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鈴木礼治

民生活の一層の充実・
向上に努めるとともに︑
﹁交流新時代﹂に向け

景気回復の足取りをよ
り確かなものとし︑あ
らゆる分野において県

礼申し上げます︒
さて︑新しい年は︑

県政が着実に進展して
おりますことを厚くお

でとうございます︒
皆様のご理解を得て︑

新年あけましておめ

愛知県知事

新春を迎えて

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６
発行広報委員会

た様々なプロジェクト
を新たな段階に高めて
いく重要な年でありま
す︒厳しい財政状況に
はありましても積極的
な県政運営を図ってま
貯

寿社会を築くため︑﹁愛

フルプラン﹂︵あいち
８か年福祉戦略︶に基
づき幅広い福祉施策の
総合的な展開を図ると
ともに︑平成七年度に
運営開始予定の﹁国立

長寿医療研究セン
ター﹂を核とする保健
・医療・福祉・生きが
いなどの総合拠点﹁あ
いち健康の森﹂の整備︑

県立看護大学の四月開
校など︑福祉・医療の
充実に努めていきたい
と思います︒

湾等の水質浄化対策︑

また︑暮らしの中の
快適性やゆとりを実現
するため︑人にやさし
い街づくりの推進︑流
域下水道の整備︑伊勢
整備など︑生活環境の
一層の向上を図るとと
もに︑引き続き教育︑

文化︑スポーツの振興
に積極的に取り組んで
産業面でも︑中小企

まいる所存です︒
業対策の強化を始め︑

各産業のバランスのと
れた発展をめざす振興
施策の展開を図ってま
いります︒

考えております︒

た地域づくりにも一層
力を注いでいかねばと

通網につきましては︑

まず︑交流を活発化
する基礎条件となる交
中部新国際空港︑第二
東名・名神高速道路を
始めとする高速交通体
系の構築と︑それに関
連する地域内交通網の
整備に努めます︒とり
わけ︑中部新国際空港
につきましては︑二十
一世紀初頭の開港に向
けて︑八年度から始ま
る第七次空港整備五箇
年計画での事業着手の
位置づけを明確なもの
とするため︑引き続き

棚橋敏光

昭和 川村清春
瑞秘 恩田勝義

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

平成七年元旦

上げます︒

年

役職名 支部

伊藤順一

伊藤正明

役員名

率吉邑

小島到

瀬戸 磯村信夫
春菖井 高田公人
津島 柴田人史

江南

稲沢
署倉
西春
岡崎
碧南

級・氷忠義

広川卓也

野村雅

高橋眼

丹羽芳男
柴田幸治
高柳一男

岡部鈴行

安城 杉浦茂
西尾 鳥居松男
知立 野田和彦
幡豆 加藤孝

岡崎

樽井神夫

高柳韮五郎

比野定雄

知多 籾識基義
馬場喜郎

Ⅱ村和利
佐藤精祐 福談役
岡崎
野村吉男

鈴木準一

りたいと存じます︒

組の集大成となる二○
いよいよ来年に迫りま
○五年の万国博覧会は︑ した正式立候補︑開催
地決定に向けて︑国内
外で強力かつ広範な誘
致活動を展開してまい

熱田南

理車

愛知県板金工業組合

ことをめざしています︒

人類共通の諸課題の克
服や国際社会の一層の
発展にこの地球が寄与
していくとの認識のも
と︑二十一世紀の技術
と文化を拓き︑人と自
然の共生を図る地球規
模での交流の場となる

謹賀新

村・星章
知多 斎藤充昭

役脆名 支部 役員名
平野弘
認事長

副理平長

長谷川信俊

専務理獅 事務局 貝．刈孟夫

営溌理事

西春 細 野 清

酋春 羽柴弘和
裂閣 ︲ハ．笠原裕
瑞秘 大脇国和
干埋 堀部昌彦

藤友汽

沼深啓二

石原談司
豊匝 甲部安男
西尾 毛利貞夫
知毎 小 嶋 膳

伸次

総合的な調査を推進し︑

岡崎 山本清
きたいと存じます︒

監事

理事

国等への働きかけを強
めていくなど地域を挙
げての取組を進めてい
また︑質の高い交流
が多様に展開されるた
めには︑情報発進力の
高い拠点づくりや多く
の人を引きつける交流
機会の提供が重要であ
り︑科学技術交流セン
ター計画の推進や世界
公園フェスティバル妬
の開催︑県下各地での
魅力ある愛知づくり事
業の展開など︑愛知県
から新たな﹁交流﹂を
生み出す取組に努めて
そして︑これらの取

まいります︒

緑

板金工業組合

いりたいと存じます︒

一方︑地域や国境を
越えた人・モノ・情報
の活発な交流が地域社
会の発展の原動力とな
り︑新しい知恵の創造
にもつながる﹁交流新
時代﹂の到来を踏まえ

.
!
.

