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愛 知 県
板金工業組合

北山町３−８−６
電話７３２−１２２６

名古屋市昭和区

本三重県板理事長の開
会歓迎の挨拶の後︑桑
山会長︑臼井全板連理
事長の挨拶に続いて︑

■雨漏りの原因は！■

室【Ｂ図】を脱明するビデオの１シーン

段図冒１１１．暦図劃

（

この後︑懇親会が行わ
れ久し振りの出会いに
親睦を深め︑午後四時

散会となった︒

こんな記事の後には
板金組合に加入してい
る板金工事店はそのよ
うな仕事はしていない

ので工事のご用命は︑

たいと思う︒

組合加盟店に依頼して
ください︑というよう
な記事を載せてもらい
＊この記事によると埼

玉県の埼玉建設セン
ター事業共同組合が消
費者のためのよりよい
すまいづくりのアドバ
イスとしてビデオにま
ビデオは︑手抜き工

とめたものである︒

て︑工程通りに作業が
進んでいれば︑当然︑

壁のラスが上になるは

掛けることがあるが︑

しかし町の中でも見

ずである︒

﹁続・住まいの新築手
者選び﹂︒

抜き工事防止と賢い業

︵以上中日新聞から抜粋︶

善を求めている︒

しかし自分の仕事に
誇りを持ち︑責任ある
仕事を施主や工務店に
提供︑販売している組
合員はラスやフエルト
を少し浮かせて水切り
の立上がりをフエルト
の下にすくいこみ雨漏
りの原因になるような

になってしまう︒

新聞の図によると屋
根の下葺きルーフィン
グや取り合い水切りの
立て上げが︑壁のフエ
ルトやラスの下に差し
込まれていないために
雨漏りの原因になる︑
手抜き工事である︒

愛知県板の組合員に
は︑すでに﹃保証制度

工事はしないと思う︒

このような仕事は作
業工程が悪いために順
序が逆になるのであっ

その上にカラー鉄板を
取り付ける︒このため
瓦工事が遅れたりのし
水切りが遅れたりする
と内部作業の関係でフ
エルトやラスエ事が先
行して水切り鉄板が遅
くなり図のような工事

切りの下地木を打ち︑

建物が建っても屋根が
ちっとも葺かれずほっ
てある現場を見ること
がある︑そんな工事現
場では有り得ることか
もしれない︒金属屋根
やカラーベストの屋根
で板金店が施工した屋
根なら有り得ないと思
うが︑日本瓦や陶器瓦
など瓦屋さんが施工し
た屋根は︑のしを積ん
でその上に雨押さえ水

事を見抜く方法を一般
向けに分かりやすくま
とめた一作目の続編で

﹃板金工事の手抜き﹄

種

Ｉ

ｒ画の手姪
雨詞Ｕの原困となる厘掴の仮金

に就任した︒
大手住宅メーカーが
なお副会長・会計担
中小工務店にほとんど
当は︑平野愛知県板理
の施工を下請けに出し
睡種／Ｉ︑︷剛︾
事長が選任された︒
てしまう丸投げと呼ば
また平成六年の全板
﹁手抜き工事の実態 れる現在の建築請け負
大 会 は ︑ 中 部 ブ ロ ッ ク をズバリ﹂こんな見出 いの実態に着いて解説
担 当 に よ り ︑ 福 井 県 で しを図入りで新聞に紹 されている︒特に▼大
手が中小工務店に発注
開催される事に決定し 介 さ れ た ︒
中日新聞四月十四日 する額が︑客から受注
ているが︑大会成功に
むけ中板協︵中部ブ 朝刊Ⅳ面生活けいざい した金額よりもはるか
に低い▼大手は︑広告
ロック︶が協力しあい︑ らんに掲載された記事
である︒
など集客に資金を投入
各県板全員参加の意気
共同保障事業をより し︑契約までしか気を
込みで取り組む事とし︑
地 域 一 般 の 人 々 に も 参 以上推進させようとし 配 ら な い ▼ 下 請 け 工 務
加してもらい業界のＰ ている板金業界にとっ 店 は ︑ 施 主 で は な く 大
Ｒに役立てたいとの要 ては迷惑な記事である︒ 手のほうしか見ていな
い１１など︑手抜き工
請があった︒
事の原因を指摘し︑消
費者に注意を呼び掛け
るとともに︑業界へ改
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中板協・第十五回

