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開蕊蕊
議蕊議

愛知県板金工業組合
は去る２月別日︵月︶︑
﹁愛知県板の現況と事
業について﹂と題して︑

ホテルキャッスルプラ
ザに会場を設け︑画期
的な懇話会を企画し実
施した︒日頃お世話に
なっている行政官庁並
びに︑関係団体の名士

の方々に御出席を賜

ます︒

わっての交換会︑出席
された方を御紹介致し
愛知県建築部営繕課

森山宏氏

米倉利彦氏
愛知県建築技術研究会

常務理事︵経営対策委

専務理事早川孟夫氏

員長︶斉藤充昭氏

副理事長︵技術研究委

長︶平野弘氏

理事長︵保証事業委員

た︒

方々が代表で出席され

発行広報委員会

員長︶石原銭司氏

行政担当者︑設計関係者と懇談

尚︑当県板から次の

会副会長浦野勉氏

㈱愛知県建築士事務所協

㈱愛知県建築士会専務
平田仁史氏

局長長瀬和郎氏
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塗農蕊溌蕊
垂愚蕊蕊蕊

︻行政官庁の理解を得︑
画期的な事業に賞賛︼

蕊
塞
話蕊蕊

愛知県建築住宅研究所
柘植勝人氏
愛知県住宅供給公社
角田昭一氏
名古屋市建築局技術管

これらの函．も﹁発注
者は元請との関係にな
るため︑下請に関与す
るのは難しいとの行政
側の談︑これら問題も
一般住宅に関しては︑

責の範囲が広く実際の
活用には難点があるの
ではと厳しい意見も出
され参考となった︒尚
行政側からの要望とし
組合員の資格保持者の
問題が浮上し︑感心が

一︑二級板金技能士・
一︑二級施工管理技士

ば幸い！
尚今年度は目玉とし
て保障制度に力を注ぎ
数回となく会合を重ね
実行に供したものであ
るが︑この制度は︑板

大いに活用されれば技
術の向上にも一役︑喜
ばれるのではと思いま
すが︑制度の適用︑運

・一︑二級建築士と︑

盛大に開催されました︒

職業訓練関係︑協賛商
社︑役員︑指導員︑講
師︑訓練校修了生︑会
員等知名の出席を得て

見交換が行なわれた︒

と思われるが︑データ
の提出を望むとの担当
者の発言もあり感心が
与せられた︒建築関係
に於いて異業種共通の
悩みは後継者不足によ
る深刻な話題も︑和ご
やかな雰囲気の内に意

これらの諸問題を更に
再検討し︑今後の課題
として早期実現を望む

り出して下さいました
事業主の方々の積極的
な協力が今日の隆盛を

井藤副会長の閉会の辞

を務められた加藤一夫
先生に特別功労賞が渡

ものである︒沼津

迎えました︒

了記念作品︑修学旅行︑

休憩時間を利用してロ
ビーには創立時から現
在まで専門校の移り変
り思い出のスナップ写
真皿枚が展示され︑授
業風景︑実技実習︑修

︽次頁へ続く︾

動物夜話︑マグロは時
速皿キロで泳ぐ︑生物

により魚の夫婦生活︑
世界の貝︑海の宇宙︑

館館長中村幸昭講師

べ﹂と題して鳥羽水族

間と動物の知恵くら

記念講演会は︑演題﹁人

あった︒

修了式︑郊外活動等の
写真を見ながらへ若き
時代を今にふり返って
みて懐しんだり苦笑し
たり楽しいひと時でも

にて式典を終了した・

され労をねぎらった・

来賓者の紹介に続き︑

名古屋市長︑愛知県職
業能力開発協会︑愛知
県技能士会連合会︑愛
知県板金総合職業訓練
協会︑愛知県技能専門
校とそれぞれ感謝状が
渡され︑創立時より今
日まで如年に渡り講師