ｒ鹿
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そうした中で︑健康
で生きがいに満ちた長
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理事長平野弘
英知の結集によって︑

合は先人諸氏の努力と

崩壊してからまる五年
が過ぎ︑世界は冷戦の
反動の後遺症としての

祝い申し上げます︒
﹁ベルリンの壁﹂が

ません︒

相互扶助の精神で強固
な団結を築き︑此の苦
境を乗り越えねばなり

に改革の風に向って︑

着実に前進してまいり
ました︒更なる向上を
期して︑良き伝統の中

民族・地域紛争の多発︑

さて︑本年は工業組
合創立三十周年を迎え

新年を寿ぎ皆様の欣
幸なる一年を祈念申し
ますと共に︑清新なる
心で新たなる出発をお

政治︑経済共に五里霧
中の極み︒幸い私共組

副理事長村上章
組合員の皆様︑新年 した︒他方︑政治の面
明けまして︑お目出度 では︑内閣が三回も交
うございます︒平成七 替し︑全く混迷を深め
年の輝かしい新春を︑
ている状況が続いてい
御家族御一同様お揃い
ます︒明るい面では︑
にてお迎えになられま
二村武次様が勲六等瑞
したこと︑心よりお慶 宝章を︑又羽柴弘和様
び申し上げます︒昨年 が卓越能士労働大臣賞
中は︑県板金工業組合 を受章され︑私共板金
名古屋板金連合会の各 業界にとりましては︑
行事︑並びに講習会等
又とない朗報でありま
の 運 営 に ︑ 多 大 な 御 協 して︑御本人の不断の
力を賜りましたことを︑ 御努力御精進はもとよ
厚く御礼申し上げます︒ り ︑ 長 年 に 亘 る 技 能 向
一昨年は冷夏︑昨年 上訓練と若年労働者の
は異常気象による酷暑 育成︑或いは技能検定
で水不足に悩まされ︑
業務への貢献によられ
まして︑輝かしい栄誉
に浴されましたことに
我々も日常生活のリズ
ムがくるってしまいま

へと確固たる将来ビ

ますので︑総代会を四
月二十八日に︑又五月
二十六日簡素ながら意
義深い記念式典と祝賀
会を開催致します︒我
が県板の歴史に一頁を
皆様と共に祝い輝く年
を契機に︑今迄の追風
を受け向上した時代か
ら逆風下での経営体質

細やかな対策をたて︑

ジョンを追求し︑キメ
厳しい時代に対応した
いと存じます︒具体的
には私共組合の重点施
策であります責任保証
制度の充実により社会

の厚い信頼のもと︑技
能技術の練磨と共に利

お迎えになられ心より

景気はなんとか回復
のきざしが見えて来た
といわれだしました︒
しかし︑これまでの
景気回復とはいささか
様子が異っているよう
です︒バブルの後遺症
や種々な要因がからん
で︑はっきりした先行
きが見い出せないとい
うのが実感でしょうか︒
今回の不況は︑今ま
でに経験した︑円高や

一歩前進

お喜び申し上げます︒

益確得の道を求め︑又︑
福祉諸施策︑共済制度︑

年のご挨拶と致します︒

常識に挑戦していく
姿勢からチャンスは生
まれると申します︒希
望ある限り情熱をぶつ
け体を張って﹁挑戦と
飛躍﹂を誓い組合各位
のご繁栄とご多幸を心
からお祈り申し上げ新

一段の御理解とご協力
をお願い申し上げますご

労働災害保険の完全加
入の促進等々皆々様の

昨秋︑国際通貨基金め
発表によれば︑バブル
破壊後暗くて長いトン
ネルに入っていた日本
の景気も先進国の景気
上向きと共にゆるやか
な回復を始め︑平成六
年の実質成長率９％か
ら平成七年には ％に
なる見通しと言われま
す︒しかし建設業界は
依然として小雨状態が
続き薄日がさすのは今
しばらく先との事︒関
連業種の板金業界でも
落ち込みは大きく︑受
注確保に発注者まかせ
の白紙見積や半値八掛
受注の声も今だに聞か
れます︒いくら仕事量