板県四日市市﹁四日市プ
三重県板小村専務理事
を議長に選出して議案

中部板金工業組合協
議会は︑去る四月十五
日午後一時より︑三重
ラザホテル﹂にて代議
員四十三名の出席を得
審議に移る︒
平成四年度事業報告・

なった︒

決算承認など︑提案さ
れた六号議案まで︑す
べて全員拍手で承認と

て総代会を開催した︒

員十一名が出席︒

愛知県板からは︑理
事長︑副理事長︑代議
毎回各県板が持ち回

愛りで開催 さ れ る 関 係 か
ら今回は一一一重県板の担

今回は役員改選期に
あたり︑桑山会長が勇
退され︑代わって鈴木
静岡県板理事長が会長

《挨拶に立つ鈴木新会長》

当で設定がなされた︒

蝿

鎧

定刻︑三重県板事務
局長の司会で開会︑柳
騨鰐ﾘｵ鱗

発行広報委員会
》

《 総 代 会
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ならない・

適用の店﹄という看板
が届いていて店先に掲
示してあることと思う
日頃から責任ある仕事
をしている私たちが新
聞で報道されたような
工事があってはならな
いし手抜き工事などと
いわれるような工事は
水切り工事ばかりでな
く請け負う工事すべて
に手抜きなどあっては

とになる︒

下請け体制も批判さ
れているが︑この下請
け制度にもいろいろな
ケースがあり一概に悪
いとはいえないが下請
け︑孫請け︑ひ孫請け
と下になっていくと予
算もなくなり質をおと
すこになってくるので
はないか︑このような
下請けは良い仕事がで
きなくなり︑強いては
手抜き工事に繋がるこ

たり情報交換をして︑

こういう時こそ組合
員が協力し合い応援し

うのではないだろうか︒

組合員ど・うしの足の
引っ張り合いなどない
ようにしなければお互
いに自分達の職場を自
分たちで悪くしてしま

板金工事に誇りと責
任を持った良い仕事で
消費者に答えなければ
次代の繁栄はないだろ

うと思う︒鷲見収

＋賓全メモ
安全への認識をあらたに︑

とは︑

一・上司からの連絡事項

るみで努力した結果︑

死亡皿件︑休業が班人
はないか

で︑

⑥本日の﹁指定指差呼
称﹂の唱和
⑦﹁ゼロサイン﹂の唱

あるか

一・作業にどんな危険が

④安全のポイントは

害ゼロでいこう
以上の如く手順を踏
まえ末端まで徹底する
事が望ましい︑一度試

一・今日も一日事故・災

和

一・今日の安全ポイント

してみては︑

一・作業分担を明確に

と減少したのである︒
︵愛知県全体では死亡
一・報告を受ける事項は

一・必要な保護具の種類

常日頃安全に対する

船人︶

認識が必要なのでは︑

着装場所は︑

手順及び要領を身につけよ！

快 適 な 職 場 環 境 を 保 ち ︑ 県板組合員一同が新た
な認識を胸に﹁ＳＡＦ
ＥＴＹ錨﹂でお互い誓

意欲や︑興味を持たせ︑

い合いたいものです︒
﹁身近かな異変を感

◎要領としては次の事
柄を遵守することが
のグループリーダーが

◆問屋会シリーズ◆
山善会

風変わりな車上総会

する

中心となり全員参加の
上︑必要な事を説明指
示し討論した結果を全
員が納得して作業に着
手する事を必要条件と

一一リーダは随時徹底事

ロリーダーが不在の代
理者を決めておく
ハ作業変更時や予定よ
り早く終った時の指示
について決めておく

項をチェックする
ホミーティングは規則
正しく行うこと

員には︑再教育を施し︑

以上ミーティングの
手順と要領を説明しま
したが︑それぞれの事
業所に於いて︑今一度
安全に対する施策を見
直し︑新入社員教育を
充実させ︑従来の従業

末端に至るまで浸透さ
せ︑事故防止に最善を
尽くして頂き企業の繁
栄に結びつけて下され

ば幸いに思います︒
沼犀

総会となった︒

かみしめたようだ︒

気が投合し︑それぞれ
の思いを胸に旅の味を

待った甲斐があった
か︑フェリーは一路目
的地へと︑周囲は暗く
視界はとれず︑バスは
一路ホテルへと︑到着
７時妬分︑早速旅の疲
れを温泉に浸り体を癒
やした︒懇親会も通常
と一味違った酒宴︒日
頃の喉を競い合い︑意