に対し︑愛知県知事︑

愛知県知事鈴木礼治氏
よりご祝辞を頂きまし
た︒技能専門校功労者

合会理事長臼井昇氏︑

衆議院議員片岡武司氏
全日本板金工業組合連

今後も誇りある専門校
を更に飛躍して次代を
になう後継者を育成し
板金業界発展の為にも
皆様方の温かいご理解
ご指導︑協力を頂きた
く思いますと挨拶した

寄せられた︒

営について認識を更め︑

それらに付随する資格
保持者も含まれている

金工事の欠陥により︑
発生する財物の修理︑
・損害保険軽減費用・

れる︒設計者からは﹁免

再検討も必要と考えら

裁判費用・弁護士費用

る件は当然であるも︑

﹁愛知県板金工

昭和四年に労働
基準法に基づき

などの他︑欠陥にあっ
た物件を無償で復旧す

E⑫

蕊築

理課渡辺正明氏

、

愛 知 県
板金工業組告

技能者共同養成
常務理事︵広報副委員
所﹂所長︑山口
長︶沼津啓二氏
音吉氏として発
以上のメンバーで構
足し今年で仙周
成され︑先づ初めに平
年を迎え記念式
野理事長が県板組合の
典が定刻二時中
発足の趣旨︑沿革︑運
営上の事業内容につい
京テレビ大野ゆ
うこ嬢の司会に
て詳細に説明︑
て始まり恩田副
特に県板とし
会長の開会の辞
て推移してい
に続き︑羽柴会
る事業計画を
理解して頂き︑
愛知県板金技能専門 長より︑日頃は協会運
板金という名 校の創立 周年記念式 営に対し格別の協力を
頂き今日如周年記念式
称で行動して 典並びに祝賀会は︑二
典が盛大に行なわれま
いる関係上町 月十三日︵日︶午後二
のブリキ屋的 時から名鉄ニューグラ すのも会員さんを始め
皆様方の暖かいご支援
存 在 し か な く ︑ ンドホテルにて厳しい
理解にも乏し 寒波の襲来にて名古屋 によるものですとお礼
いのが現状︑
も大雪に見舞れたなか︑ を述べると共に︑今日
技能専門校如周年を迎
えることが出来ました
のも先輩諸氏の献身的
な努力によって基盤が
作られ又︑訓練生を送
酷

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６

今回の懇話の
中で﹃建築板
金業﹂の趣旨
を少しでも注
目して頂けれ

i
1
l 筈蕊

蕊蕊妻
名古屋市建築局営繕課
内山尭正氏
名古屋市建築局営繕部

創立勿周年記念式典開催
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︽前頁より続く︾

自己亘己国己画己国己国包回国９画国己回己自己ロロ９国国国回目自己国己

㈱山善︵山田将貴社長︶

会を得た︒

昨年の九月下旬︑六年
ぶりに中国を訪れる機

た鋒機のタラップ下

今回参加した中で
訪中の経験者は三
人︑また海外へ出
るのは初めての人
もあり︑いい機会
と楽しみに参加し
て頂いた︒一行の
顔ぶれは︑知多の
沼沢・後藤︑神谷
君︑碧南の高橋銀
ちゃん︑名古屋西
の松代兄弟︑中川港の
山田功一さん︑西春の
金沢親子︑など日頃親
しくして頂いている方
ばかりで楽しい旅にな
りそうだ︒孔七八七便
は快調に飛行を続け定
刻︑北京国際空港に到
着︒日本と中国の時差
は一時間︑日本より一
時間遅れ︒したがって
日本を十時に出発し三
時間半のフライトで十
二時三十分到着となる︒
ポーデンブリッジの設
備が少ないためか︑広
大な空港の端に止まっ

ずむ︒

気心の分かり合う
隣同志語らいがは

よりバスで空港建物内
へ◎

約二十六倍の広さ︒

中国の面積は︑日本の

小柄で美人のピチピチ

て三年目︑二十五才︑

リート︒旅行社に勤め

日本語学部﹂卒のエ

彼女は上海に近い無錫
の出身で﹁北京外語大

れた︒

今回我々一行を案内し
てくれる﹁中国婦女旅
行社﹂の黄暁日さんが
にこやかに出迎えてく

混雑である︒その中に︑

到着した人︑出迎える
人が入り交じって凄い

到着ロビーへ出る︒

入国審査・税関をへて

な気温が続く︒

九月の北京は初秋の気
候で空は青く澄み快適

の気候である︒

東端と西端では日の出
日の入りの時間が四時
間も異なる︒また広い
国己回国国己国己５回自国回国回国自己回国自己国回国回国国区回国国国回
ビスのワインを飲 中国の気候は地域差が
み︑機内食をとり︑ 大きく︑北端はアラス
カ︑南端はハワイ並み

