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化の進展が早まる中で︑

学技術の創卦目指す

めには︑今後︑﹁交流﹂

こうした当面の取組
に加えて︑激しく変化
し続ける社会を長期的
及び世界的な視野でと
らえた時︑地域の発展
を確かなものとするた

と存じております︒

﹁科学技術交流セン
ター﹂構想の推進や農
業総合試験場の機能強
化など︑先進の産業展
開が促進される条件整
備に努めてまいりたい

いりたいと存じます︒

まる２００５年の万国
博覧会については︑二
年後の正式立候補に向
け誘致活動に拍車をか
けてまいりますが︑そ
うした万博開催などを
大きな契機として︑産
業はもとより福祉︑文
化︑学術などの様々な

たいと存じております︒

分野で︑活発な交流の
成果を花開かせる地域
づくりに努めてまいり

本年も県民の皆様の
ご理解とご協力をどう
ぞよろしくお願い申し

平成六年元旦

上げます︒

役瑳名
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石原鎮司
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知多
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春日井

瀬戸 磯村信弄

緑

霞鳥 柴田人史
江属髄雄
江南 松永忠墓
小牧 広Ⅲ卓也
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岡崎 高柳一里
碧南 高橋銀吾
刈谷 岡部鈴行
安城 杉・菖岩雄

田

健康で生きがいに満ち
た長寿社会への足固め
は緊急の課題と存じて
おり︑昨年各界の英知
を得て策定した﹁あい
ち８か年福祉戦略ｌ愛
フルプランー﹂に基づ
く福祉諸施策を体系的
・総合的に展開すると
ともに︑﹁あいち健康
の森﹂構想の推進をは
じめ︑がんセンターや
県立病院などの整備充
実に一層力を注いでま

には必ず交流があり︑

という視点が極めて重
要になってくると考え
ております︒人やモノ
や情報が集まるところ

監東

理事

鈴木準一

宮

一望一春一

鈴木礼治

また︑暮らしの中の
快適性やゆとりを実現
していくために︑流域
下水道の整備とあわせ
た伊勢湾等の水質浄化

そこから新しい発想や
活動が生まれて︑地域
社会の魅力や活力を高
対策や公園の整備など︑

生活環境の一層の向上

めていきます︒

中部新国際空港︑第

を図ってまいります︒

二東名・名神高速道路︑

リニア中央新幹線など
は︑そうした言わば﹁大

築に全力をあげながら︑

交流時代﹂の幕を開け
る大規模プロジェクト
であり︑格段に便利な
交通ネットワークの構

加藤友三
西群 羽柴弘和
碧南 小笠原裕
瑞穂 大脇同和
堀部昌彦
東北 堀に正

熱謁南

西尾 鳥居松頃
知立 野田和彦
曜豆 越野清和
知多 籾山基舞
馬場喜郎

犬

愛知県知事

新年あけましておめ
でとうございます︒

県政が皆様のご理解
を得て︑着実に前進し
ておりますことを厚く
お礼申し上げます︒
さて︑新しい年は︑

めてまいりす︒

利

中村 佐藤精祐 栂淡役 東北 日比野定雄
岡崎
野村吉男
柳丑五郎
川村清春
樽井神夫

和

併せて︑いよいよ今年
開催される﹁わかしゃ
ち国体﹂と全国身体障
害者スポーツ大会﹁ゆ
めぴっくあいち﹂の県
民総参加での成功を目
指すとともに︑愛知芸
術文化センターや今年
拡充オープンする陶磁
資料館等を核とした芸
術文化の振興に一層努

それを生かして質の高
い交流が多様に展開さ
れる交流の施設や場づ
くりにも力を注いでい
くことが必要でありま
す︒

そして︑今年地元と
しての基本構想がまと

川

山

中川港

棚橋敏光

瑞穆 恩田勝義

岡崎 清 水 功

宮

中

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
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産業面でも︑当面の
厳しい経済状況を乗り
越える中小企業対策の
強化はもとより︑研究
交流の中から新しい科

村

東

西

中

西

西
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厳しい経済環境が依然
として続く中で迎えま
したが︑一刻も早くこ
の状況を克服するため
に︑県民の皆様ととも
に全力をあげるととも
に︑皿世紀に向けての
時代変化にふさわしい
真に豊かな地域社会を
築くための施策︑プロ
ジェクトを︑長期的な
ビジョンをもって確実
に推進してまいらねば
ならないと存じており
ます︒とりわけ︑高齢

昭
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新しい年は︑厳しい
経済状況の中で始まり
ましたが︑こうした時
期にこそ︑此れ迄に培
われてきた組織の力と
不屈の闘志で︑命いっ
ぱい自分の花を咲かせ
るため﹁努力﹂と﹁克
己﹂そして︑何ものに
も挫けない意志力と土
壊を整え皆々様と共々
に︑真に豊かな組織を
築くべく︑特に福祉諸