事を併せて祈願した︒

ＫＮ．

会を望み解散となった︒

いよいよ旅も終りに
なり展望する景色も緑
に包まれ︑私達の心も
和ごましてくれている
かの様に︑快適そのも
の︑家族への愛の贈物
を手に手に︑来年の再

画を見るような光景︒

今回は役員改選もあ
翌朝は︑天候に恵ま
り︑審議に熱が入りす れ観光へと車は島を一
べ て 順 調 よ く 可 決 さ れ 周するかの如く︑先づ
た︑満足感に満ち溢れ は孔雀園︑オリーブ園
ていた︒乗船までは若 と寒霞渓へと︑ロープ
干侍時間に余裕があり︑ ウェイに乗車︑車窓か
赤穂城跡︑大石邸及大 ら下界へ眺めると絶壁
石神社など参拝し︑四 の数々︑あの思いも深
十 七 居 士 の 冥 福 を お 祈 い二十四の瞳︑映画化
りし認ありしの面影を され物語を偲んだ人々
偲び︑私達の旅行の無 も！瀬戸内海の海も静
かで︑遠くの景色も絵

の総会が危ぶまれ︑急
速狭まいバスの中での
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一．みんなが納得するま

るまで︶

一・禁止事項は

技能の習得に援助を借
まず︑価値感のある職
業である事を認識させ
る事に意義があるので

⑤意見を聞く︵確認す

の手順を紹介
①あらためて挨拶︑
一・人員の確認

一・従事する作業員の健

康状態の確認︵各人に
質問して聞く︶
一・服装のチェック
とは︑

②みんなに知らせるこ
一・作業場所の内容・工

した︒

次の便を待つ事としき
り︑予定時間より３時
間遅れとの﹄｜到着後

前に出航したとの事︑

バスは一路目的地であ
る小豆島へと向うが？
濃霧にさえぎられ︑視
界は取れず欠航となっ
た？思案の結果︑赤穂
港からは就航している
との報︑早速次の船着
場へと︑ところが数分

雨が降りしきる中︑

る︒

去る３月型︑妬両日 く︑技術革新の進歩に
㈱山善︑︵山田社長︶
感銘を受けた︒我々が
日常携わっている板金
では親睦団体で構成さ
れている山善会がある︑ 作 業 は す べ て 手 作 業 で
今回は研修を兼ねての 考 え さ せ ら れ る 事 し き
懇親旅行並に総会を催 り︑しかし立派な職業
であることは云うまで
もなく誇りに思ってい
程︒方法

今回はフェリーを利用
する関係で集いは時間

午後は雨との事で︑予
測はしていたが︑今回
の企画は︑工場見学で
タキロン㈱の御好意に
より実現した︒塩ビ波
トタン及雨樋の生産工
程の見学と︑多種多彩
の建築資材︑用途別の
取扱品目の説明︑化学
の変遷は永遠に限りな

天気予報によれば︑

厳守との会長通達︑︵尾
張時間は御法度︶

一・接点での作業の有無
一・災害・事故のニュー

︵類似災害の防止のた

ス

め︶

一・パトロール等の指摘

③みんなに指示するこ

必要となる︒

じとれ︑その感性が事

３

４日以上の休業災害は
１

仙人となっていたが︑

監督官庁の指導を得な
がら安全活動を企業ぐ

故を防ぐ﹂

はないかと考えます︒

はあるが︑健保︒年金
・基金などの負担を半

◎毎朝のミーティング

額にするとか︑現在特

それらが企業の繁栄に
結びつく一つの方策で
はないか！

不況を映してか︑最
近の新聞︑テレビ等々
に於いて報道され︑連
日のように円高トップ
のニュースで輸出産業
の減退︑一方では人員
削減など経済界に不安
を募る事しきり︑合理
化が叫けばれている今
日︑企業によっては政
府より雇用調整の恩恵
を受けられる業種もあ
るが︑私達の所属する
業界は︑それらの制度
の恩恵を受けるには程

