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不況で希望退職者を

い時代こそ技術︑技能
を習得することが大切
である︒大企業︑小企
業を問わず倒産︑内容

発行広報委員会

られた︒

来賓である愛知県商
工部技監山田政行氏︑

愛知県建築部次長浅谷
守氏︑衆議員片岡武司
秘書藤田氏とそれぞれ
の方々より厳しい時代
こそどう対処すればよ
いかと丁寧なる挨拶を
頂きました︒

来賓の順次紹介︑祝
電披露と続き︑亜鉛鉄
板問屋会会長横山氏の
乾杯の音頭により懇親
会に移った︒

カラオケで自慢のノド
を披露するひと︑それ
ぞれに時間の過ぎ去る
のは早く中締めとして
日本鉄板名古屋支店長
行った︒

川口氏の万歳三唱を

ら解散した︒

和やかに宴がすすむ
なか︑尾張連合会柴田
氏の閉会の辞にて次の
再会を楽しみにしなが

西春井藤

窓越しに見える犬山
城を拝み温泉につかり
ながらあすからの仕事
に頑張ろうと誓い友と
別れた︒
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地検が邪魔
をする﹂と
後半はメロ
デーをつけ

しや怖い

んで裏金渡

と人目忍

またこの会で横山会
長の念頭の挨拶を毎年
楽しみにしている︒昨
年は時の政局を堂々と
切り返す辛口の挨拶に
感銘したが︑今年は歌
謡曲調のユニークな挨
拶で来た︒島倉千代子
の﹁すみだ川﹂を替え
歌にした一節を紹介す
る﹁
一 浮 い た 浮いたと日
本の中が
浮かれバブ
ルの傷のあ

との事である︒

を中心に若手委員が意
見を出し合い︑出席さ
れた人全員で楽しめる
事を企画し準備された

運営委員長︵山善社長︶

今回の交歓会も山田

ている︒

を中心にした体勢発足
と共に︑会の体質改善
を推進し︑その一環と
して会運営人事の若返
りが計られ︑その効果
は大きく活気に満溢れ

一議一一謹難誌催一

詞交歓会が一月十四日︑

新年恒例の︑愛知県
亜鉛鉄板問屋会新年賀
ホテルキャッスルプラ
ザ・孔雀の間にて︑正
会員︑賛助会員︑来賓
合わせて八四名が出席
して盛大に開催された︒

愛知県板からは平野理
事長︑村上・斎藤両副
理事長︑早川専務の四
名が来賓として出席し
た︒メーカー
−・
．問
問屋
屋．
・
工事業と日
頃繋がりの
深い関係業
界者の集い
だけに気負
いや堅さも
なく︑あち
こちで﹁今
年もよろし
く﹂と新年
の挨拶が交
わされ和や
かな雰囲気
が会場を包
み込んでい
た︒

・伊藤財務

神谷副会長

問屋会は

久し振りに合う仲間
と仕事の話︑温泉めぐ
り︑釣りの話等に花が

担当・大熊
渉外委員長

横山会長・

咲き酒も程よく廻り

組合員が一致団結して︑

を述べた︒

お互の和を広げようで
はないかと歓迎の挨拶

れ話に熱中するひと︑

日々の仕事から解放さ

愛知県板平野理事長
は挨拶のなかで︑厳し

定刻皿時︑尾張板金
連合副会長平野勝規氏
の司会にて始まり︑尾
張板金連合相談役滝伸
次氏の開会の辞に続き
細野連合会長より厳し
い時代の折︑新年懇親
会に多数の参加を頂き
お礼の言葉とこの不況
を乗り切る為にも我々

