バブル崩壊からの

平野弘

道路掃除や︑レスト
ラン︑ガソリンスタン

くみ育つと思います︒

それが働く人の好み
なら︑どんな職場環境
のもとでも︑明るく楽
しく︑大きな夢をはぐ
好みと自己実現のた
めに︑仕事をすること
は︑幸せなことだ︒
私たちの建設産業には︑

働く人に終身雇用と年
功賃金体系と退職金累
進制度で︑職場共同体
に縛り付けようとする

ことは︑一・／Ｉ階る必要

があると思う︒

ソンの社会にはない・

又︑原材料の仕入れ先
の選択や︑能力ある低
価格で施工してくれる
下請け外注さがしの昨
今︑世は︑凄まじいサ
バイバル時代に入って
きた︒過当競争という
言葉は︑アングロサク
これこそ︑企業が乗り
越えねばならない最大

はせいぜい丸鋸の刃を
窯業系のチップソウー
に取り替えるぐらいで
特別に買わなければ作
業が出来ないというこ
とはないやはり重いと
言うことで敬遠されて

蕊︾鍵窯業系サイディング農︾識

カラーベストが発売
された頃は︑こんな重

いるのではないか︒

我々板金業界でも︑
金属サイディングばか
りでなく︑窯業系のサ
イディングを張ってい
る︑店は多いと思う︒

い屋根材はいやだと

ゼネコン汚職が輪を掛
けて大手の建築会社が
公共事業が出来ず民間
工事にもかげりが出て

につくようになった︒

いってなかなか受け入 １９９０年の秋をピー
れられなかったようだ
クでバブルは崩壊した︒
が︑最近ではどこの店 我 々 の 業 界 は す ぐ に 影
も工事を請け負ってい 響を受けることはな
るようである︒
かったがじわじわと不
こ の 事 と 同 じ よ う に 況の波は押し寄せてき
た︒
外壁サイディングでも
同じ事が言われている︒
生産過剰︑物の有り
余り︑マンションの過
剰などで企業の設備投
資や在庫減らし︑マン
ションの売れ残りがめ
金属サイディングな
ら通常の板金工事とか
わりがないからすぐに
受け入れたが︑窯業系
のサイディングは︑ま
ず第一に重いのが難点
であるそれに工具も少
し買い換えなくてはな
らない︒しかし︑工具

の障害だろう︒

の競争の激化により︑

永年に亘り築かれた
実績ある業界も︑互い

す︒

やがて組織の混乱や破
壊が生ずると憂慮しま

堺屋太一の著書︑満
足社会の方程式﹃世は
自尊好縁﹄によればこ
れからの経営者は
①企業が何を目標にし
ているか明確である

いる︒

にせよ

こと﹁理想﹂を透明

②それを実現する手法︑
つまり﹁構想﹂を明
確にせよ︲
③この理想と構想とが︑
世間にありふれた建
前でなく︑独自の説
得性ある﹁独想﹂を
示すこと
と︑問いております︒

の材料が１枚必要にな
り一枚のｗとか半分使
うだけでも１枚使うこ
とになり残り材が無駄

地の所で切り取って︑

そこで図のように目

になる︒

ないと思う︒

工事そのものが減少
しているときに窯業系
サイディングは重いか
らやらない︑などとぜ
いたくを言っていられ

ことにしているので︑

そんなこととは関係
なく︑私は仕事を依頼
されたら何でも請ける

もう随分前からサイ

ｒ寸︑

☆この部分で
切り落とす

２本目地サイディング

いぬ︾

﹃●﹁

Ｅ﹃〃

いる︒鷲見

ちょうど加工に適して

シャクリ面のビットが︑

品でコーナービット

トリマーで重ね部分の
加工を作ることによっ
て残り材を無駄なく使
うことが出来る︒トリ
マーは何処のメーカー
製品でも良い二万五千
位で買えるトリマー用
ビットは大日商㈱の製

合が多い︒

ディングエ事は行って
いる︒張面の大きな所
は誰が張っても同じ施
工法で問題がないと思
う︒縦張ではあまり問
題にはならないが︑横
貼りでは材料ロスがた
くさん出る場