施策の充実︑共済制度︑

年金基金︑労働災害保

又︑バブル崩壊の立直
りは︑七︑五︑三と言
われ︑土地不動産は七
年︑金融銀行関係は五
年︑株証券関係は三年

ちを掛け︑産業界は︑
其の対応に大童の今日︑
此の頃であります︒

不況に暮れた一年でし
た︒円高は不況に追討

昨年は不況に明け︑

げます︒

昨年中は︑県板金工業
組合︑名古屋板金連合
会の各行事︑並びに講
習会等の運営に︑多大
の御協力を賜りました
こと︑厚く御礼申し上

平野

弘

平成六年の新春を︑

明けまして︑お目出
度うございます

違いないと思われます︒

ンテンポ遅れてジワジ
ワと迫って来る事は間

副理事長斎藤充昭

お家族お揃いで迎えら
れ心からお喜びを申し
上げます︒

係者の大勢の方々が︑

ナーに参加する︑書物
を読む︑話題作の映画
をみる︑人に役立つポ

題等の講演会やセミ

商法や積算術を完全
なものにする︑時事問

め直すいい機会です︒

の勧めをよく耳にしま
す︒今一度自分を見詰

最近︑﹁生涯学習﹂

と言えます︒

待っていたのでは︑情
け無い事でありますし
仕事欲しさに安売りを
するようでは最低の策

まねいて景気回復を

近年に無い最悪の事態
が近ずいている時どの
様な方策をとるべきで
しょうか︒ただ手をこ

高景気の大波から不
景気のどん底に落ち込
んだバブル崩壊後の構
造不況も三年が過ぎよ
うとしています︒しか
し景気回復の兆しは暗
いトンネルの向うの方
らしく︑回復にはまだ
これから先二年は掛か
ると言れます︒

くて来たと思います︒

それでも板金業界で
は景気後退が進み出し
てからこれまで︑好調
な住宅関連工事に支え
られそれ程不況感は無

問題はこれからで︑ワ
行ないました︒又年間
最大の行事であります

さっておられました︒

お骨折下さいまして懸
命にお客様の応対をな

とさせて頂きます︒

今年が我々組合員にと
りまして︑最良の年で
ありますことを祈念致
しまして新年の御挨拶

終りになりましたが︑

上げます︒

只々深い感銘を覚えま
した︒心より御礼申し

其の真筆な姿には︑

を︑十一一月三日︵土︶︑

四日︵日︶に名古屋市
の吹上ホール一階の大

恒例﹃肥技能プラサ﹄

返ってみますと︑所属
致しております㈱愛知

会場に於て︑多数の

二村武次様始め︑技能
委員の方々と共に︑関

県板金工業組合では︑

した︒

二つの大きなイベント 方々の参加を得まして
がありました︒其の一
開催し︑物作りの楽し
つは︑五月二十八日に︑ さ︑手作り技能の尊さ
を皆様にＰ．Ｒ致しま

並び﹂親会を盛大に

に於いて︑技能士会々
員一万人達成記念式典︑

名古屋市中川区山王橋
近くのミュゼクレール

県技能士会連合会では︑

さて︑昨年を振り

︾っ︒

副理事長村上章

存共栄を求め︑積極的
溌溌新鍛蓉鐸潅識迩蕊漆織潅溌灘
な
事業運営を︑と︑決
意致しております︒
理事長
皆々様の一段のご理解
新年明けましておめ
険の完全加入促進︑又
と︑ご協力をお願い申
でとうございます︒
建築専門工事業として
し上げます︒
組合員皆様には︑お
その基礎となる積算技
末筆になりましたが︑
健やかに新春をお迎え 法︑新建材工法の研究 皆 々 様 方 の 企 業 の 益 々
になられました事と︑
等︑責任体制事業を強 の ︑ ご 発 展 と 御 健 勝 を
心からお慶び申し上げ 力に推進をし︑更に︑
心よりお祈念申し上げ
ます︒
メーカー︑問屋会︑各 まして︑年頭のご挨拶
組合諸事業が︑皆様 社の皆様と強調を計り と 致 し ま す ︒
のご理解を得て︑着実 相互信頼の固い粋で共
﹁天行健自強不息﹂
に推進致しております
ことを︑厚くお礼申し
上げます︒さて私共業
組合員の皆様︑新年 か か る と 見 通 さ れ て い
界の上部組織の全板連︑ 明けまして︑お目出度 たのが︑今では︑九︑
日 板 協 に お き ま し て も ︑ うございます︒
六︑四と呼ばれる様に
国際社会のルールに 平成六年の輝かしい新 なり︑立直りには更に
会った近代的な体質強 春を︑御家族御一同様 時が掛かりそうです︒
化に努力されており︑
お揃いにてお迎えにな 又我々と関連の深い建
大変力強く積極的に事 られましたこと︑心よ
設部門では︑贈収賄︑
業 運 営 が さ れ ︑ 又 県 板 りお慶び申し上げます︒ 談合︑裏献金︑等々と
各事業委員会も活発に
日毎テレビ︑新聞に報
事業展開をお願い致し
道されています︒今や
ております︒
待ったなしに業界の体
質改善を︑速やかに進
めるべきでありましよ