に開催された︒

尾張犬山城下にて開催
募ったり︑整理を進め
冷 夏 ︑ 長 雨 ︑ 度 重 な 波と昨年の日本列島は
て苦しい経営をのりき
る台風︑そして地震津 天災にゆり動かされ出 る の が 現 状 で あ り ︑
口 の 見 え な い 長 期 不 況 ︑ 我々の板金業も魅力あ
る職場にして一人でも
多く後継者を育成する
のが大事であるとのべ
異常気象と続く厳しい
年明けを迎えた平成６
年１月焔日︵日︶尾張
連合の担当で︑国宝犬
山城を望む木曽川畔迎
帆楼に於て県内総数血
名の御参加を得て盛大

平成Ｂ年新年懇親会
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板
愛
(1)平成６年２月１５日

けた︒そして最後は︑

た挨拶に拍手喝采のお
お受け︒つづいて今の
社会情勢を乗り切るに
は物事のやり方︑考え
方を改め︑次の時代に
向けた活動を︑関係業
界一体となって考えよ
うと堅い結束を呼び掛

スを手でふいてあな

またまた﹁くもりガラ

たあしたが見えますか
．・・・﹂と﹁さざん
かの宿﹂の一節でしめ
くくる︒これまで不況
・不景気の挨拶を耳に
タコが当たるほど聞か
されてウンザリしてい
たが︑横山会長は実に
ユーモラスに的を射た
挨拶であった︒会は立
食で進行され模擬店の

料理に舌鼓を打ち︑

シャンソン歌手の歌声
に耳を傾け︑語り合い
ビンゴゲームに全員が
一喜一憂︑当たりの商

幕となった︒

品﹁宝クジ﹂に夢を乗
せた素晴らしい賀詞交
歓会は盛会のうちに閉

平成６年２月１５日（２）

板
愛
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の卵出現

一一

積りをした︒

務所側の工務店と施主
側の工務店の二社が見
施主側の工務店︵山
旺建設㈱︶から見積り
依頼があったのは︑西
尾支部の㈱杉浦板金工
業所︵杉浦武社長︶設

計事務所側の工務店
︵加納工務店㈱︶から

は昭和支部の林飯金㈱

︵林弘社長︶が見積
りを提出した︒

た︒

建築入札の結果︑施
主側の工務店に落札し

していた︒

しかし結果は屋根︑

壁工事とも西尾支部の
杉浦板金工業所が受注
することとなり杉浦さ
んはメーカーに見積り
を依頼していた︒

が︑根材加工はやは

材料の手配︑施工法
のマニュアルは林飯金

と話を持ちかけた︒

杉浦さんもそれなら
ば皆さんにお願いしよ

この話を聞いた甲部
さんが︑杉浦さんなら
よく知っているから話
し合って何とか我々で
施工しようではないか
この建物は名古屋の
設計事務所が図面を書
き︑西尾市の山旺建設

うという事になった︒

最初の積算は設計事

員が協力して施工した︒

卵の殻は愛板の組合

㈱が施工した︒

る︒

ゲームセンター＆カラ
オケルームになってい

い卵の中身は︑総合

生みの親は丸万観光
グループという会社で
この卵の名前は﹁カー
ニバルＣドーム﹂とい

出来ているからだ・

卵の殻は普通白いがこ
の卵はぴかぴかに光っ
ている︒なぜかと言え
ば︑殻がステンレスで

でかいといってもそ
いつぽう昭和支部の
ん 所 そ こ ら の 卵 と 訳 が 林飯金㈱は見積ってい
違う︒直径が弱・５ｍ
るとき知人である甲部
短径が詔・５ｍ高さが
板金工業所︵甲部安男
応 ｍ の 巨 大 な 卵 で あ る ︒ 社長︶にこんな仕事が
出るかもしれないと話