皿巾足りない

何枚か張り
上げて上の方
で血皿とか卸

と言うときで
も通常唖ｍ巾

｣
L
Ｌ

ｌＩ

す︒

取る

トリマーで
加工し削り

純

愛 知 県
板金工業組『.−

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６
発行広報委員会

ド︑等々生産性のない
全板連︒日板協第三次ビジョン
職場にフリーターとし
﹃人づくりモデル﹄プラン作成特別委への意見
て︑結構楽しんで就職
し︑外国人と一緒に気
楽な低賃金を苦にする
こともなく今を楽しん
人づくりプログラム
でいる︒
﹃政治破壊﹄﹃価格破
作りの委員会における 壊﹄は︑経営悪化の企
この様な現況は︑や
様々な協議の中で︑特 業が続出し︑リストラ がて外国人労働者を引
に気を付けたいと思う に名を借りた︑希望退
き寄せることになり︑
こ と は ︑ 今 日 ま で の 日 職︑職場出向︑更には︑ かって︑ヨーロッパ諸
本の職場は︑企業と従 アジア諸国に工場を移 国が苦慮した事が起き
す企業が︑日ごとに増 るのではないかと思い
業員や︑企業の系列︑
元請け︑下請けの間に 進し︑生産性の高い産 ます︒されば︑未来思
忠誠心を求め会ってい
業 ま で 流 出 さ れ て い る ︒ 考の対策である︒生涯
た︒これは︑経営管理
﹁働いて︑円高にして︑ モデルプラン作成には︑
の上で大変有利だと信 首をしめ﹂の昨今であ 今日までの社会と明日
じ ︑ 意 欲 を か り た て て ︑ る︒競争と成長の激し
からの社会の大変貌に
職務と給与を越えた責 かった時代に活躍した︑ 注目し︑人材募集する
任感を持たせて︑事故 これまでの日本人とは
ときの基本資料には︑
防止や︑品質管理もさ 違った人生観を持つ現 これまでの終身雇用と
れ︑能力の劣るもので 代の若者は︑今までの 年功賃金より︑能力適
も︑型にはめられそれ ように︑企業の方針や 応賃金制を︑即ちプロ
なりに企業も従業員も 命 令 に は ︑ 従 わ な く 野球や︑サッカー選手
満たされ︑企業の向上 なってきた︒滅私奉公 の様に必要な能力を買
発展に成果を与えてき
い取るような能力主義
で働いても︑﹁そうそ
た︒
う幸福になれるもので
の賃金体系を研究すべ
海外では︑大きな評 も な い ﹂ と い う こ と は ︑ きと思います︒能力を
価も得たが︑時代は常 自分たちの親や︑今の 最大限に発揮できる職
日本をみれば当然かも 場を選び︑その結果に
に流動し︑現在では︑
ふさわしい対価を求め
疲 労 し た 制 度 だ と い わ しれない︒
るようになると思いま
れている︒
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「
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お尋ね下さい︒

それらの指導は保健指
導︒運動指導・栄養指
導メンタルヘルスなど
を行い︑健康づくりを
推進するための機関で
す︒これらを利用され
る場合は最寄りの保健
所若しくは︑医師会へ