慣や︑風習を除去し︑

福利厚生面に重点を注
ぎ︑働きやすい職場環
境を整備する事と︑習

しかし一部では上向 に問題となっている労
きの現象が見られ︑そ 働 時 間 の 短 縮 な ど ︑ 諸
う深刻にはとの節もあ 問 題 が 山 積 し て い る 今
る︒さて人あまりの今 日 ︑ 一 つ 一 つ 解 決 せ れ
日︑今春学窓を巣立っ
ばと思う︒
た若年層は一体何処へ︑
私はこれらを踏え︑
やはり従来通り高令者 労働災害の撲滅に推進
に依存するのか︑限界 する事が近道と考えま
があるのでは︑これら すが︑如何なものか︑
を打破するには︑体質
﹁災害は忘れたころに
改 善 が 必 要 に な っ て く やってくる﹂
るのは必然的に訪れて
私の在住する知多に
来るのは時間の問題で 於いて所轄の︑労基署
はないか？
の発表によれば平成３
先づは雇用対策と︑
年度は死亡災害旧件︑

企業の大小によって
異るが︑福利厚生面に
於いても︑色々と種別

遠い存在である︒
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やせたい気持ちが高
じて起こる﹁拒食症﹂

が子供たちの間で増え
てきています︒小児科
でも︑胆年ほど前まで
は拒食症の子供を診る
ということはまれでし
たが︑最近では珍しい
ことではなくなってき
ています︒拒食症の大
半は︑歳代から加歳代
の若い女性で﹁思春期
います︒しかし︑最近
特に問題になっている
皿歳前後︑つまり小学
校の中・高年の子供た
ちに拒食症が発症して
きていることです︒
また中学生以上に︑
﹁たくさん食べて︑し

かもやせたい﹂という
気持ちから起る﹁過食
症﹂が増えてきている
のも︑最近の傾向です
拒食や過食は︑どち
らも﹁やせたい﹂とい
う共通した願望から起
る食行動の異常なので

初経後の女子の場合に
顕著な症状として起る

その結果︑月経周期が

ンスが崩れてきます︒

力感などの症状が起

ろ不明です︒とにかく
この様な場合は早く栄
養状態をよくする治療
を行うことが大切です
拒食症になると︑体
に必要なあらゆる栄養
素が不足し様々な障害
を起こします︒中でも
筋肉を動かすのに必要
な栄養素であるカリウ
ムが不足する︵低カリ
ウム血症︶と︑全身の
筋肉が低下し疲れやす
くなったり︑手足の脱

低栄養状態が続くと︑

￥

視床部や下垂体が悪響
を受け︑ホルモン分泌
が異常をきたし︑バラ

かがわかりますので︑

こったり重症の場合は
心不全を起こして突然
死するケースもありま
す︒本人はこうした体
の変化になかなか気づ
きませんが︑血液検査
をすれば全身の状態が
悪くなっているかどう
早く対応して治療する
ことが重要です︒カリ
ウムは果物や野菜に多
く含まれています最近
の若い女性にはご飯を
食べなくても︑野菜や
果物は食べるという人
が多いようです︒過食
症の患者さんは食べた
ものを吐いてしまった
り下剤を乱用すること
で︑胃液に含まれてい

︲ｌ
排出してしまいます︒

るカリウム﹄体外に

ふさぎ込む︑友達と遊
ばない﹂等行動面の変
化がまず表れます︒拒
食症のきっかけも︑子
供の場合はストレス等
による心因性食欲不振
から始まることが多い
のです︒食べないから
といって食べることを

場合は﹁無口になる︑

拒食症の治療は子供
達が発するサインを早
く見つけることが必要
です︒思春期に多いや
せ願望とは別に子供の

す︒

従って︑低カリウム血
症については過食症の
ほうが︑拒食症よりも
深刻な問題だといえま
す︒何らかのストレス
が原因で拒食症になる
と食べないことによる
低栄養状態が︑さらに
イライラ︑集中力欠如
などの不案定な精神状
態を招きます︒拒食症
は心と体が互いに関係
しあって︑悪循環を起
こしながら進行してい
くのです︒きちんとし
た食生活に戻れば症状
は治りますが︑拒食で
やせが進んだり過食が
習慣化した場合は︑治
るまでかなり時間がか
かります拒食症のサイ
ンを早く見つけて適切
な治療が必要になりま
○