のである︒

う映画が上映されてい
る︒どの映画を見ても
恐竜の世界である︒恐
竜は巨大だ︑卵もでか
い︑そのでかい卵が愛
知県西尾市に出現した

◆カーニバルＣドーム◆
昨年から今年にかけ
て映画界は︑恐竜ブー
ムでにぎわった︒
アメリカ映画では︑

ジュラシックパークに
人気があり︑日本映画
ではアニメ映画で﹃Ｃ
クー﹄に人気があり︑

ＯＯ遠い海からきた
私くらいの年齢層では
忘れられない映画にゴ
いま映画館では︑ゴ
ジラ贈メカゴジラとい

ジラがある︒

一一

鐙

しかし実際は卵形が

上げていく︒

下１／５が地中に埋

り知人である︑岡崎の
㈱共立︵石原鎮司社長︶

きとした︒

壁・屋根は一文字葺
きで葺き板サイズを約
呂罵冨ｇとし訂段葺き
上げ︑その上は縦平葺

が出来着手した︒

まったような形で建っ
ている︒このため張は
じめは上向きの感じで
張りだし︑上に張りあ
がるほど円周が大きく
なり卵の一番長円から
上はまた円周が小さく
なる︒このようなこと
から材料の板断ちも円
周にあわせて長くした
り短くしていかなけれ

が︑現場施工︑管理は
甲部板金と四社がそれ
ぞれ受け持ち協力体制

下地材は調ＴのＴＳ
ボードその上にＨＩＫ
Ｃシートを貼る︑この

ばならない︒

このため頂部から６
ｍの部分の縦平葺きは
一文字葺きが葺きあが
るのを待っていたらと
ても工期に問に合わな
いので︑取り合い部分

に特別に工夫した水切
りを取り付けることに
より縦平葺きも一文字
葺きが葺きあがるのを
待つことなく同時に工
事を進めることが出来

た︒

このようにして県板
組合員の息のあった協
力によって写真のよう
なすばらしい恐竜の卵

角に誕生した︒

の殻が平成５年ｎ月下
旬に西尾市上町交差点

皆さんも西尾方面に
いかれたら是非建物を
見て︑参考にしてくだ

この記事は林社長に

さい︒

とめました︒

取材して鷲見牧がま
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︷叫女△土︶祈帆席願敏示一

★愛板名古屋連合会
会
☆

ある︒他にも緑支部員
の弱才哩ｍの脚立から
足を滑らせ転落帥日の
重傷︑東北支部員妬才
梯子から転落訓日の重
傷と一家の大黒柱が１

市女△エ拒仙扉順敏示

中でも︑知多支部の
弱才の組合員は脚立を
使って︑トラヅクに積
み荷中誤って足を滑ら
せ脚立から落ちて２カ
月の重傷︒また西尾支
部の記才の組合員も立
てかけてあるはしごに
登り作業中︑梯子が滑
り墜落２カ月の重傷で
ある︒痛ましい事故で

あるのではないか・

かったものの︑作業中
の事故が田件も起きて
いる︒これは組合事務
局に届けがあったもの
だけであり︑届けられ
ていない事故も相当数

は︑死亡事故こそな

昨年の愛板組合員で

行った︒

１月型日熱田神宮で

あり下から張りあがっ
て一番上まで張り上げ
愛板名古屋連合会で
るには工期が足りない︒ は第三回安全祈願祭を

また︑工期の関係も

シートはブチルゴム
シートで剥離材が入っ
ていて剥がしながら貼
ればタッカーで止めな
くてすむ︒

屋根の㎡数は患９㎡
使用材料は２︐ステン
レス ｔをｕｔ使用︑

吊子の数は４万個皿蛇
だった︒

のステンレスが必要
出ずらは加工
が帥人工一文字
葺きが伽人工︑

がｍ人工で約一

縦平葺きが帥人
工下地ボード張

あった︒

カ月の工事で

いにくいため︑

葺き方は建物
が卵形をしてい
るために煉瓦張
では縦ハゼを通
すのに難しく揃
１︐幅の１／４
をずらして張り

す︒

組合員皆さんも新年
を迎えて商売繁盛・健
康でありますようにと
誓われたことと思いま

祈願を行った︒

祈願祭のあと神楽殿
でお神楽の奉納を行い
今年一年︑組合員が事
故など災難に遭わない
よう玉串を捧げて安全

た︒

いか︒
力月も２カ月も仕事を
休まなければならない︒
県板名古屋ブロック
家族の悲しみを思う 十 支 部 で は 支 部 長 役 員
四名が熱田神宮に参集
と残念でならない︒
玉垣にて名古屋ブロッ
ク組合員ならびに県板
組合員の安全を祈願し

