎釣り
用のタモまで沢山出品
していただきましたが
値段が安いのと︑有能
な売り子さんがいたこ
ともあって︑無事完売

石鹸・鉢植え・陶器・
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引きました︒

われました︒

一一︑前項の表彰は︑賞状

④その他前各号に準ず
る程度の不都合な行為

で出て行きました︒

②退職し又は解雇した

②過失により︑営業上
の事故又は災害を発生
させ︑会社に重大な損

第船条賃金支払の特

の他賞品又は賞金を授
与してこれを行う︒
︵制裁の種類・程度︶

︵徴戒解雇︶

を行ったとき︒．

④永年にわたり無事故

例として第毘条の規程
に拘らず請求のあった
日から７日以内に賃金

第而条制裁は︑その

第羽条次の各号の一

去る６月７日︑表浜
海岸の谷ノロの海で行

恒例の地引網を行う

︻支部だより︼

⑥前条で定める処分を
再三にわたり受け︑尚
改善の見込みがないと

②出勤常ならず改善の

罪の判決を受けたとき︒

③刑事事件に関して有

於いて所轄労働基準監
督署長の認定を受けた
時は︑予告手当︵平均
賃金の釦日分︶を支給
︵訓戒︒減給及び出勤

を支給する︒

範と認められる場合︒

に該当する場合は︑減
給又は出勤停止に処す
る︒但し︑情状によっ
ては︑訓戒にとどめる

④重要な経歴を偽り採

しない︒

停止︶

②前項によって決めら
②災害を未然に防止し
又は災害の際特に功労
ことがある︒

第ｎ条次の各号の一

れた基本給は︑月給の
％を以って支給する︒
のあった場合︒

①正当な理由なく︑欠

の上表彰する︒
①品行方正・技術優秀・

第三節 諸 手 当
第創条日給で決めら
③業務上︑有益な発明︑
改良又は工夫︑考案の

労務管理の重要ポイ
ントは︑労使間を密に

第帥条家族手当は同
れた基本給は勤務した
所定労働日数に応じて
あった場合︒

系尊族︑但し原則とし
て収入を有する扶養家
族は手当を支給しない︒

入の妻・満肥才未満の
子及び満ａ才以上の直

する事にある︒

一戸籍内に於いて無収
これを支給する︒

と認められる場合︒

⑤前各号に準ずる程度
に善行又は功労がある

を支払う︒

より行う︒

情状により次の区分に

勤を重ねたとき︒

は日割計算とする︒

第筋条従業員が採用︑
退職︑解雇のいずれの
場合でも中途に該当す
る場合はその月の賃金

②前項の規定は当該賃
金締切期間に於ける出
勤日数胆日に満たない
もの及び日雇の者には
適用しない︒

第田条通勤手当は毎

①死亡したとき及び停

①訓戒⁝始末書をとり

９時半頃には網張りが
終わり︑人出も多くな
り皆なで大漁目指して
大人も子供も一生懸命
②減給⁝１回の事案に
対する額が平均賃金の
１日分の半額︑総額が

ことがある︒

将来を戒める︒

月に行う︑必要に応じ

第五節昇給及賞与
第師条昇給は毎年○

１ケ月の賃金総額の１両

とき︒

は○○円を限度とする︒

臨時に行うことがある︒

の範囲で行う︒

素早く刺身・空
揚げ・焼魚等お
父さん達のお酒

年退職したとき︒

に該当する場合は︑徴
戒解雇に処する︒但し
情状によっては︑通常
の解雇又は減給若しく
は出勤停止にとどめる

第船条 売 上 奨 励 給 及

第銘条賞与は会社が

販売したものです︒

これは︑組合活動資金
の一部にするため︑組
合員より不用品を提出
していただき︑豊田支
部３役にて値付をして

③出勤停止⁝７日以内
出勤を停止しその期間

しました︒︸ず

豊田支部では︑横山興
業様が毎年実施される
板金祭りの会場の一角
を借りてバザーを開催
の業績を考慮した上︑

④徴戒解雇⁝予告期間
を設けることなく即時

毎年○月と○日に会社
従業員の勤務成績等に
応じて支給することが

解雇︾︒この場合に

び能率給は業務の成績
により設定し︑この際
その方法等については

ある︒

中の賃金は支払わない︒

第四節賃金の計算
第田条 月 給 で 決 め ら

②賞与の支給日はその

従業員と協議する︒

日通勤する者︵日雇を
除く︶で定期券を購入
するものに対して定期
券購入相当金額を支給
する︒但し購入費が月
額○○円を超える場合

蕊

れた基本給は︑その期
間の勤務に対して月給

平成４年７月１５日（２）
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愛
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社会福祉に一躍／葎嶋岬
〃献血活動健在なり〃