(
2
)
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ご挨拶と致します︒

今までの殻を破って大
変身をし︑﹁強く︑正
しく︑逼しく﹂を合い
言葉に充実した一年で
ある事を祈念し新年の

のと確信しております︒

勝る宝物で有ると共に︑
日日の努力は必ず報れ︑

ランテアグループでの
仲間作り︑趣味に打ち
込むなど知識を得︑身
に付ける事は何者にも

事業繁栄につながるも

専務理事早川孟夫

新らしい年を迎える
今︑まだ先行きは不透
明な部分が多くありま
すが︑一歩一歩堅実な
足どりで進めば︑明る
い未来が見えて来るで

ではないですか︒

この様にいろいろな
視点を持つことも必要

とだ︒

前の住宅ブームから大
体それ位い経過してい
る︒この建て替え需要
がこれからかなりあり
そうです︒住宅金融公
庫にも建て替えの特別
融資ワクがあることを
思うと︑住宅政策を充
実してくれれば大いに
希望が持てるというこ

て替えとなるとする︒

住宅は大体二十年で建

一つの見方として︑

果には少々疑問が残る︒
視点を変えて︑我々
の業界としては何を考
えて行けばいいのか︒

§﹃新らしい年手
へへの期待﹄

一九九三年はどちら

の一年でした︒

を向いても不況・不況

しかし︑この不況感
は一体何時の時点と比
べてのことだろう？
現在テレビは九千万
台︑自動車も四輪車が
六千万台︑住宅着工戸
数は百四十万戸︵人口
はアメリカの半分︶・
飽食の時代といわれ
ているが︑正に飽物の

時代である︒

需要が低迷している
のはむしろ当然のこと

かもしれない︒

﹁今が当り前の時代﹂

今政府は景気浮揚策

と思って︑これからの
ことを考えて行くべき
ではないでしょうか︒
さて︑今年はどうな
るのか？

まず所得税減税︒

に懸命です︒

これでどの位い需要

しょう︒

を喚起できるか︒

この後消費税率の

しょう！

お互いに頑張りま

アップがひかえている
ことを考えるとその効

−１

それぞれの人の今まで

れを勉強するのでなく︑

の数量ひろいを取りあ
げて︑組合員のみなさ
んと共に勉強してきま
した︒積算手法という
のは教科書があってそ

総務委員長山本

あけましておめでと
うございます︒昨年の
当委員会は好評をいた
だいた積算講習の第２
弾といたしまして係数
管理を取り入れた積算
の考え方と︑図面より

常務理事沼津啓二

鑑み︑急速な対応と︑

一層景気の不況に拍車
を掛け︑広範囲に跨が

半面我々の業界もこれ
らに経済の変遷に対応

して欲しいものです︒

一日も早く景気の回復
を望むものであり︑希
望の持てる国策を樹立
り︑影響が大でした︒
一方世相では輸入米の

による冷害とに重なり︑

我々を取りまく環境は
非常に厳しく︑困惑を
極め市場の変遷により
工事の減少︑異常気象

のや一こられた貴重 までの見積方式を考え
窪偏
な経験が大切であり︑
直して︑過去のデータ
あけましておめで も知れません・
人それぞれのやり方の を整理してみるのもよ
とうご ざ い ま す
世の中が好︑不況い
いかと思います︒
なかからより良い方法
希望と夢にみちた新春 ずれにあっても︑己︑
を見つけていけば良い
平成６年は当委員会
をお迎えのことと︑心 若しくは自社のみがそ
のではないかと思いま といたしましては︑県
よりおよろこび申し上
こに居るのではなく皆 す︒見積りのやり方に 板の大きな方策の一つ
げます︒
保
証制度の今後の展開
等
し
く
︑
そ
の
風
の
中
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
っ
て
長びく経済不況の中︑ いるわけであります︒
のお伝いとして︑鋼板
同業者と話し合うとい
明るい兆もみえないま
そんな中にあって一寸 う経験をされた方は恐 製 屋 根 講 習 を 始 め 各 種
ま ︑ 大 変 き び し い ス とした考え方や︑小さ ら く 少 な い と 思 い ま す ︒ 講 習 に 力 を 入 れ て い き
タートとなりました︒
な努力の積重ね︑そう 今回の講習で提示した た い と 思 っ て お り ま す ︒
ただ︑経済全体からみ
云う姿勢が︑ひょっと
特に鋼板製屋根構法標
資料は叩き台であり︑
ましたとき︑建築板金 してもっときびしい時 それを基にみなさんで
準については︑折板︑
を主体とした我々業界 代がきた時の生残りや 話し合いが出来︑それ 段葺が新しい考え方で
は︑比較的よい方では 好 況 え の 大 き な ス テ ッ
ＪＩＳを規定してきま
ぞれの方がそれなりに
ないか？︑と見るのは プの貯えともなりま 良い経験をされたこと した︒内容は難解なよ
私ばかりでしょうか︒
うですが時間をかけて
しょう︑このことは私 と思います︒
決して楽観視するもの
これに対応していきた
達個々の事ばかりでな
日本の経済ははから
で は な く ︑ こ の よ う な くそのまま組合にもい
ずも良くありませんそ
いと思っております︒
時だからこそ︑視点や えることだと思います︒ し て こ の 先 も し ば ら く 今年もよろしくお願い
考え方を変えて︑違っ
いたします︒
この経済状況そうそう はよくないと言われて
た角度から見てみる必
すぐに回復︑好転する います︒こんな時に今
要があるのかも知れま
とは考えにくいようだ
せん︒
新しいこの年が良い年
こ の 数 年 ︑ い や 十 数 になるのを待つのでは
新 年 明 け ま し て お 目 論議︑減税・消費税の
年唯々前ばかりを見て︑ なく︑良い年にするよ
出度うございます︒
値上の賛否両論︑大手
進んで来た今︑一つこ
建設業界即ちゼネコン
う︑お互に力を合せて
平成六年の輝かしい
の辺で︑後をふり向い
頑張りましょう︒
初春を皆々様方御家族 汚職の拡大化による諸
て︑歩いて来た足跡を どうぞ本年も︑よろし 共々お揃いで迎えられ︑ 問題が浮上し︑発注者
眺めて見ると︑そこに
くお願い申し上げます︒ 心からお祝い申上ます︒ による発注停止などに
なにかが見えてくるか
昨年度は御承知の如く︑ 依 り ︑ 尚 一 層 不 況 に 悪
影響を生んでいるのが
技術研究委員会副委員長高柳一男
現状︑それらの情勢に
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し得る施策聖︲われる
事になるでしょう︒今
一度組合員同志が周囲