高さにしてみれば６
尺そこそこの高さから
落ちて２カ月とか１カ

月の重傷である︒
ちょっとした不注意が
思わぬ事故となってい
る︒

昨年の事故報告はこ
れだけだが︑それ以前
に事故に合いいまでも
治療中という組合員も
いる︒高いところから
墜落という事故はほと
んどなく︑事故の大半
がビテイ足場一段の高
さだと言われている︒

日頃の慣れた仕事に
も十分注意して楽しい
事業所でありますよう

に︒鷲見

恐い高さでないのが
気のゆるみもあり大怪
我につながるのではな

一労基法改正︼

ｒ豊田支部

部業種にあっては︑理
解出来ぬ諸問題が混積
している事は周知の通
りではあるが︑しかし
企業努力により平成７
年４月１日からは全面
的に取組まなければな

ターへと向かいました
が︑車中でのアルコー
ルの売れ行きには目を
見張るものがありまし
た︒沼津のインターを

東名高速大津のイン

県板豊田
支部︵甲部

田を出発︑

第帽回県板青年部

技能競技会開催″

第鯛回全板連青年部
競技大会代表決まる

検査︑測定に入り厳正

︵日︶一宮高等技術専 な採点の結果︑岡崎支
門校において開催され︑ 部の浅岡昇君が第１

平成６年１月９日

宇野賢君が第２位︑

第１位の浅岡君︑第
２位の宇野君は平成６
年２月４日︑５日と香
川県高松市の香川職業
能力開発促進センター
で行われる第肥回全板
連青年部全国技能競技
大会の愛知県代表とし
て実力を発揮されるこ

た︒

位︑同じく岡崎支部の

いう有名なホテルで︑

出場選手は各支部より
選ばれたｕ名で︑今回

東三支部の伊藤元裕君
が第３位と決定しまし

豊田松井

帰路につきました︒

ターにて買い物をして

ね最後に焼津魚セン

天城トンネル︑浄蓮の
滝と定番のコースを尋

二日目はループ橋︑

た︒

確かに設備もサービス
も満足のいくものでし

の課題である﹃花器﹄
に挑みました︒

その後三島大社に初詣
に向かいました︒稲取
での泊まりは銀水荘と

出てから昼食を取り︑

長︶は平成
６年１月皿
日・皿日の
両日︑一泊
二日にて恒
例の親睦旅
行を行いま
した︒行き
先は伊豆の
稲取温泉で
した︒参加
者は蛇名あ
りました︒

１月皿日午
前８時に豊

式終了後︑

豊田松井

ととおもいます︒

錨鐸鐸繍

開会宣言の後︑神谷
県青年部長の挨拶に続
き︑来賓である県板平
野理事長より激励の言
葉が有り︑注意事項の
説明︑道具の検査の後︑
競技開始となりました︒
今回は製図作業を省略
した為︑競技標準時間
を３時間︑打ち切り時
間を３時間訓分として
行われました︒選手の