部や一・一体から分泌さ

乱れたり︑無月経に
なったりします︒また
拒食症による栄養不良
で︑脳が萎縮する場合
があることもわかって
います︒これは急激に
体重が減ったときに︑

脳が低栄養や脱水状態
に陥っているために起
こると考えられていま
す︒拒食症の患者さん
の脳の断層写真をみま
すと︑萎縮のため︑大
脳のしわといわれる脳
溝が深くなったり︑脳
脊髄液がたまっている
脳中央の脳室の部分が
大きくなったりしてい
ます︒萎縮した脳は栄
養状態が改善されれば
元の状態に戻りますが
体のいろいろな部分が

ぼすかは︑現在のとこ

﹁無月経﹂です︒これ 発達する時期に脳が萎
は拒食症の診断基準の 縮 す る と い う こ と が ︑
一つにもなっています︒ 将来にどんな影響を及

れにより不整脈が起

こってきます︒低カリ
ウム血症での一番の問
題は心筋細胞の代謝が
障害されることで︑そ

れる性腺刺激ホルモン
食症
の影響を受けて起こり
ます︒思春期になると
響 を 及 ぼ し て い る こ と これらのホルモンの分
があげられます︒また︑ 泌が活発になってきま
す︒ところが︑ストレ
スが強くなったり︑や
せが進行して体全体の

特に小さい子供たちの
場合は︑受験戦争など
さまざまなストレスが
﹁心身反応﹂が強くなっ

原因となって起こる
て︑拒食症になるケー
スもあります︒

拒食症になりますと
当然︑栄養のバランス
が悪くなり︑体全体が
栄養不良の状態に陥り
ます︒また過食症の場
合は︑食べても自ら吐
いたり︑下剤を乱用す
るという結果になりま
す育ち盛りの子供が拒
食症になると︑成長が
止まるなど︑体全体に
さまざまな障害が出て
きます︒例えば︑平熱
が低い低体温・脱毛・
貧血︒徐脈︒低血圧な
どが起こります
拒食症により︑栄養
のバランスがくずれ体
全体に様々な障害︵低
体温・貧血など︶が出
てきますが︑特に重要

や︐せ症﹂ともいわれて

﹁神経性食思異常症﹂

月経は脳にある視床下

視されていますのが︑

と表現したほうが適当
でしょう︒こうした患
者さんが増えてきてい
る背景には﹁やせてい
る女性が美しい﹂とい
う現代社会の風潮が子
供たちの社会にまで影

強制すると周囲への反
発心から﹁食べてやら
ない﹂と云う気持ちに
なって拒食がさらに悪
化します︒拒食症のサ
インは子供が﹁自分の
受けているストレスを

周囲に分かって欲し

い﹂と云う気持の現れ
でもあることを特に家
族が十分に理解するこ
とが大切です︒そして
早く専門医︵心療内科
精神科︶を受診するこ
とです︒子供の精神的
な問題を解決すること
が治すきっかけにもな
りますし︑今後の為に
も重要です︒子供が受
診を拒む場合はとりあ
えず両親だけでも受診
して︑家族と医師が一

ら﹁栄養﹂と同時に﹁愛

体で協力することが大
切です︒子供は﹁食べ
る﹂ことを通して親か

と思われます︒

情﹂を摂取するという
関係がありますが︑最
近では食卓が家庭のだ
んらんの場でなくなっ
ている傾向がみられま
す︒家族の愛情交流が
乏しくなることも拒食
症などの増加の原因だ

親にとっては︑子供
がたくさん食べてくれ
るのは嬉しいものです
がおだてたり強制して
干渉しすぎるのはよく
ありません︒食事を通
して子供の基本的な自
信や他人への信頼感を

井藤

育てたいものです︒

た︒

豊田松井

この後︑平野理事長よ
り板金業界の現状につ
いての講演がありまし

れ総会は終了しました︒

平成５年度の事業計画
として
①新年親睦旅行
②豊板会ゴルフコンペ
③親睦ボーリング
④各主講習会・研修会
⑤組合バザー
⑥共同購入斡旋
⑦県板・全板新聞配布
⑧県板行事への参加
等の項目が可決採択さ