させて頂きます︒
お目出度うございます︒

つ い て ︑ 私 は 心 よ り 敬 を覚悟せねばなりませ
意を表する次第であり ん︒若年労働力の確保︑
ます︒今後の板金業界 労働時間の更なる短縮︑
の 方 々 に と っ て 又 と な 省力化合理化の尚一層
の推進等大きな問題を
い励みにもなろうかと
存じます︒
抱えております︒お互
さてここで︑板金業 いに希望を捨てずに前
向きの姿勢で元気一杯
界を直視致しますと︑
価格破壊と申しますか
頑張りましょう︒
工事量の減少で︑単価
終わりになりました
が︑皆様方の御健勝と
の低下は避けて通れな
い時を迎えております︒ 各事業所の更なる御発
展御隆盛を祈念致しま
して︑新年のご挨拶と

特に諸産業の海外進出
に伴う国内企業の空洞
化は避けられず︑先行
き︑我々は深刻な状況

斎藤充昭
平成七隼の輝かしい新
春を御家族一同様共々

副理事長︵広報・癖技浄域担当︶

明けましてお目出度う
ございます

来の商取引です︒

が少なくても常識外れ
の受注は正常な商取引
きではありません︒適
性価格︑適性利益が本

えよう﹂とあります︒

ものの教えに﹁忙しい
内に次のステップを考

日頃﹁技術・商法・仲
間作り﹂に努力研蹟を

もう一つの狙いは︑板
金業者のレベルアップ
と信頼を得る事にあり
ます︒建築主から信頼
して工事を任され喜ん
で貰える︑これが者を
作り出す者にとって最
高の満足感であると共
に事業の繁栄と言う大
きな宝物になる事は間

葦し筆︲蕊

﹁猪突猛進﹂と頑張り

本年もエトにちなんで

惜しまなければ不況風 違いないと思います︒
など心配ない事です︒
今年も保証制度に関わ
愛知県板では昨年から
る各種講習を計画して
﹁責任施工・保証事業 い き ま す ︒ 一 人 で も 多
く出席して頂き保証工
制度﹂を最重点事業と
して押し進めています︒ 事を手掛けられるよう
﹁各自が施工する工事 お願い致します︒

はすべて責任施工︑万
が一事故で家財に被害
が及ぼした時は保険金

で保証する﹂のが此の
制度のしくみですが︑

営のままでよいのか︑

れわれもこれまでの経

思い切った改革が必要
オ イ ル シ ョ ッ ク の 時 の なのか︑不安定で決断
様に中小企業からの悲 しにくいというのが現
状です︒
痛な叫びより︑大企業
のリストらなど苦しい
これからの経営には
景気対策が散見される 技術研修︑情報の的確
のが特色だと思われる︒ な把握︑新しい経営の
ノウハウといったソフ
トな面がますます重要

に立つことを考えて行か

業を充実し︑組合員の役

一歩前進しましょう︒

皆で勇気をもって

なければなりません︒

になって来ます︒
組合もこうした面の事

これは今まで拡大の
方向のみを目ざした大
企業中心の経済対策が
変らなければならない
時期に来たということ

まだまだうす暗く

でしょう︒

はっきりした明りが見
えないこの時期に︑わ
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ゴ春よ来い︑早く来い

永い年月が求められる事
益の確保を維持するため︑

合理的な施策の確立と収

﹁頑張りましょう﹂

願するところです︒

採算の調和を計り︑この
難極を乗り切らればと念

は必至であり︑今後は
我々が一体となって奮起
する﹁チャンス﹂ではな
いだろうか︑﹁共に生き
抜こう﹂

国政に於いても異変が
続き︑新しい政党への誕
しているメンバーとして︑

これらを踏えて︑情報
交換の立場から愛板誌の
活用を︑編集委員を担当

︑Ｉ︑ｌ︑！︑１︐１︑ｌ︑１︐１︑ｌ︑ｌｊ

部も毎年数名が参加して
きました︒参加者全員が
事業規模別にいくつかの
グループに分かれて討論
会が行なわれる︒このよ
うな大きな研究会だとた
だ参加して話を聞いてく
れるだけと思われがちで
すが参加者全員が自分の
意見を延べ人の意見を身

い申し上げます︒

たいと思います︒

バブル崩壊後の経済混迷
は︑昨年下期には回復基
調に入ったとの推測もあ
りますが︑まだまだ不透
明な要因も多く︑前途は
楽観出来ぬ状況でありま
す︒しかしながら︑本年
は 干支 の如く猪突猛
進︑不況風を吹き飛ばし