皆さんは真
剣な作業態
度で課題に
取組ました
が標準時間
内に皿名が
提出︑打ち
切り時間ま
でに全員が
提出するこ
とができま
した︒閉会

蕊蕊

として成果を期待する︒ ては一定の期間を平均
これらを踏まえて今 した週の労働時間は蛇
年４月１日より施行予 時間以内︵法では 時
定となっている改正労 間以内︶等の猶予措置
基 法 ︒ 改 正 に よ り 法 定 が考慮されている︒又
労働時間が週如時間と 時間外・休日労働に対
なるが︑建設業では知 する割増賃金率につい
人以下の事業場は週糾 ては︑時間外は現行通
時間︵平成９年３月皿 り弱％以上︑休日労働
日まで︶猶予措置を設
は妬％以上となってい
る︒これらについては
けるとしている︒
猶予措置の範囲にとど
まらず︑出来得る限り
時短の促進を図る事が
望まれる︒早急な対策
を︒

すぐ作品の

但し︑人未満の事業
場については︑平成７
年３月即日まで週妬時
間とされている︒変形
労働時間制の場合︑皿
人以下の事業場につい

沼津

藍⁝

る為︑業界は何らかの
対策を必要とするので
は︑一日も早く政治改
革を納め︑経済の復興

らない事となろう︒

安男組合

罰宕親睦旅行

茸

に力を注いで欲しい︒

業界としてそれぞれ
指導性を発起し︑浸透
させ今後の最重要課題

ているが︑我々業界一

私達の脳裏に焼きつい
ている事と思う︒官庁
経済界︑大手商社など
はいち早く取入れ定着
し︑順調な歩みを進め

政治改革の混沌とし
ている中︑景気回復が
望めぬ昨今︑私達の周
囲は非常に厳しいもの
があり︑採算ベースを

時短の話題が浮上し︑

さて︑既に御承知の
如く︑一昨年辺りから

いよいよスタート
労働時間短縮″

下廻る様な工事の獲得︑
業者間の争いをなくし︑

,

灘

▼企業努力で取り組みを″

お互いの信頼を得られ

蕊

、

叫

幽 菖

琴課謹

鉦

蝿
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◆東三支部

正シ︑並一一︑進歩的発

初期︑ドイツから工業
組合法が輸入され︑い
ち早く豊橋鋼鉄工業組
合を組織して一親睦ヲ
回り︑業務ノ弊害ヲ矯

新春の集い

穏やかな新春を迎え
た１月５日︑蒲郡ホテ
ル竹島に於て行なわれ
ました︒

副組合長の繍額さん
の司会で︑午後六時よ

人たちに感銘し敬意を
表し︑長い組合の良さ
と自営の良さを改めて
確認すべく︑五十五周
年記念式典を行ないま
す︒

人生八十年と

して後二十年︑

まだまだやりた
い事は山ほどあ
る︒二十年位で
は満足に消化し
きれない︒もし
自分が希望する
だけ︑心身共に
健康体で生き続
ける事が許され

毎日忙しい思いをして
いる身には羨ましい一

面である︒

るなら九十才︑
百才と生き続きけて︑

二十一世紀の世界の進
化を見続けたいと︑大
きな夢があるのだが⁝

外にも行きたい所が

のだ︒﹁往生際が悪い﹂

この一・二年同年輩
の中にも会社を定年退
職する者が増えてきた︒

と家内や長女にからか
われるが︑五十代と六
十代では感覚的にえら

者などそれぞれだが︑

出す仕事をする者に

いっぱいある︑など夢
は無限に広がるのだが
⁝しかし︑忙しいのは
楽しいものだ︒受注し
た工事が一つまた一つ
と完成してお客様に喜
ばれるのは︑物を作り

体の自由がきけば好
きな事も出来る︒車で
日本中を回りたい︑海
く違う︒

目的をもっている人は
生き生きしている︒反

い︒

﹁年齢は大きくなっ

我が人生最終コースへ
来たかの感がすごく強

とって何物にも替えが
たい喜びである︒﹁忙
中閑あり﹂とばかり︑
遊びも面白いしスリル
も味わえる︒健康を保
ち︑やりたい事に意欲
を倍増させる事が出来
るのは最高の幸せに恵
まれているからかも知