北京遊々旅仙

函図画認

に学ぶ健康法︑旬の食
べ物には驚異的な薬効
あり等︑人間によって
自然が破域される現在
動物たちの一生懸命自
然界に生きる姿︑人間
が改めて考え直す身近
な問題として強く印象
に残り一時間半余りが
短く感じ感銘深く拝聴
した︒記念祝宴に移り
長谷川校長の開宴の言
葉につづき︑愛知県板
金工業組合平野理事長
より祝辞をいただき如
周年と輝やかしい今日
を迎えるなかで︑創立
以来苦労を共にしてき
た諸先輩役員さんの姿
を拝し感懐深いものが
あります︒今後は後継
者育成をめざし全面的
に協力致しますと心強
い言葉をいたぎきまし
た︒

池田商店社長の乾杯の
音頭にて祝宴に入り︑

の親睦会である﹁山善
会﹂の海外研修として
計画された︒

先回の経験から中国国
内の交通事情の不正確
なことや旅程日数の短
いこともあって﹁歴史

の都北京﹂に的をし
ぼって訪中することと
した︒午前十時︑一行
十七名は秋晴の名古屋
空港を飛び立った︒北
京国際空港まで三時間
三十分︒ドリンクサー

酉

久し振りに逢う友︵訓
練生︶と訓練校で学ん
だ日々︑お互いに助け
のように思い出され懐

合った時：⁝．︑走馬燈

かしさと共に︑過ぎ
去った時代と現在の訓
練校の違い等ずい分時
の流れを感じ話に花が
咲く頃︑時間の過ぎ去
るのは早く又の再会を
楽しみにしながら近藤
副校長の閉会の辞にて

終宴した︒西春井藤

２
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→寄口るしあ言大車二なを階・つこはよ活内に支主京資国制社登国家会一切京でら、国二月
せはがいたえ駐寄階<待正こて階一う動、婦社なに本営をで録家旅にはる周あ、六の千給
かの二，展りば車せの薄つ面階おが階だに文人を観総金企と、し工遊よ中弓遊るか千平円は

す下階一望素三場は出暗ｏ出別り出が。力化・設光社五業つ損た商局つ華中の。な円均､‐'六
つにの階で晴階か下発い何口々、発到を的児け都を○法た益第行のて全国一り位的だ○
きな車出あらにらの口。とをで車ロ着入行童て市置○人独の一政認創国婦切のだ､なそ○

で雑然としている︒

み

りしない︒おまけに人
・バス・タクシー・自
家用車が突っ込み合い

ドルが多い︒

なさん緊張気味 これ
が中国らしい所である
のだが首都の玄関口ら
しい第一印象がほしい︒
側面に﹁中国婦女旅行
社﹂と大きく書いた大
型観光バスに乗り北京
市内へ向かう︒中国は
右側通行で車は左ハン

製の中古車らしい︒

やったから皆大笑い・

﹁チョットおかしい？﹂

黄さんキョトンとして

ムードに変わる︒

日本では大きい会社の
事を﹁○○屋﹂とは言
わない︒屋は小さい店
や町工場の事と説明す
ると﹁それは失礼しま
した︑松下電気屋さん
申し訳御座いません﹂
と茶目つけたっぷりの
応答に︑それ迄空港の
雑然とした印象からか
今一緊張した一行の表
情も一気にリラックス