これらを踏まえて︑

を良く観察し︑来る皿
世紀に向って︑目標を
定め︑経営基盤を築き
相互の信頼・情報の交
換を密にして技術革新
による多用化が急速に
求められる中で︑労働
災害の撲滅と協調性を
保ち︑品質の向上と合
理化に努め︑採算と調
和を計り︑健全な運用
に心掛けようではあり
ませんか！
中央・県板と会員のパ
イプ役として︑情報の
敏速化︑労務安全・税
法上の問題・経営対策
の主要点・福利厚生面
など︑地区による諸催

会︵あすなる研究会︶

不況に強い板金業とい
うことを強調していく
べきではないでしょう
か︒昨年︑一昨年と全
板連青年部では﹁経営
と雇用の改善﹂﹁時間
短縮﹂をテーマに研究

青年部長神谷聡

青年部活動に御指導︑

組合員︑青年部員の
皆様︑明けましておめ
でとうございます︒御
家族お揃いで新しい年
をお迎えになられたこ
とと︑心よりお慶び申
し上げます︒平素より

が開催されています︒
御協力を賜わり厚く御
全国の青年部員が一堂
礼申し上げます︒
に会し︑活発に討議さ
新聞等の記事の中に
れているのを見ると板
﹁バブル崩壊﹂﹁不況﹂
の文字が目立つように 金業は有望な業種であ
ると感じずにはいられ
なってどれくらいの時
ません︒環境などの改
が過ぎたのでしょう︒
善だけで後継者不足が
メディアの多さから︑
現状以上の不況感が 解消するとは思いませ
んが県板青年部の中で
漂っているように思う
の は 私 だ け で し ょ う か ︒ 消えていく支部がある
のは事実です︒積極的
に取り組んでいかなけ
ればならない問題だと

思います︒

収益面を考えると疑問
ですが︑板金業界の中
には﹁不況﹂の文字な
ど関係なく︑多忙を極
めている方も大変多い
と聞いています︒後継
者不足が叫ばれている

ます︒

最後になりましたが
皆様方のご健康とご繁
栄を心よりお祈り申し
上げ新年の挨拶と致し

事などを詳細に掲載︑

に意欲を発起する所存
であり︑皆様方の積極
的な記事の提供をお願
いし︑内容の充実した

なっている﹁三Ｋ﹂﹁五

今日︑流行語にさえ

Ｋ﹂の職業という前に

愛板誌の編集に務め︑

す︒

委員長を軸にスタッフ
一同が心をこめて精進
致しますので︑末永く
御愛顧を賜わりたくお
願いし︑本年も会員の
皆様方にとって幸多か
れと祈願し︑新年の挨
拶にかえさせて頂きま

︾唾涯翻

︒●叶財妙凸秘艶調閏

西川政博中川港

宮崎寿夫中

村上章千種

山下重人中川港

☆技能功労者

◎名古屋市長表彰

慶一曙匿調弼
平成５年度表彰を
受けられた︑組合員の

☆職業能力開発
関係功労者

西俣章豊田
加納重幸岡崎

ﾛ制国艶

方々をご紹介致します︒

祈念したいと存じます︒

中岡西
村崎

奥谷正碧南

◎愛知県中小企業
団体中央会表彰
☆組合功労者

池尾利一東北

棚橋敏光中川港

〆

高田公人春日井
鍵議霊鐘嬢癖蕊擬蕊︸

評・品・廿電辛

大霜豊勝刈谷

鱗

組合員こぞって祝福
しこれからも益々お元
気でご活躍されます様

，−ノ、−ノ、一Ｊ

片山甚平西尾

唱餓解

︵順不同・敬称略︶

激

磯霜

(
4
)