たが︑気持ちは若いつ
もり⁝﹂とは老齢期を
迎えた人が必ず言う強
がりの言葉だが︑愚生

面︑定年退職してヤレ
ヤレと思った人ほど老
け込むのが早いようだ︒
﹁自営業は定年がなく
ていい⁝﹂と退職した
人からよく言われる・

こちらから見れば︑年

れない︒

したホンネなのだろう︒

仕事が無くなって体験

金で安定しているし︑

午後六時終了③

委員六名出席

一一八○号編集会議

一月二十七日休晴

ｊ

だって若い気持ちと

ヒマはあるしと思うの
だが︑健康体で何もす
る事が無いのは苦痛な
のかも知れない︒でも

六十路に入る気持ちは︑

再就職する者︑趣味と
実益を兼ねた野菜や果
物作りに精出して﹁晴
耕雨読﹂としゃれこむ

これまで三十代︑四
十代︑五十代と人間を
やって来た訳だが︑四
十代から五十代になる
ときも余りいい気分で
は無かった︒しかし今
年︑やがて五十路から

ところで愚生六十一
の厄年とか還暦と言わ
れるのにすごく抵抗を
感じる︒現在の年齢の
呼び方ならば︑あと僅
かではあるが五十代な

する風習がある︒

ける︒そして春先頃ま
でに︑親戚・知人に集
まって貰って内祝の席
を設けたり︑送り膳を

編一一集一一後二記一
今年の干支は﹁甲
戊﹂︵きのえいぬ︶つ
まり十千の第一﹁甲一

と十二支の﹁戊﹂がめ
ぐり合わせた年の干支
をそのように言う︒

幸いです︒

この一歩が新たな時
代への幕開けとなれば

タ生れの年男である︒

の還暦を迎える事と

そして︑数え六十一才

今年愚生は昭和一ケ

れる予定です︒

記念式典は︑三月二
十日総会終了後行なわ

今は式典を成功させ
るにあたり︑役員一同
一生懸命頑張っている
次第ですとのべられま
した︒

どうか組合員もよろ
しく︑宴もたけなわの
うちに九時過ぎに終了

もいう﹂とある︒

なった︒さて︑その還
暦とは﹁広辞林﹂によ
れば﹁陰暦で干支が六
十年で元にかえる事を
還暦といふ︒また数え
六十一才の呼称で︑ほ
かに︑ほんけがえりと
また︑昔六十一才は
厄年と言われて来た︒

四十二才の本厄ほどで
はないにしても︑人生
の節目でもあり︑心身
共に要注意の戒めなの
だろう︒地方の町村で
は﹁還暦祝い﹂と称し
て︑厄年の災難を大勢
の人に少しずつ貰って
もらう意味と長寿を祈
念する内祝の習慣が続
いている︒

砂

チャレンジ精神は他人
には絶対に負けない自
信がある︒﹁探検隊長

今だ衰え半である︒

尾晒設

Ｌ

愚生の地区では元旦
に同年者が集まり地元
の神社で厄除け祈願を
し一月中に滋賀県の多
賀大社に長命と厄除け
のご祈祷を受けに出掛

qｆ

り始まりました︒

来賓に県板の早川専
務理事︑商社の方をお
招きし組合員印余名が
参加して開催されまし
た︒今年は当組合に於
て記念すべき行事が行
なわれる予定ですと組
展しました︒

1:

展ヲ期セラレルヲ目的
トス﹂と員証を掲げて
今年で九十年に成りま
す︒大正︑昭和の初期
の不景気を大勢の組合
員の力を結集し︑新た
に一歩二歩を踏みだそ
うと︑昭和十四年に東
三板金工業組合へと発

環

その事について次の

蝉鷺

東三脇坂

圏
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鱗
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しました︒

鴬

この状況を踏まえ任
務を果たした︑先人の

礎

合長の挨拶でした︒

私共の組合は明治の

；
§

様に述べられた︒
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