本週間の趣旨をご理
解頂き︑働きやすい快
適な職場づくりと自主
的な活動を切に要望し
皆さんの健勝をお祈り

トレーナー

ご安全に″沼津

ヘルスケア・

安全衛生法では︑新
規雇入れ又は常時雇用
の状態にある従業員は

Ｃ田は､h零1,【屋鯵断四目Ｅないもの．

業種によって異なるが︑

遇動辱の掴再双の作威(スタ･アブのIIT邦）

﹃守ります私の健康つくります
疲労・ストレスのない職場﹄

の結果︑有所見率が詔

1s簾蝋聯蕊鐸雪………灘……輿……謬

ね下さい・

継続して雇用し高所な 実在している︒これら
の週間を通じて今一度
ど危険性のある場所で
の 作 業 で ︑ 墜 落 ︑ 韓 落 ︑ 見直しを計り︑計画的
縛倒など不幸にして事 に実行されては如何で
故が発生した場合︑﹁既 すか︒これらの対策と
往歴﹂の問題が浮上し︑ して共済制度に加入し
診断の結果の提示が求 ている組合員に対し価
格の限度に於て領収書
められる事は必至で︑
の提出を求め一部を補
それらは健康診断害で
あり︑これらは専門的 助している支部もある
立場から労災保険の適 との事で︑生きた施策
用の可︑否が判定され と好評を得ている︒全
る︑この様に如何に重 板国保の加入者も年一
要であるかが理解され
回に限り補助が受けら
れる事になっている詳
細は県板事務局にお尋

０週ｎ畳睡捜園ｉ１．，J２.聖拭症ユ.肱ｕ注４．．１q借徒ｓ,企酬ﾙｸ､ＪＪ

致します︒

雲霧詮雷騨声

た事と思います︒
﹁人の命は地球よりも

『．その他 １．脚エレントデン

準備月
月間
間９
９月
月１日〜９月卯日迄
本週間は毎年休みな
％にも及びその大半は︑
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本
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間如如
月月
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年一回の健康診断の実
施が義務付けられてい
る事は周知の通りです
がこれらの診断結果は
５年間保存する事が定

重い﹂と云われる程人
命尊重の立場で運用さ
れている︒県下でも毎
年何らかの形で︑事業
主︑作業指揮者︑親方
などが検察庁へ書類送
検︑過分な罰金など徴
収されている例も多く

￨
嵐…画'の罵鯵…刈臓＊
l宜原い､掴狸、

められている︒

過去に於いて身体の
異常が発見され完全に
治ゆしていないにも拘
らず職場の配置替えな
どの対策をしないまま

卸００．０．や︒︒︒︒︒士

，、用■１１．時氏２−件茅⑳̲皮Ｆ画間凧Ｉ上両退屈髭.５１W、F磨里】

血圧・血中脂質・肝機
能・心電検査等のいわ
ゆる成人病に躍ってい
ると言う所見が数多く
指摘され︑大きな課題
となっているのも事実
で︑働く方々の生涯に
わたる健康の保持・増
進を目的とする心と身
︵ＴＨＰ︶や過度の疲

体の健康づくり運動

メンタル

●Lも一一一一一一①｡−..−‑一一②.今一一一一qい−

卜
…
Ｉ

力が求められています︒

'字､１.ヘモグロビンＺ４文哩欣。ＬEコレステロー,しのＩＩＤＬコレステロー

ン

至っている︒働く人達
を対象に健康で明るい
職場環境のなかで︑精
一杯働ける快適な職場
を構築する最良の週間
だと思います︒そんな
中で職業性疾病の早期
発見と健康保持の目的
でもある事を踏え︑趣
旨を徹底させ最善の努
一ｆ一

:陣･ゴ腐'潅直埼兄

実施さる

労やストレスの少ない
働き易い快適な職場環
境を作る事により一歩
一歩着実に取り組む事
をお勧めしたい︒

i園冨…Ｌ座｢ビェ…3…心戴鯛①.辺j'､肉…

ガ
、

職業性疾病は以前より
減少してはいるものの
依然として重篤な職業
性疾病は跡を断ずそれ
ぞれの企業︑或は事業
主の方々の一層の理解
と努力が要求され健康
で明るい職場環境をと