月1日

◎愛知県知事表彰

グー、グー、グー、

高橋銀吾碧南

茂

☆優秀技能者

iFJ

､垣

議鷺
ー、

蕊

加藤友三

鰯

蕊
I噸
神

原田稔

５４６１６４

勤

奥井信一

鵠識阜

識

◎愛知県職業能力
開発協会長表彰
☆優良職業訓練
指導員

伊藤理由碧南

山本直岡崎

奥村寛康中

◎愛知県技能士会
連合会表彰

瀞

籍

吟
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キーがあり正月は二日
から七日まで毎年志賀
高原にいっている︒読
書もしているほうで文
庫本をいつも持ち歩い
ている︒茶花道も好き
で出才から稽古にいっ
ていて師範職までいく
ことができた︒が︑最
近は仕事が忙しく発表
会などを観賞にいくく
らいで稽古はしていな
いが花会には参加して

より︑冬になればス

私の趣味はまだまだ
ある︒ドライブはもと

きるものである︒

趣味の事や旅行など
遊びに行くことは︑仕
事が忙しいときほどで

は見にいっている︒

あげれば︑毎日趣味と
実益？をかねて楽しん
でいるのがアマチュア
無線である︒これは車
に乗っているときが最
も多いが︑知人・友人
と無線交信をして楽し
んでいる︒その次ぎに
あげるのが映画である
映画はだいたい月に二
回以上映画館に見に出
掛ける︒とくにアカデ
ミー賞を受賞した映画

面的■姉ら的●

函広報委員鷲見牧錨

今隼卿抱負
ロ

とうございます︒

新年明けましておめで
一年の経つのが早くて
もう新年号の発刊にな
りました︒

毎回﹃愛板﹄をご愛
読？下さいましてあり
がとうございます︒
私の書く記事は読みに
くく内容も分かりにく
いのではないかと思っ
ています︒何せ本職は
板金業ですのでお許し
ください︒でも毎回一
生懸命書いています︒
今年は趣味でしてい
るようなことを中心に
書いてみようかと思っ
ています︒わが広報委
員会でも斎藤委員長が
カメラを担いで︑あち
こちにドライブに行か
れた記事を掲載してい
る︒皆さんもそれぞれ
趣味を持っていられる
と思うが︑こんなこと
を趣味としているとい
うようなことがあれば
教えてほしい︑記事に
まとめて﹃愛板﹄で皆
さんに紹介したいと思
います︒

私も趣味はいろいろ

持っている︾一番に

で止めてしまった・

いる︒スポーツは駄目
なほうでスキＩは好き
であるが決して旨くは
ない︒ゴルフも挑戦を
してみたがこれも素質
がなく旨くならないの

勝負ごとにはまるで
付がなく︑麻雀も打つ
ことは打つがネギや鴨
になるほうである︒パ
チンコに至っては苛々

するだけである︒

る・

噌好にしてもいろい
ろあると思う︒私は晩
酌に夏はビール寒くな
ると熱澗を二合毎晩や

組合員の皆さんにも
趣味噌好はおおいと思
う︒愛板広報委員の福
田氏が愛板麺号に﹁仲
間とコーヒー﹂という
記事を書いている︒一
日に何回もコーヒーを

飲むと書いていた︒

電話をください・

組合員の方にも知られ
ざる趣味を持っている
人は多いと思う是非寄
稿してほしい︒文を書
くのは苦手という方は
お知らせくだされば私
が取材に伺いますので

いてみたいと思います︒

趣味噌好ばかりでなく
仕事や技術のことにつ
いても触れて記事を書

の挨拶とします︒

協力をお願いして新年
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タキロン株式会社
東洋化学株式会社
松下電工株式会社
三菱樹脂株式会社

神山商事株式会社
高橋金属株式会社
株式会社志知八郎
吉田金属株式会社

合資会社掛布金属材料店

岐阜県亜鉛鉄板問屋会

横山興業株式会社
有限会社吉川商会
株式会社吉田商店

株式会社山善

株式会社森口健商

マルサン金属建材株式会社

水野商店

合資会社鋲正商店
株式会社富士商店
丸中商事株式会社

株式会社野々山商店

中日鋼材株式会社

株式会社ちた嘉商店

有限会社竹浅商店

武豊屋株式会社
株式会社田中屋

タカヶン金属株式会社

大栄商事株式会社

株式会社名古屋下村商店

株式会社小河商店
太田商事株式会社
株式会社神谷商店
斎藤商事株式会社

株式会社イト−
株式会社ウチダ

株式会社伊藤二郎商店

株式会社池田商店

愛知県亜鉛鉄板問屋会
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東 洋 化学株式会社
名古屋支店

店長
長飯
飯塚庵
康夫
明けましておめでと
うございます︒

減少が見込まれます︒
各産業界は総じて︑

六年度も金利の低下や
種々の優遇措置により
引き続き堅調な動きを
見せておりますが︑非
住宅分野は民間設備投
資の低迷からかなりの

ます︒

平素はトヨ雨どいを
始め当社建材製品に対
し格別のご愛顧︑ご高
配を賜り誠にありがた
く厚く御礼を申し上げ
昨年から引き続く長期
的な景気後退で︑一九
八○年から始まった第
二次石油ショックを凌