内に入る︒

バスは中国風のデザイ
ンとカラフルな色彩の
料金所ゲートを出て市

しかしなぜか此のバス
は右ハンドル︒このこ
とを聞いてみると日本

ぶ高速道路を走る︒

バスは空港と市内を結

ラッシュが続いている︒

れ︑相変わらず建設

前に来た時より高層建
造物が一段と多くなっ
たようだ︒また工事中
の建物が至る所で見ら

○ｍ︑料金は三十元︵約

く︒

バスの車窓から見覚え
の有る建造物や立体交
差の道路︑鉄橋︑など
が次々と現れ去ってゆ

全長十八・五ｍの高速
道路はまだ一週間前に
開通したばかりで︑北
京では初めての高速有
料道路︒時速制限一二

六○○円︶以前から使
用されていた道路のす

ぐ横に平行して作られ︑

市内へ真っ直ぐに伸び
たハイウェーはすごく

快適だ

また高速道路開通によ
り半分の三十分に短縮

された︒途中︑ハイ

特に﹁歴史の都・北京﹂

期待など︒

旅は同じ所へ何度行っ
ても来てもその時の感
じ方が違う︒その時の
気候︑出来事︑食べ物︑
人との出会い語らい︑

用の高層住宅が見える︒

ウェーの近くに松下電
工の工場や日本人社員

は魅力いっぱいで有る︒
斉藤充昭

﹁皆さんよく御存知の

ここでガイドの黄さん

松下電気屋です﹂と

圃睡題画迩鰯膳
3認8諺

叫 公 現 ヂ ー

鍵老後⑳楽しみ』

輸鴬
に仕事をし
てきて役員
までたどり

た︒

着きやれや
れと思った
ときは定年
になってい

会社に行
かなくてよ
くなり家で
ごろごろの
毎日だとい
︾っ︒

その点
我々板金業
に携わって
いる者は幸
せである︒

問題になってくる︒

しかし︑家業の方は
息子にゆずり︑高所作
業は出来ないとなれば
仕事にも限度があり時
間にゆとりが出来てく
ると思う︒そうしたと
きになにが出来るかが

も出来る︒

まず定年が
ない︒仮に
あったとし
ても︑定年
後でも手に
職があるから帥歳を過
ぎても高所作業は無理
でも︑仕事はいくらで

K
綴
喜

だいぶん前の︑全板
新聞で篠原氏がコラム
でこんな事を書いてお
られた︒県板理事長な
ど役員を永年務めてこ

られた方が︑退任され
ると何年もしない内に
やはり︑忙しく飛び

亡くなられると︒

回っていて退任して

らしい︒

ホットしても︑する事
がなくなっているから

ではないだろうか︒

そんなときに趣味が
あれば好きな趣味に打
ち込むことが出来るの

※ここで︑私たちの同
業ですばらしい趣味の
持ち主を紹介します︒

中川港支部の西川板
金店・西川政博さんで
す︒西川板金店は︑創
業が明治師年で︑政博
さんは三代目であり現
在はご子息の貴久男さ

騨蕊一

義鍵鍵塞鍵鍵鍵議蕊鍵I蕪譜語講談雑

織
蕊
l
i
l
l
l
l
i
l

罫・●曹睦盛蝿．

私の知り合
いに会社の役
員をしていて︑

定年退職した
人がいる︒会
社の役員時代
は︑会議だの︑

出張だのと忙
しく休みの日
も接待ゴルフ
などで︑なか
なか自分の時
間が出来ない
でいる内に定
年を迎えてし
がむしゃら

まった︒

I 鱗識霞
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天のいが弓柱間て畳室まりるら向をりた出服で場に氏専で港さかど設自の現茶なん戸

井天たか一ではあには四せがと茶に力、使、。迎姿主に訪、務、支れか前さら副在華らは

寵卓：佐掛赤り炉中畳て心書室じういつ露えの人あ間駕理平部たりかれも会で道れ今継
つ落前れの物欝蕊誌締締3．蕊窪認鮭易事鯛怒舞蕊躍流リｉ

てち座て軸は床のつ炉茶たごおいかにい通けい川室。五長事橋先の室る道務川い１９月て

いてすばらしい一枚板

が使ってある・

︾っＯ

西川さんのような趣味
を持っていれば︑仕事
を終わってからも老後
になっても生き甲斐と
なるのではないか︒釣
りをやるもよしまたパ
チンコをやるもよし︑

るだろう︒

いつもなにかに熱中す
る物があれば退職して
からでも生き甲斐とな

だろうか︒

友達を多く待ち趣味
もたくさんあると︑毎
日が楽しいのではない

なお︑西川様方の茶
華道教室の流儀はお花
が陳源流で茶道は松尾

今日のお手前は待合
いで出迎えてくれた生
徒であるお嬢さんが披
露をした︒このお嬢さ
ん実は中川港支部のア
キラエ業㈱のお壊さん
で二十歳になる犬飼茜
さんという︒稽古を初
めて一年になるそうだ︒
聞いてみると︑お父さ
んの仕事を手伝いなが
ら板金訓練校にも入校
して勉強しているとい