実態・ストレスの蓄積︑

ＴＨＰ︵トータルヘル
スプロモーション︶と
は︑通常の健康診断で
は運動不足・食生活の

ヘルスケア･

､

健康・認定項目

召全国労働衛生週間

願うものです︒

指導が受けられます︒

などは測定出来ないの
で実施する事によって
詳細なデーターを基に

，同一・K.陣, 1.頁I『製Z､五代堅ざ.竃且桜4.【I丈哩状３.その他

,＝則平成６年度(第45回）
しかるに雇用問題も
さる事乍ら︑今だに若
年労働者は不足で︑高
齢者に依存するケース
が多く︑定期健康診断

凪とＬた心上からだの壁1ｋづくり逐例

幸一一一一一

用いたハゼころしをつ
かいました︒今回は机

一一

︵松井祐治部長︶は︑

に作ってもらいました︒

戸箱などに亀甲張りを
行う場合は相手の板が
垂直に立っていますの
で普通の金槌では︑吊
子の釘打ちができませ
ん︒そこで本体部分の
非常に長い金槌を特別

上の作業でしたが本来︑

の型を銅板に罫書き︑

初めて張り物に取り組
んだわけですが︑正確
な割り付け︑罫書き︑

んで完成となりました︒

さて作業は縦︑横︑斜
めの通りにきおつけな
がら張り上がっていき
ます︒最後にコンパネ
の周りに額縁として取
り付けたドウブチを包

板取︑折り付けの重要

豊田松井

さを痛感しました︒

ように折ります︒また︑

ハゼの向きによって折
り幅を若干加減します︒
続いて割り付けした．
ンパネに張
り付けてい
くわけです
が︑この時
に道具とし
て制作した
吊子を押さ
える為のへ
ラ︵ステン
レス製︶及
び鋼の板を

ハゼは︑折る順番があ
りますので間違わない

取りが終わると次に︑
ハゼ加工を行います︒

張りじまい︶です︒板

︵張り初め︑左側２種
類︑右側２種類︑本体︑

それぞれ必要な枚数を
板取りする所から報告
します︒型は︑７種類

第５回目の技能向上訓
練を昨年同様︑岡崎技
術工学院に於いて実施
しました︒前回の記事
では︑カラー鉄板で型
を作り板どりをしてい
るところまで報告しま
した︒今回は︑７種類

西三板金連合青年部

茎

◆西三板金連合青年部◆

墓

患

鱗
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うにＷ１回Iスタラフカ【川 OiL土寸．
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きをｕているのです︒

泌の一一つの重要な働
外分泌は︑騨臓から
十二指腸に騨液という
消化液を分泌すること
です︒陣液には私たち
が食べた糖分・たんぱ
く質・脂肪などを分解
する︑いろいろな消化

臓の炎症が繰り返され
ているうちに︑陣臓の
細胞が局部的に死んで
しまい︑その代わりに
繊維部分が増え︑固く
なってきます︒騨臓の
細胞の一部が死んだ分
だけ消化酵素やインス
リンの分泌が悪くなり
騨臓の働きが低下しま

ざまです︒

酵素が含まれており︑
す︒

が﹁陣石症です︒こ
れは︑戦前は非常に珍
しい病気でしたが︑今
では慢性陣炎の約半分
近くをこの﹁騨石症﹂
が占めています︒

慢性陣炎の原因を調
べてみますと︑男性と
女性ではずいぶん違い

て十二指腸に出口を

騨炎は︑他の病気と
の区別が難しく︑昔は

ます︒

﹁おなかを開けてみな が︑それでもはっきり
ければわからない﹂と
しない場合にはエック
いうことが多くありま ス 線 ︒ Ｃ Ｔ ︵ コ ン
した︒しかし最近では︑ ピューター断層撮影︶
新しい診断法がいろい
降管造影などによる画
ろと開発されています︒ 像診断が効果的です︒
ことに︑騨臓がんの鑑
別に威力を発揮してい

現在︑こうした検査
と並行して超音波によ
る検査を進めています

陣管造影

ＣＴ

超音波

▼画像診断

セレクチンによるテスト

▼降液検査

アルコールを飲みす
セクレチンというホ
ぎると︑騨管の出口あ ルモンの刺激によって︑
たりに︑炎症が起こり︑ 騨液を採取し︑その成
騨液が滞り︑騨炎を生 分を調べるという方法
じることが多いのです︒ も あ り ま す ︒
女性の場合に多い原
因のひとつには︑﹁胆
︻騨臓炎の診断法︼
石﹂がありますが︑こ
ｖ血液・尿検査
れは胆石が胆管にある
アミラーゼ
場合に考えられます︒
リパーゼの測定
騨管は胆管と合わさっ