西Ｆ︲﹄部

一月年部勉強会開ノ︑
を使っての人工呼吸法
と心マッサージ法の実

！︲．．

ロ

質疑応答では︑指を

ｒ 言 工 屋 可 一 ｒ 宝 工 屋 司 丘 五 Ｆ 些 司 丘 五 Ｆ 畳 司 ｒ 宣 司 居 司 匡 司 Ｆ 弐 一 一 Ｑ 芦 一 言 一

よくわかりましたＱ

蕊:蕊蕊蕊

次第です︒ＫＭ記

これは毎年開催される
技能祭に提供している
チリトリ作品の事だと
思いますが︑私としま
しては︑永年板金業で
生活して貰えた事に感
謝の行為ですので︑か
えって申し訳なく理事
長はじめ各役員の皆様
の温情に感謝恐縮する

映ゆい気持で一杯です︒

思いもよらぬ事で︑面

県板総代会に於いて
感謝状を頂きました︒

森田広次氏

︾︾感識撫瀞詮

松井

にお開きとなりました︒

祝賀会は和やかな内

ことと思います︒

また︑ご本人も力強い
お礼の言葉を述べられ
今後益々ご活躍される

一る２月９日︑岡崎技術工学院で開催された第狸回全板連青
年部技能競技大会に於て︑高柳板金工業の平瀬秀樹君がみごと
優勝されました︒県青年部岡崎支部はその報告を兼ねて︑５月
型日レクワールド岡崎で祝賀会を開催した︒
岡崎技術工学院・山本理事長様の来賓挨拶より始まり︑県板青
年部担当・山本清様︑岡崎の組合長・石原銭司様︑直接指導に
当たられた杉浦彰先生と順次お祝いの言葉を述べられました︒
中でも杉浦先生のお話は大変興味深く︑平瀬君本人の心の動き
とか︑平瀬君の回りで協力をしていただいた人達のことなどが

灘蕊

技指導が行われました︒
切り落した場合の処置︑

希︑中川港の棚橋敏光・

識Xi賀

５月虹日西尾市内平
坂勤労会館に於いて︑
〃現場での救急処置に
ついての講習会″が行
われました︒

日射病と高所より転落
した場合の緊急処置な
どの質問があり︑参加
者の熱意が伝わって来
る様な充実した講習会

れたものと思います︒

でした︒

なり開かれた︒

私達は常に仕事では
安全第一に心掛けてい
ますが︑運悪く事故が
発生した場合に迅速に
適切な処置ができる様
にと︑青年部が中心と

私達は︑事故のない
様に安全作業を心掛け
ていますが︑今回の講
習を受け︑増々安全に
対しての意識が高めら

名でした︒

講師に西尾消防署の
消防士の方々の協力を
得て︑参加者は青年部
員・組合員・問屋の蛇

青年部・毛利
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内容は︑①三角巾を使
っての止血法︒②人形