お抹茶をいただいて
からお茶碗を拝見した

流となっています︒

鷲見収

り家紋帳を見せても

るそうだ︒

らったり︒また掛け軸
の話を聞いた︒西川家
の先祖は下
之一色町の
庄屋であっ
て昔から書
画骨董はい
いものを集
めていて今
でも高価な
物がたくさ
ん残ってい

一時を過ご

静粛の茶
室の中で茶
の湯談義の

た︒

して失礼し

ことだか︑

今回訪問
して思った

◇一宮青年部
を行った・

新会長には田中隆一郎
君が全員一致で選ばれ
た︒

員で盛り上がった︒

６時から宴会となり
山代名物の仲居さんの
ショウが催され家族を
忘れプライドを捨て全

に漬かった︒

ほっとしたところで
雪景色を眺め露天風呂

なり一般道路で北陸に
向かったが金沢の兼六
公園で昼食の予定が間
に合わず急遮変更して
２日目はホテルを出
て観光会社のおつきあ
いで土産物屋をまわり

北陸温泉はそれほど
深い雪では無かったが

見学箇所も少なめに
敦賀市に向かった︒

山を幾つも越えて走
り続け質素な海辺の民

ｆ●■や甲凸凸●巳●０●申Ｃ巳Ｃ■■巳中日◆●①■■Ｐもｂ■ロ■甲Ｃ申①■も●●■も０告■◆■＆■◆■●■◆ＢｅＢ曲■︒Ｂ●０■Ｂｇ●ＣＢＱＢ●Ｂ●Ｂ●

その資格は一一つの体系

まれます︒

？︒︒︒●■●●凸■●●●●ａｏＢ︒①︒■色色︒●●９Ｃ色色色色ｃ●◆◆●①■合●●色色■●甲■■●■●甲◆■●■●■印ＢｇＯ印Ｂｇ■ＱＢ４ＢｇＢ●●■

らかまわっていた︒

宿についたのは昼を幾

なった︒

生きの良い魚の特別料
理がその日のメインと
部員帥名のうち参加
者訂名は５時頃無事一
宮の集合場所で解散し

たこともあり平均年齢
もぐんと低く和やかさ
のなかにも話題は若者
の遊びの事や仕事の体
験など技術的なものと
なりこれが時代の変遷
ということかもしれな
い︒

一宮青年部ではこの

シーリング材の共同購
入︑ＡＬＣ用ビスの講
習会︑ＣＤコンポ︑第
二電電︑等の説明会を

頻繁に行ってきた︒

若い役員も︑勉強が
嫌いでこの職業を選ん
だというわりにけつこ
う積極的に努力してい

るようだ︒佐藤
一年間に︑今回の総会
と︑６月に一泊で横浜

ません︒

青年部が発足して加

た︒

会にナショナルさん︑

れっきとした部員で

９月に家族ボーリング
大会をまた︑毎月の例

市の住宅フェアーに︑

数年になるがふりか

タニタハウジングさん
の新製品の説明会︑通
常価格の半額ぐらいで

す︒

※写真は宴会の席でコ
ンパニオンではあり

えってみるとバスの旅
といえばアルコールも
入ってカラオケや花札
など︑なかにはハメを
外すものもいて賑やか
な道中だったが近年で
は後継者に変わってき

一 ＝ 一 一

は肺炎を併発してし

ある︒

老母の悲しみは誰も代
わってやる事はできな
い︒優秀な会社人間に
なったばっかりに命を
短め家族を不幸にした
従兄弟もバカなヤシで

委員七名出席

正月早々悲しみより腹
の立つ出来事であった
が︑我々自営業者も自
己の健康管理には十分
過ぎる注意が必要であ

これを聞いていてます
ます腹が立ってきた︒
業績や合理化の数字ば
かりに目を向け︑社員
に病休も満足に与えず
使い捨て位にしか思わ
ない管理職は最低であ
る︒棺にすがって泣く