おります︒

ぐ戦後最悪〆恥造的な
複合不況に直面し︑更
なる合理化と忍耐ある
リストラに取り組んで
一方︑世界経済の趨
勢は今や︑過去の対立
から地球的視野に立っ
た協調と相互共存の大
きな潮流の中で︑次の
世代に向けて飛躍の基
礎を再構築していく時
期であろうと思われま
す︒迎える本年を展望
致しましても︑景気好
転への浮揚には今暫ら
く期間を要するとみら

し上げます︒

より一層皆様のお役に
立つよう努力致して参
ります︒何辛旧年に倍
するご指導︑ご支援を
賜りますようお願い申

ニーズに応える高品質︑
高機能商品作りを通じ︑

レベルアップする市場

いものと思われます︒

能的﹂﹁質的﹂良し悪
しを見分ける的確な眼
を持つことに他ならな

の部材に至るまで︑﹁機

では朋・３％︵平成４
年度︶の高水準で︑こ
こ愛知県に於ては約調
・５％を占めておりま
す︒これの意味すると
ころは﹁住まい手﹂の
建て主が︑住宅全般は
もとより構成する個々

ｉＩ

さて︑住宅産業を取
り巻く市場環境は︑平
成五年度の新設住宅着
数が一四五万戸︑平成

㈱タニタハウジングウェア
名古屋営業所

ます︒特に﹁持ち家﹂

設住宅着工戸数﹂に占
める﹁再建築﹂の占め
る割合が年々上昇して
いるのが顕著な現象と
して捉えることができ

てまいります・近年﹁新

堅調に推移し︑平成５
年度の総着工戸数は前
年度実績を５％前後上
回る迦万戸台後半と予
測されています︒景気
回復を軌道に乗せるう
えで︑重要な役割を担
う関連業界の一員であ
ることを素直に感謝致
しますと共に︑今年も
皆様と一緒に努力致し

所長木山正
あけましておめでと
うございます︒
組合員の皆様には︑

上げます︒

ご健勝にて新年をお迎
えのこととお慶び申し
旧年中は弊社商品を
ご愛顧賜り誠に有り難
うございます︒紙面を
お借り致しまして厚く
御礼申し上げます︒
さて︑景気動向は一

進一退の状況でござい
ますが皆様ご承知の通
り︑私ども業界に関連
の深い﹁新設住宅着工
戸数﹂の指数は﹁持ち
家﹂﹁分譲住宅﹂共に

れます︒私達は四十年

近くの永きに経って

培ってまいりましたプ
ラスチック総合化学技
術を駆使し︑トヨ雨ど
いに留まらず総合建材
分野で広範に︑快適生
活の向上をもたらす消
費者の価値感にマッチ

し上げます︒

した新製品の開発に注
力致す所存でございま
す︒本年も貴板金工業
組合の益々のご発展と
皆様のご健勝と経営の
ご隆盛をお祈り致すと
共に︑御支援御高配を
賜りますようお願い申

いいたします︒

本年もどうぞ宜しくご
指導賜りますようお願

活路を考えてゆきます︒

組合の方々との話し合
いを進める中で将来の

を始めています︒

我々問屋会も︑行動す
る問屋会としての活動

なると思われます︒

いまから手を打ってお
く会社が︑これからを
生き残ってゆく会社に

る状況を正しく把握し︑

この様に本当に激変す

要求されています︒

行政と業者の癒着から
談合問題が大きく取り
あげられ︑国民の関心
事になっています︒ま
た外国の建設業者の日
本国内での参入も強く

進むかもしれません・
建設業界においては︑

終身雇用制の見直しに

経営の柱の一つである︑

さらに不況による採用
人員の減少は︑日本的

減少がおきて来ます︒

愛知県亜鉛鉄板問屋会
会長横山員久

あけましておめでと

うございます︒

組合員の皆様にはご健
勝にて︑新年をお迎え
のこととお慶び申しあ

げます︒

く御礼申し上げます︒

又平素は私共問屋会が
大変お世話になり︑厚

コ

世の中が音をたてて大
きく変わろうとしてい

ます︒聖域であった

メ がとうとう例外な
き関税化の前に門戸を
開きました︒自由経済
の申し子である日本が
世界の中で果たす役割
から言えば︑当たり前

のことかも知れません︒

製造業の海外生産は年
を追って進み︑昨年末
には家電製品が輸出よ
り輸入の方が多くなり
ました︒家電王国の日
本の地位も危うくなっ
ています︒家電に限ら
ず製造業においては海
外拠点での生産︑逆輸
入が進み︑雇用人口の

(
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愛知県板金総合職業訓練協会

会長羽柴弘和

が︑現在は多くの会員

と役員︑指導員が頑
て居ます︒

張って運営指導に当っ

スコアーを見ながら闘
志を燃しているようで

したコンペ終了後の
パーティでは︑今日一
日の反省をしながら︑
表賞式に入りました︒

送られました︒

圃畠室罰

遊子海岸と梅丈岳へ︒

当日知多半島特有の
陸地の関係上︑数ケ所
に乗車地を設定し︑順
序よくピックアップの
形となり︑心掛けの良
さか？好天に恵まれ絶
好の旅行日和りとなっ
た︒車は目的地へと進
む中︑車窓から眺める
景色は︑緑から紅葉へ
と画像の切換えの如く
変化する風景︑
一方では吾々