上は︑１日皿ｇ以上︵日

男性の場合は﹁アル

ます︒

コール﹂の関与が多い
ことも見逃せません・

胃である程度消化され
た食物を︑陣液がさら

慢性騨炎患者の帥％以

また︑慢性降炎が進
むと︑消化吸収障害か
らくる体重減少や︑糖

またときには︑騨管
の中にカルシウムが沈

まず︑血液や尿を採取
して︑アミラーゼやリ
パーゼなどの消化酵素
の量を測定する方法で
す︒騨臓病の場合︑普
通は︑血液中の消化酵
素の量が上昇し︑それ
により騨臓病であると

着して︑石のように

推定できます︒しかし︑
慢性化しているときは︑

に消化します︒

本酒換算４〜５合以

尿病などが現れたり︑

なったものが見られる
こともあります︒これ

高いようです︒

ところで︑騨炎の増
加とともに︑昧臓がん
も増えてきていること
は確かですが︑その両
者の間に因果関係があ
るかどうかは︑はっき
りしていません︒ただ
し︑慢性騨炎で︑騨石
のある人の場合は︑陣
臓がんになる率も少々

して血液中の糖分︻慢
一一
︽慢性牒炎の成因別頻度︾

はできません︒

必ずしも上昇するとは
限りませんので︑これ
によって確定すること

内分泌は︑騨臓がイ
ンスリンやグルガゴン
などのホルモンを分泌

ります︒

慢性豚炎は︑陣正正
︶︶報告書﹂より

︾っＯ

西春井藤

疑わしいときには︑受
けたほうがよいでしよ

見には有効ですから︑

外来でも済ませること
ができますが︑牌管造
影の場合は︑入院して
行う病院が多いようで
す︒多少の痛みも伴い
ますし︑手間もかかり
ますが︑騨臓がんの発

にとって痛みもなく︑

陣臓病の診断を受け
る場合︑超音波やＣＴ
による検査は患者さん

上︶を加年以上飲み続
けたアルコール常習者
であるという統計もあ

ります︒

ア

コ

がんこな痛みが続くた
めに︑ノイローゼに近
い症状が出ることもあ

ンは血液中の糖分ル
をエネルギーに変一
わるのを助けるホル

の量を調整する働
きです︒インスリ

陣炎は︑胃と脊椎の
間にある︑長さ脂皿く
らいの細長い形をした
臓器で︑十二指腸から
牌臓の方に︑斜めに横

ると血液中の糖分雄

ンスリンが不足す

ルモンで︑︸﹂のイ

騨臓は外分泌と内分

たわっています︒

畔炎と痛み

う３３

す︒

降臓に炎症が起こり
痛みを生じるのが﹁騨
炎﹂です︒急性の場合
と慢性の場合とによっ
て︑その症状は違いま
急性陣炎の場合は︑

主にみぞおちや左上腹
部のあたりが突然激し
く痛みだします︒昔か
ら︑﹁瓶﹂と呼ばれて
きた痛みの中には︑こ
の騨炎の痛みも含まれ
ていたと思われます︒

あまりの痛みに︑横に
なって体をえびのよう

が多くなり過ぎて
糖尿病になる恐れ
もあります︒また
グルガゴンは︑イ
ンスリンとは逆に
血液中の糖分を増

やす働きをします︒性

急性陣炎は︑騨男

鴬ヅ累雪
特発性

康

に折り曲げ︑︻牒臓とその周辺︼
それに耐えよ
うとする人も
います︒慢性
騨炎の場合は
急性陣炎のよ
うな激しい痛
みが数カ月お
きに繰り返さ

４％

合に生じます︒疾由
疾患調査研究班︵班長・竹内

胆石

健

れるものや︑

3748

しまうのです︒

１７％

持っています︒そのた
め︑胆管に胆石がある
と︑豚液が流れにくく
なったり︑ときには逆
流し︑騨臓自体を消化
して︑炎症を起こして

１３％

液に含まれている
消化酵素が︑何ら
かの理由で︑陣臓
そのものに作用を
及ぼし︑炎症を起

その他

こしてしまった場妬
髄﹁厚生省特定疾患難治すい

アルコール

』
恩
=
鰻
=
鰻
=
塁
｜
急性騨炎ほど
ひどくはない
ものの︑シク
シクした痛み
が絶えずある
ものなど︑そ
の症状はさま

十
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平成６年１０月１５日（４）