﹁いかだ荘﹂出張会議

三重県志摩郡磯部町

る︒毎月︑井藤委員の
担当している﹁健康﹂
の記事も参考にされた

妻と幼い二人の子供︑

一一八一号編集会議

ｊ
一一月一一十五日金晴
く

い︒③

そして八十五才になる

わせて⁝⁝﹂

に至る原因になるまで
勤める必要はない︒葬
儀の時︑偉そうな態度
であろう︒あっけない
をした会社の重役や部
人生の幕切れとなって 長 が 参 列 し て 弔 辞 を 読
しまった︒ではどこに み 上 げ る 中 で ﹁ 長 年 社
死因があったのだろう︒ 業 に 貢 献 し た 優 秀 な 社
員の○○君を失って悲
しみに耐えない︑○○
君のやり残した仕事は
残された我々が力を合

隣の町で生れ育ち︑結
婚と共に豊明市に移り
住んだため︑最近は冠
婚葬祭に顔を合わせる
位の付き合いであった
が︑おとなしく勤勉な

まったようだ︒

仕事に追われ半月位前
から風邪をこじらせて
いたが十分な医療に掛
かれないまま無理して
出勤していたため最後
男であった︒

精神もい︲れど︑死

間違いなく過労死であ
る︒日本人は愛社精神
が強いと言われる︒真
面目人間の彼も会社に
掛ける迷惑や職責を気
にしたのだと思う︒し
かしきれい事なら愛社
ロケットエンジンや自
動車製造など県下でも
大手の企業に勤めて三
十年︑前日の定時まで
勤務し翌日の午前十時
には帰らぬ人になると
は︑よもや家族も本人
も夢にも思わなかった

が届いた︒

一月も終りに近づいた
ある日︑五十才になる
従兄弟の急逝の知らせ

一＄

一編集後

早々とホテルに着き総
会を開き役員の改選や
打ち合わせ事項の協議

東尋坊で昼食となった︒

総会

北陸温泉バスの旅と

行で総会を行った︒

２月ｕ・皿日︑一宮
板金青年部は︑一泊旅

出発日は近年に無い大
雪が前日から日本列島
をおそい主要道路を凍
結し︑幸い日曜日では
あったが集合場所にい
くのも難儀な事であっ
た︒

０９◇ｑＤｏＤ０ＤｆＣｑｏ０ｏｑｏ０ｏ０ｆ・も︒︒︐︒︲︒︲ｏＤｏ０■︐︒︐Ｄ︲Ｄｂ︒︲︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒■︒．︒．

とされています︒
ところで︑現在は﹁資

ＫＮ．

する程各種の資格が氾
濫しています︒各業務
に一体どんな資格が必
要なのかを︑しっかり
見極めることが大切で
す︒事業場に於いては
資格を必要とする部署
に有資格者を的確に配
置し︑それに見合う権
限を与え︑働く人が充
分に能力を発揮出来る
様な環境を作る事が望

﹃資格制限と資格制度﹄

軸一口安全メモ

高速道路も通行止めと

・

工事現場千差万別︑

●００︒

に大別されます︒一つ
は同法第別条で定める
﹁特別教育﹂であり︑

もう一つは同法第飢条
で定める﹁免許﹂又は
﹁技能講習﹂です︒後

格ブーム﹂とも言われ︑

大手並びに中堅ゼネコ
ンに関係する業者の方
は︑必ず尋ねられる事
はあなたはどんな資格
を持っていますか︑と
咽瑳になかなか答えら
れなくとも︑﹁運転免
許﹂のように誰しも一
つや二つの資格はもっ
ているものです︒
労働安全衛生法では︑
一定の危険有害業務の

中には似非資格も蔓延

者は︑それらの資格を
持った人しか一定の業
務に就くことができな
い﹁就業制限﹂の対象

定めています︒そして︑

就業に際し資格制度を

記

平成６年３月１５日（４）

板
愛
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