が目に映つる︒

の日常に興味
のある︑色々
な形態の建物

た様だ︒

いくら見ても
あきない情景
が目に焼き付
いた様だ︑一
方車中ではお
互いに飲物を
手に︑久し振
りの集いに思
いおもいの話
題に花が咲い
時の流れも
早いもの︑待
︲ぢに待った遊

園湿盲露囲

県立一宮高等技術専門校にて
講習会を実施

愛板青年部︵神谷聡
部長︶は全板連技能競
技大会及び日板協建築
技術コンクールの講習
会を一宮市浅井町にあ
る県立一宮高等技術専

競技大会の課題﹃花器﹄

各ブロックよりⅣ名あ
りました︒また︑皿月
詔日は終日︑神谷部長
を講師として技能競技
大会実技の講習会を行
ない︑参加者は肥名あ
りました︒今回の技能

のポイントは半田付け
にあると思います︒さ
て︑両競技大会共︑平
成６年１月９日︵日︶

︵日︶︑ｎ月羽日︵日︶

展開図の講習会を行い︑

の両日開催した︒内容
としては︑ｕ月Ｍ日の
午前中に神谷部長を講
師として技能競技大会

門校にてｕ月ｕ日

思い出を胸に︑笑顔︑

豊田松井

の参加をお願いします︒

途中かまぼこ工場を見
学︑手には思いおもい
のお土産︑家族への思
いやりも充分︑楽しい
笑顔で又の再会を約し
てそれぞれの家路へと
散った︒お疲れさま！
沼津

午後からは松代氏︵名
古屋︶を講師にお願い
して建築技術コンクー
ル︵施工図︶の講習会
を行ました︒参加者は

に愛知県予選を行う訳
ですが︑建築技術コン
クールの予選会は今回
が初めてですので多数

子海岸の懇親会場へと︑
腹をへらしては戦にな
らんとばかり︑活魚料
理に舌鼓み︑同じ海の
幸でも日本海の幸は一
味違った感覚︑会食後
は梅ヶ丈を観察し︑一
路バスは帰路へと進む︑

支部員の交流を
更に深めた懇親旅行！．
知多支部は恒例の如
く年一回の懇親旅行を
企画し︑去るｕ月皿日

屋の方々も参加され︑

皆︑今日一日を楽し
く過ごされよい親睦が
でき次回の大会を楽し
みに解散されました︒
どうも御苦労様でした︒

東三脇坂

︵水︶日帰りにて︑名

年度より柴田嘉一氏に
四十年記念誌の発行
引き継がれて来ました︒ と同時に二月十三日に
は細やかでありますが

る事を願います︒

現在業会の若い後継
者は合同にての訓練の
必要性が認識されて来
まして︑各地区の訓練
校へ入られる様になり
ました︒大変喜ばしい
事です︒最後に皆様に
は︑今年も良い年であ

の御出席を望みます︒

皆様方多くの関係者

勝三方五湖・常神半島

和五十四年度より私共
が引き継ぎ︑運営並び
に指導に当っています

たいと思います︒昭

柴田氏においては︑自
分の事業を犠牲にして
献身的に訓練事業に遇
進され︑厳しい仕付け
の基に︑技能を通して
社会に貢献する人造り
をされて来ました︒こ
の様に業会先輩等の後
世を見込んだ働きに対
して深く感謝すると共
に︑大きな功績を称え
記念式典を開催して︑
四十年間の長い校歴を
祝いたいと思います︒

平成六年の新春にあれました︒昭和三十九
たり︑皆様には家族お
揃いで清々しい元旦を
迎えられたこととお慶
び申し上げます︒
昨年中皆様方には︑

有り難うございます︒

私共の後継者育成事業
に対して格別の御協力
並びに御支援を賜わり
さて板金技能専門校
も開校以来四十周年を
迎える事になりました︒

昭和二十九年に労働基
準法に基づき﹁愛知県
板金工技能者共同養成
所﹂として︑山口音吉
氏が所長として開設さ

︹支部だより︶
第脂回東板会
の事をわすれゴルフ一

賞品もたくさんいただ

副組合長の馬場氏よ
筋に打込で︑皆さんが︑
優勝をねらっているか り組合長賞︑取り切り
のようでした︒
賞等︑色々の賞が手渡
又︑当日各商社︑問 され︑さらに焔回連続
参加の４名に皆勤賞が