戴きます︒

さて︑今回は光栄にも貴
誌一九九五年初版にご挨
拶の機会を賜わり望外の
喜びであります︒簡単で
はありますが︑弊社の概
要の一端をご紹介させて
ヒルティは︑本社をリヒ
テンシュタイン公国︵ス

イスの隣国で切手で有

の感想を聞いてみると︑

近に聞くことができる数
少ない研究会だと思いま
す︒参加された部員の方

﹁自分と同世代の同業者
がこんなに真剣に考えて
いるとは思わなかった︒
自分ももっと真剣に考え
てみなければ︒﹂という
ような言葉が返ってきま

付加価値

の創造︑つ

及び営業マンを通じた

日本ヒルティ㈱の基本理
念は︑前述の如く︑商品

ます︒

顧客数約６万軒の規模で
営業展開を行なっており

ヒルティのモットーは︑
商品・サービスを通じた
付加価値 の創造を通
じ︑ 顧客満足 を提供
することです︒この様な
企業理念の下で日本での
事業活動を昭和妃年に開
始致しました︒日本ヒル
ティ㈱は現在資本金羽億
５千万円︑従業員知名︑

あります︒

規模の事業展開を行なっ
ている国際的事業集団で

︵円換算で約千六百億円︶

上げ四億スイスフラン

従業員一万千五百名︑売

名︶に置き︑ファスニン
グ︵留め付け︶メーカー
として半世紀におよび︑
現在全世界皿力国以上に
販売網を有しております︒

島田隆

１１１ １１︲︑１１１１１１１︑Ｉ︑１︐１︑︐

以酎牌治鼎＄照も臥酎蒋滞

うございます︒

新年明けましておめでと

拶とさせて頂きます︒

同精一杯力を注ぐ覚悟で
取組みますので︑御支援
をお願いし︑新年にあた
り︑ご多幸をお祈りし挨

の充実を計り︑親１人で
頂ける機関誌への編集に︑
委員長を軸にスタッフ一

で︑投稿して下さる様お
願いをし︑今後共尚一層

一一ユースでも結構ですの
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げます︒

平素は御理解と︑御支援
を頂き厚くお礼を申し上

生が期待含みの成立か︑

平素より青年部活動に御
指導︑御協力を賜わり厚
今日︑私達板金業者を

く御礼申し上げます︒

環境作り等︑考えなけれ
ばいけない事︑また対応
していかなければならな
い事等山積みされている
と思われます︒このよう
な諸問題を考える場とし
て︑全板連青年部の研究
会﹁あすなる研究会﹂が
あります︒毎年一回︑全
国の各ブロックを持ち回
りで開催されているこの
研究会も昨年で第十五回
となりました︒県板青年

本年の皆様方のご繁栄を
心よりお祈り致しますと
共に︑弊社に対し昨年同
様のご指導︑ご鞭推を賜
わりますよう宜しく御願

些細な︑ローカル的な

編集局に於いても内容
的に片寄る傾向から︑組
合員の芳々からのどんな

一日本ヒルティ株式会社ヴァィスプレジデント
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早く経済の復起にと望み
を求めたいものである︒

所得税の減税により活気
ある政策により︑経済の
新たな芽生えを希望する
が︑昨年のｎ月に消費税
の値上げが成立し︑水に
油を注ぐ事態となり︑私
達は何日になったら安定
した環境により︑事業が
継続出来得るのか︑早く
不況が去り︑一日も早く
経済の回復を望むもので
す︒

我々の業界も︑これら
の不変的経済の建て直し
を図らねばと通感し︑組
合員同志の相互信頼によ
り︑情報の交換とにより

青年部長神谷聡

とりまく環境の中で好︑
不況とは別に人材確保︑

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

雇用改善︑魅力ある職場

になられたことと︑心よ
りお慶び申し上げます︒

の諸問題を解決するには︑

注量の減少と︑工事単価
の削減とにより経営面に
大きな打撃を被り︑採算
割れの現状で︑長期化す
れば死活的な問題が生じ
る恐れもあり︑早期的な
対策を講じなければと思
います︒しかし︑これら
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ているさ︒

して大きく育てと待っ

歩きはじめた保証制度が
官公庁や一般施主にＰＲ

．

ます︒

だった︒長い不況のトン
ネルの向に︑我々は何を
見るのだろうか︒微細で
はあるが︑そこここに好
転の兆とのこと︑大いに
希望を持って待ちたいと
ころです︒昨年︑このご
あいさつで申述べたこと
を自身省みつつ︑一年の
計と慎重に且積極的に立
てたいと思います︒どう
か本年も総務委員会にお
力添えをお願い申し上げ