一・原田重夫︑西尾の

青年部ＯＢ会開く

服部正良︑熱田南の小

を潤した︒

員で活躍されている方
々で︑迫年を振り返り
青年部時代の話題に時
を忘れ生ビールがのど

I癖幽講溌輔緬$鯛癖閥8¥蝉

選べます三つの献血

ス／成分検査も出来
るとの事︑一石二烏で
大いにメリットがあり
喜ばれているとの報告
である︒

愛の献血はあなたの
健康管理にも役立ちま
す︒尚︑後日提供して
頂いた方々には血液セ
ンターより検査結果の
資料が届きますので︑
お楽しみに︒

広げよう献血の輪／
次回の献血をお待ちし

ています︒沼犀

６月加日山小雨の

野寺俊等現在県板役

石川清︑西春の水谷慈

Ｂ及び現役有志の集い﹂

中︑午後より名古屋浩
養園へ青年部のＯＢ約
如名が﹁愛板青年部Ｏ

長が幹事を務めた︒

して閉会した︒鈴木

この後栄の美人座に会
場を移し生バンドをバ
ックに楽しい一時を過
し次回のＯＢ会を約束

を開いた︒この集いを
開いたのは碧南支部・
高橋銀吾元部長︑西尾
支部・烏居松男元副部
５時にＯＢ・役員有志
が集まり高橋幹事より
開会の挨拶︒知多の青
木久治・後藤啓介︑東
三の平松良之・山下修

礎

鱒

迦祁献血・柳祁献血及び成分献血
当知多支部は︑年間
行事の一環として毎年
初夏に実施し︑今回も
献血企画部員が支部員
に呼び掛け︑去る６月
Ⅳ日㈱午後より半田市
内の㈱武豊屋の施設の
提供を頂き実施したも
のである︒当日は好天
に恵まれ出足も好調で
提供者には退屈させま
いとハズレなしの福引
クジも用意された︒お
互に自分の健康状態を
知るのも絶好のチャン

ＡｉｃｈｉＢｌｏｏｄＣｅｎｔｅ『
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編集後記

たのは皿年位前と思う︒

【床旦丑作式クＬ−ンの‑例】

平成四年度
全国安全週間実施される／

時︑地元の数人から﹁あ

た︒しかし地元住民に
は余りに早い生活環境
の変化に対応するのは
大変だった様だ︒ある

一篇ノ画

委員六名出席
午後五時終了⑧

六月二十六日燭曇
二六三号編集会議

間もなく参議院選挙
が始まる︒政党にとら
われず正常な考えの人
を選ぶ絶好の機会だ︒

しなかった点にある︒

と思う︒先の国会でＰ
ＫＯ法案が可決成立し
たが与党である自公民
の先生方は牛歩戦術や
議員辞職願いを提出し
た社会党を民主主義の
根源を踏みにじったと
非難した︒しかし冷静
に又公正に考えてみれ
ば︑本当は自分達が非
難を受ける方であると
思う︒なぜならば︑法
治国家の原点である憲
法第９条を正しく解釈

党だからロクなヤシは
おらん﹂と強い調子の
言葉を聞いた︒私は支
持政党無派だから共産
党を弁護するつもりは
ないけれど︑これから
益々進む老齢化社会等
に役立る為福祉の勉学
に励む若者達をその様
な言葉で非難するのは
少々酷ではないだろう
か︒此の人達にどの様
な先入観があったのか
知らないが︑今時共産
党だから〃悪″の考え
方は時代感覚にズレを
起こしており︑余り偏
った考え方は良くない

造)この購習のうち、技能特例講習については法令により､平成４年９月３，日までです。
技能特例潟習の期限切れ近くになりますと､受講できなくなる場合もありますので､早めに受調されることをおすすめします。

▼スローガン▲

詮声亘０

様々な店舗が開店し︑

翠屋

つ脈

汀５
坐延

一団

一一報ｑ扉

計弱間

の学校は共産党の大学
だげな︑困った物が来
たもんだ﹂とか︑愛板
名古屋連合の組合員に
は﹁日福の学生は共産

『零雪=：

校舎の建設と共に民間
の学生寮が雨後の竹の
子の様に建ち並び︑国
道沿いには学生目当の

６時腿

災害ゼロの明るい職場〃

かつ．この移助式クレーンの画転の黄務に１ヵ月以上

〃設備と作業の安全で実現しよう

者尋

６月釦日迄

従事した隆験があり．かつ.亘両系遮瞳砲減〈璽地

２飼間

名鉄知多新線は校門近
くに駅を配してそれま
での静かな集落は若者
の活気ある町に一変し

両系波蒋項禄(廓体用)の画丘の更務に3ヵ月以上

人の入れ知恵や話しを
鵜呑みにして自分勝手
に発言する人︑とにか
く物の考え方は人それ
ぞれである︒私の住む
知多半島の中程に美浜
町奥田地区がある︒海
が近く緑の多い静かな
丘陵地に日本福祉大と
付属高校が移転して来