板

記録的な高温と水不
足に悩まされた長い夏
も彼岸をすぎておだや
かな秋の気配が感じら
れるようになってきた
９月理日愛板会館にお
いて総務委員会が行わ
れた︒

す︒

業センター４階とした︒ 建 物 ２ ０ ０ ． ６ １ ㎡
議題②は︑組合創立
〃１２６７万３千円
卯周年を迎え記念行事 土 地 １ １ ２ ． ３ ２ ㎡
について・
〃２０６０万円
と財産登録されていま

平成７年５月泌日︑
３時より︑場所は︑グ

ランドスクエアーク
レール︑３時より記念
式典を行い︑組合功労
者と︑永年勤続者の表
彰式と講師を招いて講
演とパーティーを予定

についてであった︒

平野理事長︑斉藤︑

村上︑両副理事長と各
総務委員が早川専務の
進行にしたがって意見
した︒

かって︑負担資金の集
金方法は出資金または
寄付金︑個人名義︑支
部一括など統一されて
おらず︑組合を脱退し
た組合員からの返還を
求める声が相次ぎ早急

交換を行った︒

せん︒

組合にはこの負担金の
返還する財源は在りま

なってきた︒しかし︑

にこの処理が必要に

議題川は︑早いもの
で平成７年度の総代会

ます︒

議題③は︑組合会館
建設資金処理について︑
現在︑負担金２７６
８万６千円となってい

零細企業が安心して潤
いのある社会が訪れる
のだろうか︑期待しな
いではいられない今日

ない︒まみ作には水

あった︒一方これ迄放
置されて居た井戸水の
検査を依頼したりホー
ムポンプを設置したり
して出費もバカになら

ぶように売れに売れ︑
一時はパニック状態で

小生の住まう知多半島
ではお盆休みに入る頃
から断水の予告が流さ
れ始めた︒この頃から
断水に備えてミネラル
水や貯水用のポリタン
ク︑水槽︑バケツ︑ポ
リ製の衣装入れまで飛

聞き入れては貰えず︑

また生活水ばかりでな
く︑農業用水や大量に
水を使う製造業にまで
ダメージっは大きくお
よび︑何年ぷりかで雨
乞い神事や水に関わる
風習が各地で繰り広げ
られたが︑水神様には

せる事態となった︒

連日平均気温を大きく
越え︑降雨量不足が追
い討ちをかけた異常気
象により深刻な水不足
を引き起こして市民の
日常生活に不安を抱か

が増して来た︒

日本列島記録的な猛暑
に見舞れた今年の夏も
記録の数字を書き替え
て終幕となり︑赤トン
ボの遊泳で一段と秋色

一編集後記一

由
Ｊ

つぎの項目を提案し
た︒

負担金を返還する︒

１︑金融機関より借入
をして組合員全員に

に返還する︒

２︑金融機関より借入
して脱退した組合員

金の返済に当てる︒

３︑組合を解散し︑不
動産を処分して負担
議題凶組合員事業所
台帳の作成について︒

前回と同様な形式で
行う︒

議題⑤理事会の開催
について・

佐藤

平成６年皿月迦日に
常務理事会と理事会を
ひらき上記の事を審議
することにした︒

公平だとは思えない︒

公共投資も大手業者に
依存し︑我々の手のと
どかないところで処理
され︑民主主義の名の
もとに︑矛盾だらけで
先日愛知県で補欠選
挙が実施されたが︑投
票率の低さ︑行政に対

税金は公平に使うも
のであるが︑構造汚職

この頃である︒

一体何時になったら︑

する不満の現れといっ
ても過言ではない︒

・予算の無駄使い・一

ている︒

構しず︑事態を静観し︑
それらを助長し黙認の

方帝京気対策として

Ｋ︑Ｎ・

状態ではないか︒
私共末端の業者は︑

値崩れに追打ちを掛け
られ︑ゼネコンからは
合言葉の如く﹁予算が
ない﹂の一点ばりで処
理され︑その一言につ
きる︒又一方では通常
の見積りの半値での取
引で︑安易に安請をし
ている専門工事業者が
俳掴し︑値段を撹乱し
破壊しているのが現状
だ︑酸寄せは吾々︑末
端の弱者に襲いかかっ