駒子が見たものは雪国

走るかのようであります︒
長いトンネルを抜けた時︑

変映えのしない言葉を耳
にし︑目に︑口にして過
してまいりましたが我国
はもとより︑地球そのも
のが︑暗い経済の衰退を
模索しながら︑唯々ひた

ら︑行く年も来る年も︑
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山本清一

常務理事︵総務委員長︶

申しあげます︒

明けましておめでとう
ございます︒皆様︑おそ
ろいで︑よい新春をお迎
えのことと︑およろこび
昨年は︑雪︑猛暑︑台
風と気象が以上に激しい
年でありました︒仕事柄
それぞれ影響をお受けに
なったことと存じますが︑
雪に対し塩ビ雨樋︑特に
インジェクションによる
継手のもろさや︑強風に
よるさまざまな弱点等を
種々様々見ることにより︑

学ぶことが多く︑改めて
保証制度のための資格取
得講習の重要性を改めて
認識すると同時に重点事
業として力を入れ︑お願
いをして参りました︒こ
のことが︑ご理解と協力
により徐々に件数も増す
様子であり︒本年さらに
その成果を期していると
ころです︒さて︑世相は
ここのところ数年不況と
か不透明とか︑バブルが
どうだとか︑色々言い乍
常務理事
新年明けましてお目で
とうございます︒

輝やかしい平成七年の
新春を皆々様方︑御家族
共々︑最良の年を迎えら
れ︑心からお慶び申し上
げます︒

昨年は私達業界は厳し
い環境に追い込まれ︑受

と致します︒

した︒平成七年の研究会
は岐阜県で開催されます︒
一人でも多くの青年部員
の方に参加して頂きたい
と思います︒本年も皆様
にとって幸多き年になる
よう祈願し︑新年の挨拶

ｕ憾釧！

まり﹃品質﹄﹃信頼﹄﹃安

です︒一例を上げますと︑

全﹄﹃革新﹄を通じ 顧
客満足 を追求すること

たしております︒

販売体制に関しては 直
接販売 ︑つまり当社の
営業部隊が直接お客様の
御相談に応えるシステム
を全国で展開しておりま
す︒またへ本社には技術
サポート部隊を置き︑直
接お客様からのご質問に
対応出来る様万全の体制
を構築致しております︒
加えて全国にフィールド
セースルエンジニアを配
置し︑お客様の技術的相
談に関しても即対応出来
る体制を敷いております︒
商品別には︑ファスニン
グにおけるおらゆる方法
に対応すべき品揃え及び
将来の新工法に対応すべ
き新製品の開発に逼進い

１９９５年元旦

今後共︑皆様の暖かいご
支援を戴き︑更により良
いサービス︑商品を提供
してゆく所存でございま
す︒何卒宜しく御願い致

します︒
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山塩ビ

五社

山積水化学工業株式会社

山タキロン株式会社
山東洋化学株式会社
山松下電工株式会社
山三菱樹脂株式会社
Ｕ

些株式会社山善

坐株式会社森口健商

︺マルサン金属建材株式会社

山水野商店

坐合資会社鋲正商店
山株式会社富士商店
坐丸中商事株式会社

︺株式会社野々山商店

山中日鋼材株式会社

山株式会社ちた嘉商店

些有限会社竹浅商店

幽武豊屋株式会社
Ｕ株式会社田中屋

Ｕタカヶン金属株式会社

山大栄商事株式会社

山株式会社名古屋下村商店

山株式会社小河商店
山太田商事株式会社
坐株式会社神谷商店
山斎藤商事株式会社

山株式会社ィトー
山株式会社ゥチダ

山株式会社伊藤二郎商店

山株式会社池田商店

坐愛知県亜鉛鉄板問屋会
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︺横山興業株式会社
坐有限会社吉川商会
山株式会社吉田商店
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けては通れない以上︑

そ︑初心に︑基本に︑

知恵を出し合って前向
に対処して行くしか方
法はありません︒今こ

えて︑ターータハウジン

そして誠実に仕事をす
る時ではないでしょう
か︒弊社も組合員の皆
様と共に今年も頑張っ
て参ります︒変り行く
時代の建築ニーズに応

く︐く

く︐く︐く

い申し上げます︒
く︐く
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グウェアは﹁お客様に
ご満足いただける商品
づくりとサービス﹂を
今年のテーマとし︑全
社員一つになって取り
組んで参ります︒どう
ぞ本年もよろしくお願
く︐く︐く