豊田板金工業組合定時総会

〃園〃︑夕田〃︑〃︑②︑ク︑グ︑ク︑〃︑ク︑夕︑回︑画︑〃︑回︑グ︑グ︑ロ︑ク︑〃︑夕︑一

されました︒

青年部報告︑建設連合
会報告が順次可決承認

計報告︑会計監査報告︑

平成４年度豊田板金工
業組合の定時総会が豊
田市柿本町の﹃豊田セ
ンチュリーホテル﹄に
於いて県板より平野理
事長をお迎えして開催
されました︒西俣副組
合長の司会により開会
した総会は︑甲部組合
長の挨拶の後︑議長に
松井繁氏を選出して議
事に入り事業報告︑会

平成５年４月ｕ日︵日︶
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兼ねて実施した︒

あいにく朝から小雨
降る中︑組合員Ⅳ名参
加により︑江南よりバ
スにて昼神温泉に向け
途中︑島崎雁村の生

て出発しました︒

地︑小説﹁夜明け前﹂

で知られる中仙道馬篭
宿︑本陣︑脇本陣︑出
梁造りに竪繁格子の家
が並ぶ妻龍宿を各自散
策した︒

ぐ風景でした︒

妻寵宿を後に一路昼
神温泉へと向かった︒

旅館到着後︑直ちに
石井副支部長の司会に

Ｆ

一 壱 一

朝各々がみやげを手
に手に旅館の人に見送
られ︑リンゴ並木の飯
田へ向かい︑日本の八
割を生産している地場
産業の水引の工業館を

いでした︒
翌日は寒の戻りで︑
雪の舞う一日︒

踊り︑ゴルフ自慢等で
アルコールも進み︑不
景気をも吹き飛ばす勢

る︒

毎年技能の習得に励
む︑職業訓練生の作品
と︑職業訓練施設を紹

介した︒職業訓練展

門学校では︑ターレッ
トパンチプレスという
機械を使い胴体部分を
切り抜いていただき大

例年職業訓練展での
即売品は︑市価の半値
以下という事もあって
人気が集まり︑燈篭も
午前中に一つ残らず完
売し︑製作にあたった
部員達も︑とても喜ん

変助かりました︒

上がりました︒

個人の作品には胴体
の部分に家紋の打ち出
しなどをし︑それぞれ
個性のあるものが出来
さらに前回青年部主
催の黄銅釣燈龍の講習
に参加していただいた

得る事ができました︒

・展示と即売・﹂が西
三河地区では︑岡崎技
術工学院において開催
されて︑当青年部岡崎
支部としては︑黄銅釣
燈龍の製作をし︑即売

ムーズに進める事がで

人もあり︑作業もス

のものという事で製作
に協力︑部員の方々に
お願いしましたが︑十
五人もの参加者が集ま
るかの心配もなく︑た
くさんの方々に協力を

品とすることに決定し︑

い気分であった︒これ
はまずい事になったと
後悔の念が頭を持ち上

夢の中での出来ごと

ければならない︒・

られた職責は果たさな

約束事や社会生活で
の一般的な常識は尊守

バコでの作業などなど︑

他にも︑車の窓から
のポイ捨て︑酒席でよ
く見掛ける食器を灰皿
にする行為︑くわえタ

岡青稲垣

でいただきました︒

儒坤叱岬柵柵ｉ坐

午後五時三十分終了③

委員十名出席

二七二号編集会議

四月二十八日水雨

だろうか︒

人一人が社会生活の常
識を身に付けたときに
本物の先進国日本の国
民と言えるのではない

が狭くなる︒
先進国日本の国民一

愛煙家はますます肩身

ない一部の人間の為に︑

数え上げればキリがな
い︒でも決して喫煙を
否定しているわけでは
ない︒一服のタバコに
よる精神的な安らぎの
効果はよく理解してい
るし︑人類の考え出し
た最高の噌好品である
と思う︒ただ残念な事
に︑マナーをわきまえ