噺強咽麓咽社屯歓心散ね歓咽詠咽社咽識他社屯廿咽﹄雷社屯社唖静心稼唖歓厄睦咽強掴歓個准咽謎晒離咽強咽祉屯社碩社咽廿咽歓屯社咽撒咽撒咽撒噌社ね蹄咽強咽艶旧識咽磁咽酢呼強咽識剰祉画離ね途頓款冴呼酢

日時は︑平成７年４
月配日︑３時︑中小企

唯晦峰唱心巾中軸心山巾噛巾叩︑︲屯叩曲叩・ロⅢ︲．Ⅱ：！︲１０Ⅱ１ⅡⅡⅡ！︲Ⅱ１Ⅱ

﹁何かが狂っている﹂

ようとしている︒

猛暑も去り︑いつし
か秋らしい季節が訪れ
地域によっては異常
気象で︑異変による被
害が多発し︑人間の尊
厳が失われているが如
き︑今何かが狂ってい
る︒今年も余すところ
二ヵ月︑何の潤いもな
く年越しが出来るかが
心配だ︒政府広報によ
れば景気が回復しつつ

あるとのステーッメン
トが報じられたが︑
吾々を取巻く環境は非
常に厳しく︑一部の業
種を除けば総てが値崩
れが烈しく︑私共が長
期間に渡って築いた構
図が消え失せようとし
ている︒流通機構に於
いても︑何ら具対策を

︾慧蕊蕊鍵繊灘
愛
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た国会議員でもあり︑

くとりざたされ︑問題
解決を複雑化した︒ま

結局十九時間断水は八
月二十日まで︑以後月
末まで十二時間断水が
続き九月一日で断水解
除となったのだが︑今

たと思う︒

﹁既得水利権﹂が大き

回の断水騒動の中で

も十九時間断水突入と
あって只事では無かづ

から翌日の午後四時迄︑

が一番必要な時とあっ
てエンジンポンプや水
中ポンプなど︑水に関
する機器は一気に底払
いとなり︑相次ぐ注文
や問い合わせに関係業
界はうれしい悲鳴で皮
肉な現象であった︒八
月十七日より午後九時

知多半島の全市町村は
いきなり十九時間の断

昭和三十年代の中頃︑

午後五時終了③

委員六名出席

一一八八号編集会議

九月二十七日山雨

無限ではない︒

これからもこの様な事
態が起こらないとは限
らない︒今回の断水を
教訓に水の大切な事を
自覚し︑自然の資源を
ムダなく有効に使う方
法を考え直さなければ
と思う︒自然の資源は

市民である︒

水利権を持つ土地改良
区の長の一声で木曾川
の水が愛知用水に融通
される事になり断水が
緩和されたのだが︑水
利権を盾に恩を売り来
年の選挙を有利に運ぼ
うとする狙いがちらつ
く︒いずれにしても水
に恵まれない土地に住
む者にとって情けない
事ではあるが一番バカ
を見たのは︑行政や水
利権者に振り回された

水となる︒

愛知用水が完成し以後
木曽谷の水が各家庭の
カランからふんだんに

出る様になった︒

それから三十数年︑日
常の生活様式も大きく
様変わりし︑明るい台
所にはピカピカの流し
台や調理代が並び︑風
呂場の浴槽にはなみな
みと湯が入り︑ポット
ン便所から洋式水洗ト
イレにと文化生活は限
りなく豊かになった︒
もともと知多半島は水
に恵まれ無い土地柄か
ら生活用水はもとより
工業・農業用水に至る
まで水の確保には絶え
ず悩まされ続けて来た︒
しかし水道事業が完成
して水の心配が無くな
ると共に時が経つにつ
れ︑水のありがた味が
薄れ水は出るのが当た
り前で使い放題であっ
たところへ断水︑それ