愛知県板金工業組合員
の皆様方との相互の発

等が考えられますが︑
弊社と致しましては︑

ここ数年順調に推移し
て参りました住宅着工
も金利の先行き動向次
第ではそろそろ息切れ
の可能性も想定されま
す︒着工数の減少に対
する生き残り策として
①現行商品の高級化②
職域拡大による売上増

が明確に判明します︒

年度も一五○万戸以上
が確実視されておりま
す︒過去の住宅着工件
数の推移を注視します
と景気動向よりも金利
動向に連動している事
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売上減︑経費高騰に依
る利益減︑人件費の高
騰︑人手不足等難問が
山積とお聞きしており
ます︒いづれにせよ避

引要求や︑受注変動︑

にも平成六年度の新設
住宅着工戸数は一五三
万戸と予測され︑明る
い兆しも見えておりま
す︒建築着工動行に左
右される建築板金業界
にあっては無関心では
いられない要因の一つ
です︒又︑最近では値

名古屋営業所

ございます︒

あけましておめでとう
組合員の皆様におかれ
ましては御健勝にて新
年をお迎えのこととお
慶び申し上げます︒平
素は夕ニタ商品をご愛
顧賜り誠に有難とうご・

Ｉ．く●く○く

ざいます︒ここに厚く
御礼申し上げます︒さ
てバブル崩壊後の建築
業界の動行は決して順
調に推移してきたとは
言いがたい状況ではあ
りますが︑そうした中
ｑ４Ｉ

三菱樹脂株式会社

日野繁
住宅金融公庫の貸出し
促進等諸々の政策︑又
一方では夏場の猛暑に
よる需要増︑東南アジ
ア等諸外国の好景気等
により︑一時の底は脱
し非常に緩やか乍ら上
向き傾向にある様に思
われます︒この様な環
境の中で︑皆様方建築
板金業並びに私共塩ビ
雨どいメーカーにとっ
て最も影響力がある住
宅着工件数は︑平成六

び低金利政策による︑

取締役名古屋支店長

新年明けましておめ
でとうございます︒平
成七年新春を迎えるに
当り︑愛知県板金工業
組合員皆様に於かれま
しては︑本年の景気動
向に関し期待と不安の
交錯したお気持ではな
いかと御推察申し上げ
ます︒振り返ってみま
すと昨年の年初は︑バ
ブルの後遺症の深刻な
不況からスタート致し
ましたが︑景気浮揚策
としての所得税減税及

︺

し上げます︒

族の御健勝をお祈り申

蝿

韓車鼠雷車再率一本鼠最鼠鼠﹃車鼠甲車︷車︾率爾串取韓輔車鼠鼠鍔

展を目指し︑諸々の新
製品開発を行っており
ますのでより一層のご
愛顧の程よろしくお願
い申し上げます︒最後
に組合員の皆様とご家

愛知県亜鉛鉄板問屋会

Ｉ

会長横山員久

お願いいたします︒

本年一年間問屋も努力
いたしますので宜しく

ことです︒偉そうな事
を申しあげましたが︑

屋根や壁の増改築など
自分で元請するという

出来る様にするとか︑

あ け ま し て お め で と 用しません︒失礼を顧
うございます︒組合員 みず思っている事を書
の皆様にはご健勝にて︑ かせてもらいます︒大
新年をお迎えのことと 切なのは︑現状を否定
お慶び申し上げます︒
してみる事です︒一番
昨年の日本を一口で総 目は作業方法の見直し
括すれば︑バブルの後
です︒製造業では一秒
遺症の苦しみの最中に︑ 二秒の工程短縮に協力
急激な円高が追い討ち しています︒まず自社
で多い仕事内容を鋤％
をかけ︑価格破壊が全
て の 分 野 に 渡 っ て 波 及 短縮する計画をたて実
した一年ではなかった 行して下さい︒次に営
かと思います︒住宅関 業活動を強化し︑自分
連も例外でなく︑民間 の 得 意 と す る 分 野 ︵ 卯
設 備 投 資 の 減 少 に 伴 な ％以上短縮できた︶を
う受注競争激化により︑ ＰＲし受注につなげて
下さい︒三番目は仕事
の範囲の拡大が考えら
れます︒ちょっとした
大工仕事や左官仕事が

低価格受注が当り前の
様になり︑売上減︑粗
利減に悩まされた一年
でした︒今年度も依然
として厳しい環境が予
想されます︒厳しい環
境と言うより︑これが
今後の普通の環境と考
えた方が良いかも知れ
ません︒こうした 普
通の環境 の中で生き
延びてゆく為には︑普
通の事をしていては通
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愛知県板金工業組合技能士会会長