再ｈ￥罫︑畢含川辿幹︑埋今六Ｍ客佃樫きい陛容︑￥言仙塁容仙塁一六Ｕ毒云︑誕舎胤誕窟凧語冠口毒四凧誇冠口営吋巴霊慰口ぎげ呉冒園旧呉雪咽鍔閣限寓旧翌園唄︻慰巳謹睡唖員睡旧要旧謂塁審い︽冠哩写唇旧︽芯旧語慰凧巽謝︑苓高旧︽暦唖︻慰口雪四凧播悪阻鶏試旧藍薗唖興旧患い患僻忌蚤心口蚤咽雪口畠晒皿零房日蚕ご口語冠旧患暦巳毒旧皇

又︑岡崎高等技術専

きました︒

一人あたり二個の燈篭
を製作し︑一個を即売
用に︑もう一個は個人

八﹄編集後記︼
タバコをやめて八年

でやれやれである︒

げた所で目がさめた︒

に向けて帰路に着いた︒

やめるにあたって今後

﹁健康のため﹂であっ

するのが当然であるし︑

う資格はない︒

所が先日︑その誓い
が破れてしまった︒

役職におい．︺︑与え

まったのだ︒すごくい

タバコを吸ってし

には自分はもとより︑

いい加減な態度や行動

に柔軟性がないから︑

また︑小生は性格的

たがいずれにしても︑

の人間は信用しない︒

人の事でも批判的にな
るし︑特にご都合主義

その時のやめる理由が

が過ぎようとしている︒

江南に着く頃には雪
もやみ︑皆明日からの

タバコの話しから横
道にそれてしまったか
ら元に戻すとして︑先
日栄の交差点で信号待
ちしている時︑なにげ
なく道路に目をやって
驚いた︒あたり一面タ
バコの吸い殻がいっぱ
いではないか︒栄かい
わいと言えば名古屋の
シンボルであり顔でも
一本のタバコも口にし
ないと誓いをたてた︒

あるはずである︒

仕事に闘志を燃やし︑
家路に着いた︒

やめてから一本も手に
していない事だけは自

られて来た︒

たと思う︒それまでは
馬桃腺が弱く風邪気味
になると必ずノドに来
た︒でもタバコをやめ
てからはそれがピタリ
となくなり八年過ぎた
現在も変りはない︒ま
た︑最初の誓いも酒の
席や友人達からよく誘
惑されたが負けずに守

日本人のモラルの低
さを象徴している場面
であると共に︑辺りか
まわず吸い殻を投げ捨
てる人間にタバコを吸

信を持って言える︒

この事を友人達に話
したら︑まだタバコに
未練があるからそんな
夢を見るのだ︑と言れ

光苔で知られる光前寺
拝観を終え︑一路江南

イスキーエ場の見学︑

この後身震いしての
お菓子の城︑マルスウ

に一度参詣されては︒

この話を住職が︑お
副支部長大脇康孝氏
会 計 石 川 鐘 吾 氏 もしるおかしく次から
︵広報兼任︶︑ 次へと漫才師以上に説
宴会では︑カラオケ︑ 明して下さり︑笑いの
オンパレード︒話の種

支部長松永忠義氏

平成五年度新役員

1←

︑説
説明
明し
し﹄
ながら︑
見学︑

ローチの実演︒

あざやかな手
捌きで仕上ら
れる水引のブ

今井文支部長挨拶︑県
板の早川専務理事の挨

水引のあざ
やかさに見送
られ︑元善光
寺へ本名座光
寺︑御本尊様
が長野へ遷座
された為長野
が善光寺︑飯
田が元善光寺
と呼ばれる様

ある︒

さすがプロで

尚︑今回役員改選は

声も出された︒

規会員の勧誘を﹂との

の今後が心配され︑﹁新

増々小規模化する支部

の退部者が発表され︑

又︑支部長から２名

が行なわれた︒

副支部長による事業報
告︑川瀬会計による会
計報告及び予算案報告

拶及び組合事業説明︑

より総会に入った︒

になったとか
御本尊様は毎月十五
日間は必ず古里に帰ら
新年会で行なわれた為︑ れる為︑長野善光寺と
本 総 会 で は 発 表 の み 行 飯田元善光寺両方にお
詣りしなければ片詣り
なわれました︒
と昔から伝えられてい

親睦旅行
二回！

３月記日︑羽日の両
日江南支部では総会を

■ ■ 【 1 ■ ■ 詞

雨と寒さの為︑風流
を味わうゆとりは無い
が︑いつ来ても心安ら

平成５年５月１５日
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