思います︒

参加者の皆さんがさ
ぞかし腕が鳴った事と

昼食の時は︑お互いの

がる歓声を聞きながら︑

かっている風景を見な
がらあちらこちらで上

コース内には︑赤ト

きました︒

ンボ︑イナゴ等飛び

あちらこちらでゴル
フ談話がはずんでいま
した︒今日一日は仕事

まりました︒

当日はゴルフ日和と
なり︑スタート９時よ
り７組のスタートで始

を兼ねて行った︒

去る︑月犯日新城カ
ントリークラブで開催
し︑今大会は取り切戦

︑ コ ルフ
フ コンペ開く

蓋
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四回西国湿圏逼圏圏

おくられ︑他の全員に︑

２位福田益雄︵福田板
金︶３位樹神秀利︵樹
神板金︶の３氏には賞
品の他にトロフィーが

位大山武夫︵大山板金︶

ミーティングルームに
移して表彰式を行い１

冒画湿圏阻圏
親睦ボーリング大会を開催

会を開催しました︒

長の挨拶と続きました︒
豊田板金組合︵甲部
次に山本氏︵岡崎︶
安男組合長︶は去るｎ
月圃日︵土︶豊田市元
町の美烏里ポールに於
いて親睦ボーリング大

を議長に選出した後議
案審議に入り︑１号議
案より順次︑可決承認
されてゆきました︒６
号議案の標準価格表作
成の件では︑作成に当
ました︒

それぞれ賞品が渡され

参加者は田事業所偲
人でした︒ゲームは午
後６時訓分にスタート

たられた高柳氏︵岡崎︶

ピンで順位を争いまし
ゲーム終了後場所を

た︒

豊田松井

尚︑大山武夫氏は︑
２年連続の優勝でした︒

より説明がありました︒ し２ゲームのトータル

７号議案の県板現況報
告では︑早川専務より
保証制度に対する取組
等︑いろいろな報告が

豊田松井

ありました︒

業として抱えている問題点、解決すべき事項を浮き彫りにし、今後の組合活動の方策に資する。

役員総会開催
西三板金連合会︵杉
浦武会長︶は︑去るｎ
月幻日︵日︶第邪回役
員総会を三谷温泉ホテ
ル三河に於いて開催し
ました︒当日は各支部
より多数の役員さんが
出席され︑また県板か
らは平野理事長︑早川
専務が来賓として出席
されました︒刈谷支部
の司会進行で開会した
総会は担当支部長であ
る岡部氏︵刈谷︶の歓
迎挨拶から始まり︑西
三板金連合会長・杉浦
氏︵西尾︶︑平野理事

〜愛知から始まる、豊かさの創造〜

｢エクセレント。あいちフェア ９４」

場所愛知県産業貿易会館

期間Ｈ鵬.:３．剛.（水）〜１，．（金）３日間ＡＭＩ⑪:《》《､〜PM4:(》《》

《事業》
(1)組合制度の普及

組合制度を広く中小企業に知らしめるため、パンフレットを作成し、県下の組合及び産地に密着した任意団体
等に郵送すると共に展示会、シンポジュウムに来場した中小企業者へのパンフレットの配布並びに展示場に設け

(2)組合産品の普及
①組合祭りの開催
県下組合並びに中小企業者の産品を一堂に会し、組合事業の理解とそのＰＲを図るため展示会を開催する。

たコーナーにて広報普及を図る。

②地域中小企業産品カタログの作成
地場産業の産品を通じて地域中小企業者の実態を認識してもらうため、産品の展示による紹介と併せてカタ
ログを作成し、地域住民消費者等へのより一層の啓発を図る。
(3)シンポジュウムの開催（組合活性化事業）

「組合の活性化策」をテーマとして、県下の組合構成中小企業者並びに地域中小企業者を一同に会し、中小企

愛
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◆愛知県板金技能専門枝◆

創立製⑳周年記念式典並びに祝賀会のご案内
昭和29年に愛知県板金工技能者共同養成所として設立し以来おかげをもちまして、４０周年を迎えることになり
ました。

記念式典、祝賀会を職業訓練関係、役員、指導員、講師、訓練修了生、会員等関係された方々で相集い開催しま

す。又恒例事業としております新春板金セミナーは今回この祝典と兼ねる事と致します。多数の参加をお願いし
ます。

１日時Ｈ６．６２．７３．（日）ＰＭ１:00〜6:0０
２会場名鉄ニューグランドホテル（名古屋駅西口、新幹線駅前）
〒453名古屋市中村区椿町６番９号TEL(052)452‑5511

３会費参加者￥７５，０００−
４内容式典。記念講演会。祝賀会
桑参加者は事務局までお問い合せ下さい
愛知県板金総合職業訓練協会、(052)532‑0262（下記参照）

Ｐ板金科火。水。木週３日間（PM18:00〜21:00）
板金技能及び関連知識等の専門教科と技能訓練

±月１回（ＡＭ９:00〜ＰＭ１７:00）
第一線で活躍する指導員及び講師による実技訓練

詳しくは下記の事務局まで
押〆

お問い合わせ下さい。

⑲
愛知県板金技能専門校
愛知県板金総合職業訓練協会
抑

〒451名古屋市西区浅間２丁目lO‑4

TELoFAX（052)532‑0262

集後記

明けまして
御目出度う
ございます

組合員各位をはじめ︑

業界関連のみなさんか
ら︑親しまれ︑育てら
れて来た﹁愛板﹂も二
七九号を数えます︒

になります︒

年数にすれば実に二十
五年以上を経てきた事

て行きたいと思います︒

本年も委員一同使命
感にもえて︑今迄以上
の充実した︑みごたえ
のある紙面をお届けし

斉藤充昭
沼沢啓二
佐藤忠雄

鷲見収

西部幸一

福田輝幸
井藤和美
石川鐘吾
中村幸成
松井祐治
稲吉一義
脇坂美治

盲窒認窯鯛盲蕊

編