二村武次氏

わが愛板の技能士会会長一一村武治氏が
平成六年十一月三日皇居に於いて勲六等

！

︿順不同︑敬称略﹀

組合員こぞって祝福しこれからも益々お元気で
ご活躍されます様祈念したいと存じます︒

をご紹介致します︒

平成六年度︑表彰を受けられた︑組合員の方々

圭馨

瑞賓憲章を授与されました︒

◎愛知県知事表彰

☆優秀技能者

内山英臣岡崎

◎名古屋市長表彰

◎愛知県中小企業
団体中央会表彰

☆組合功労者

佐藤精祐中村

☆技能功労者 鈴 木 準

赤塚昭太郎西

佐藤達

高柳一男岡崎

あいち技能プラザ⁝⁝鯉

日曜日の担当の役員
は忙しい一日だったに
違いないがそれにもま
して二村愛板技能士会

時々あった︒

ループでの参加者がい
くどかあり用意した道
具が不足して受け付け
をストップすることも

を行ったが今回はグ

愛板技能士会の役員
は皿名づつ２日間交替
で体験コーナーの指導

１

一日技能士になろう″
昨年哩月３︐４日と
２日間にわたり愛知県
技能士会連合会主催の
あいち技能プラザ恥が
名古屋市内吹上ホール
で行われた︒

社で運営された︒

愛知県内の各︑技能
士会迦団体と協賛出展
愛板技能士会は今回
のテーマ一家族揃って
一日技能士になろう︸

にあわせて家紋の打ち
出し︑銅製表札︑銅板
の年賀状用レリーフの
作製を行った︒

この行事は毎年この
時期に恒例として開催
され︑前日の土曜日は
関係者の表彰やテープ
カットが行われ適度の
にぎわいとなるが日曜
日は子供を中心に家族
の参加者でラッシュ時

岸

長はこの年齢で二日間
表札の筆字書きで机に
しばられご苦労なこと

日頃午前と午後の

だった︒

コーヒータイムの習慣
をもつ私も指導員とし

て参加して休憩コー

ナーのコーヒーチケッ
トを戴いたが二日間と

一度ゆっくりと見て

も使うチャンスを失った︒

佐藤

回りたいもよおしだった︒

ごぐろうさんでした︒

今後もお元気で

f

氏は︑十一月三十日付
けで退職されました︒
﹁永らくお世話になり
ました︒皆様の御健勝
と︑一層のご繁栄をお
祈りします︒﹂とのご
あいさつがありました︒

勤められた︑山内盈一

ヤマウナエイイチ

永年組合事務員として

◎お知らせ

蕊
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愛知県板金総合職業訓練協会会長

の地下鉄駅をおもわせ
る混雑ぶりだった︒

フェイス

くお願いします︒

労働保険関係を主と
した事務一般を担当し
ます︒組合員の皆さん
のお役に立つ様精一杯
がんばります︒よろし
キタデアキハル

十二月一日より勤務

コメント

三重県出身
市内千種区池下在住

帝
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卓越技能者として労働大臣表彰を受彰
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﹃年末︒年始無災害運動
実行します︒継続します﹄

られた事と思いますが︑
ことがありますので︑

かとあわただしく︑事
も急ぐあまり︑つい作
業手順を省いたりしが
ちです︒更に︑寒さや
着ぷくれで動作がにぶ
り︑思わぬ災害を招く

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

した次に石原氏︵岡崎︶

西三板金連合会会長・
杉浦氏︵西尾︶︑平野
理事長の挨拶と続きま

歓迎挨拶から始まり︑

部の司会進行で開会し
た総会は担当支部長で
ある加藤氏︵幡豆︶の

役員総会開催

西三板金連合会︵杉
浦武会長︶は︑去る皿
月３日︵木︶第訂回役
員総会を吉良温泉︑竜
宮ホテルに於いて開催
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︒幡豆支

６号議案の板金工事

されてゆきました︒
標準積算表の件では︑

一一論一一一藻一一塞溌塞幸鞠塞一一

まだまだ未熟な﹁愛板﹂

ない喜びであります︒

した︒昨年一年間に皆
様から数々のご意見や
お褒めの言葉︑編集の
苦労のねぎらいを頂き
広報委員一同この上も

全国板金業界池１を
自負する愛知県板の誇
る機関紙﹁愛板﹂皆様

ございます

おめ嬢てとう

明けまして

﹁二九○号﹂になりま

に親しまれ育まれて

した︒

豊田松井

塩ビ雨どいの破砕器に
ついての説明がありま

一任されました・

いての取組が報告され︑

県板︑平野理事長か
ら全板レベルで環境に
配慮する立場より塩ビ
雨どいの廃材処理につ

案の役員改選では︑長
年に渡り会長を勤めら
れた杉浦武氏が交替さ
れ︑新しい会長に山本
清氏︵岡崎︶が選ばれ
ました︒他の役員につ
いては山本氏に選任が

で可決されました︒

作成に当たられた高柳
氏︵岡崎︶より説明が
あり各支部に部員数の
み１部一︑五○○円で
配布されました︒７号
議案の会費値上げの件
は現行の一︑二○○円
を二︑○○○円に値上
げすることが満場一致
８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
がありました︒︑号議