３−２平匡２年ョ月?､Ｆ１雫でに.騒体璽亘か３ｔ以上の亘

準備月間Ⅱ６月１日

6莞間

え冷静に判断する人︑

[不憾陸菰糠宣の一例］

１

Ｆ

日本は民主主義国で
ある︒何を話そうと何
を信仰しようと自由で
ある事は言うまでもな
い︒思慮分別をわきま

ある霜

は問題は除かれますが︑

のではないか︒

検討する課題ではなか
ろうか︒事業所に適合
した安全施策を樹立し
災害事例の再検討を充
分に把握し︑危険予知
活動を深め︑更に理解
度を深めお互に最善を
尽くす事に意義がある
５町間

Ｌ ■

■
Ｆ

鯵，駕謡鐙技能特例講習の受講はお済みですか〃

本週間１７月１日１７月７日迄

７

こ淫数年︑労働災害
に於ける死亡災害は一
向に減少する傾向にな
く︑とりわけ建設業の
死亡者は全産業の死亡
者数の約如％を占める
など憂慮すべき状態と
なっている︒県内に於
いての昨年の発生状況
を見聞するに︑休業４
１

日以上の件数は蝿件︑
の事態となっている︒

移動式クレーンの画丘の頭務の特別駁画専を圧了し、

篭

･頭滋･狼込み用乱ひ握剛用）技廃鋼冒を修了し危

'〕［ブレーカの一例〕

両系返瞳威硫(胴体用）の廻転の距務に３ヵ月以上

81硯間

票
皇農 睡

を行う︒

通転の業務

従軍した蛭験の語る詞

車両系建設椴械(解体用=プﾚｰｶ)の

Ｈ関係事業者に周知す
ると共に安全管理セミ
ナー等の実施やパトロ
ール等自主的災害活動

及び参加勧奨を行う︒

㈲災害防止大会の開催

３−１平J正２年９月３０日までに.孤体亘厘か３ｔ以上の璽

(3)機体薗量が3t以上の

ある町

導蓋

i足軍した蛭験のある堀

運転の業務

㈲事業者が行う事項と
して災害ゼロ運動の推
進及び死亡等︑災害事
例の労働者への周知等
による教育を強化し︑
安全意識を喚起する︒

高所作爽軍の画転の函務に３ヵ月以上;里軍した廷豆の

高所作業車の運惹の粟務

死亡件数は皿件と最悪
このような状況に鑑み
全国安全週間を通じて
事故災害ゼロを目指し
て組合員の皆様に呼び
掛け︑これらの趣旨を
理解して頂き︑それぞ
れの立場で職場の安全
を試み︑末端迄周知撤
底して頂き︑意義ある
週間にしたいと願うも

‑例］１．平旺2雲９月30白までに、つり上げ荷厘が５ｔ未璽の

《4)つり上げ荷重が1t以上
５t未満の小型移動式ｸﾚｰﾝの

技能特例講習の受講資格及び謂習跨間(以上）
技能講習・技能特例講習区分

頭地互毒画の画丘の冨罵

不竪他覆勝車の運転の業務

のです︒大手ゼネコンに

画機械設備の安全点検
作業標準の見直しを行
ない︑災害発生の要因
これらの週間を通じ

を排除する︒

ご安全に／沼嘩

て安全作業及び健康管
理にと︑併せて寄与出
来れば幸いに思いま玄

己亭厩２年ヨ月30日程郵弓

(2)最大積斌量が1t以上の

章
一
言
=
尋

運転の業務

５平成２＝９月30日までに、つり上げ荷国か５ｔ以上の

(
5
)つり上I病重が5t以上の
床上操作式ｸﾚｰﾝの

出入りしている方々は︑

安全なくしては工事が
着工出来ませんが︑そ
れ以外の元請は余り感
心がなく︑設備も予算
の関係で業者扱いとな
るケースが多く︑勿論
有資格者にて施す場合

[高調程粟軍の･･例］‐時

１
l

Ｉ

ｉｌ平成２年９月30白玉でに、作更床の雇さが10ｍ以上の

(1>作業床の高さが10m以上の

平成４年７月１５日（４）
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