やかな雰囲気のなか

多忙のなか出席を願っ
た平野理事長よりご挨
拶をいただき︑晩秋の

郡咽詠屯社灯社咽社咽歓心社咽職咽社佃散咽散散咽離栖社乱心泳咽祉喧社梱撒心社宅祉梱町呼出野歓心社韻氾靴堀職唱山が咽歓心歓咽泳咽敬喧離咽詠咽離咽酢琢咽泳咽社屯社咽社屯散咽桂咽社咽歓咽撒心社門〆咽﹄

ゲームが進行した・

ではありますが評価さ
れることを励みに今年
も見応えのある紙面を
お届けして参ります︒

広報委員会一同

西春井藤和美
豊田松井祐治
西尾稲吉一義
岡崎中村幸成
江南石川鐘吾
東三脇坂美治
習した腕を発揮した︒

が参加され︑定刻７時
旧分村上連合会長の見
事な投球にて始球式と
なり各自ゲームの総合
得点を目指し日々の練

述べられ︑

ＢＢ賞
神谷賞

野村吉男
吉村和久

優賞 斉田武志
二位 牧茂樹
三位 長 山 孝

夜をお互いに楽しんだ︒
井藤

して︑一

表彰式のあと︑上位
入賞者︑とび賞︑ＢＢ
賞神谷商店賞と多数の
商品を渡されて︑村上
連合会長より︑日頃は
名古屋連合会各行事に
対し積極的に協力をい
ただき本日も︑多忙の
なか親睦の参加を得て
盛大に開
催出来ま
したお礼
と共に今
後とも連
合会に対
今回も各支部より子
供さん女性陣の参加が
目立ち︑男性陣を上回
る高得点をあげられ華

論″

︾ぬ味

等

中川港福田輝幸

昭和鷲見収

知多斎藤充昭
知多沼沢啓二
一宮佐藤忠雄

戦苦闘であった⁝・

名古屋板金連合会

会が︑ｕ月四日︵土︶

日々が続き天候にも恵
まれ我々も仕事に追わ
れて少々疲れ気味のな
か︑現場帰り︑又子供
さんと一緒の父親等︑
各支部より多数の方々

層の協力
をお願い
しますと

我々も今回は高得点を
望みと思えども練習不
足のせいかボールも右
左と思う様に走らず苦

ボウリング大会開催

る飛躍のもとに重みの
ある活動を期待し︑事
業主は従業員に対し良

されて体調をくずし︑

名古屋板金連合会で
は恒例のボウリング大

きパートナーとして︑

段とは違うこの期に︑

カゼなども引きやすく
なる時期でもあり︑普
心をひきしめて︑災害
ゼロが継続される快適
な職場作りと︑心と体
の健康づくりに努めら
れ︑ご家族の皆様と共
に今年一年が良い年で
あります様︑心からお

ご安全に沼津

祈り申上げます︒

とは言え連日温かな

星ヶ丘ポウルにて会員
開余名の参加にて盛大
に開催されました︒今
年は異常気象とも言え
猛暑が続き紅葉の季節

年始ともなると職場
でも︑家庭でも︑なに

年末年始無災害運動﹂

行します．継続します．

開されております︒﹁実

次のスローガンを掲げ
全国的な催しとして展

晦日迄の一カ月間は︑

ご指導を頂ければと思
います︒これらの事故
防止に鑑み︑昨年の哩
月胴日より今年の１月

日夜奮闘され︑大いに
意義ある成果をおさめ

出とうございます︒
昨年は災害防止に︑

に展開しつつ︑新た．な

今年も安全活動を強力

i
黙
E
弊

充分に注意を︑年始に
は︑アルコールを口に
する機会が多くなるた
め︑生活のリズムが乱

新年明けましてお目

'94年12月15日
〜'95年１月15日迄

第訂回西一一一板金連合会
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▼みんなで築こう安全と健康▲
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