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この様な状況の中で︑

ます︒

記念式典会場において
は３時から帥分間アトラ
クションとしてＣＤビデ
オのウェルネス皿︵心と

愛知県板金工業組合
は５月妬日午後３時か
ら︑名古屋市名駅のグ

ランドスクェア・ク

身体の健康︶が行われた︒

オブ・アイチから派遣さ

３時別分からボイス・

レールで創立帥周年記
念式典を開催した︒

れた女性司会者の進行
で開会の辞が村上副理
事長より発せられた︒

し黙祷が行われた︒

まず始めに組合員の
亡くなられた方々に対

締められた︒

斉藤副理事長
の閉会の辞およ
び万歳三唱で記
念式典を盛大に

あった︒

知県中小企業団
体中央会の島崎
新治氏の挨拶が

篠原徹氏と愛

来賓祝辞は愛
知県商工部長の

た︒

二村武次氏叙
勲祝賀に伴う感
謝状と記念品の
贈呈式も行われ

名が表彰された︒

また︑
︑表
表彰
彰式
式に
にお
おい
い
ては組合役員功
労別名と永年勤
続優良従業員妬

鱗鍛︾識識識識一︾鵜

り帥才を迎えた︒

現在組合員数は畑事
業所で組織されている
が組合という形ができ
たのはずっと以前の事
と思われる︑中小企業
団体組織に関する法律
が施行され現組合とな

醗睦辛移〃懲鰯粍鍬︲

︾墨﹃

︾
今後とも一層のご協
力とご指導をお願い申
し上げ︑ご挨拶と致し

存じます︒

ティ調査事業に取り組
み︑二十一世紀に向け
伝統を守りながら新し
い活路を求め変革と創
造︑魅力と活力ある組
合づくりに勤めたいと

働環境フィージピリ

をテーマに︑ビジョ
ンを創出して参りまし
た︒更に︑本年は記念
すべき年に当たり︑労

開拓﹂

第二次﹁事業活動の合
理化システムと市場

化と道標﹂

︽活路開拓事業︾

私ども組合は︑さきに

ります︒

織に関する法律に依っ
て改組設立以来︑ここ
に帥周年を迎えました︒

第一次﹁板金業の近代

最近の社会経済の変
動は目まぐるしく︑業
界を取り巻く経営環境
は大変厳しく︑技術革
新︑情報化の進展︑労

げます︒

また︑永年に亘りご
指導︑ご支援賜りまし
た行政諸官庁︑並びに
関連諸団体の各位︑心
から敬意と感謝の意を
表し︑厚くお礼申し上

りました︒

この間︑組合員先輩
皆様には様々な創意工
夫により︑試練を乗り
越えて組織を守り育て
強固な団結により︑今
日の繁栄が築かれて参

に耐えません︒

過去︑現在と幾多の試
練に耐え抜いた変遷を
振り返り︑共々に喜び

側時間の短縮︑さらに
円高︑価格破壊等︑多
くの対応が迫られてお

理事長平野弘

鞭︾鳳蕊︾鐙
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愛知県板金工業組合
は︑中小企業団体の組
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一村上章

愛知県板のこれからの
隆盛と組合員の御健勝

を御祈念致しまして︑

私の挨拶とさせていた

平成七年五月二六日

だきます︒

一斉藤充昭

難蕊溌聴饗躍

木氏・美濃氏の二人に

よるものである事が
判った時はすでに時遅
しである︒かくしてそ
れまでの支部長経験者
の中では一番若い三十
四才の支部長が誕生し
たのだが︑その時美濃
親方から﹁苦労は多い
が皆が出来ない経験を
するのだから必ず得る
ものがある︒また業界
全体の現状を見る事が
出来るから良いところ
を吸収して自分の商売
の糧になる︒しかしこ
れから先︑組合の仕事

昭和四十五年五月全板
連の﹁板金会館﹂が六
千百万円で完成︒翌四
十六年の第六回通常総

灘溌蕊溌議鍛鎗で盤

しった︒知らぬは本人
四十九年板金会館の建
ばかりで︑根回しは青 設用地を長久手町に購
入︒後にこの土地が建
設不許可地区である事
が判明問題になる︒し
かしこの件については
組合員に正確な事情説
明がなされないまま現
在地へ用地を買い替え
は金儲けにはならない
五十四年十二月一期工
から︑あまり深入りし 事が完成︑五十七年十
ない方が良い﹂と諭さ 月に二期工事が完成し
れたが︑現在の役職か
て現在の姿となってい
ら言えば親方の忠告を
る︒この間︑用地買収
無視した事になった︒
費︑会館建設資金を組
それ以来知多支部は支 合員から出資金として
部長の若返りが進めら 負担願う事としたため
れて来たが︑旧態依然 岡戸氏や五十年から常
とした組合に新風を吹 務理事を務めた榊原正
き込み︑改革を計った
一氏は当時の竹内支部
青木・美濃両氏の先を 長を補佐しながら出資
見越した方策であった︒ 金集めに大変な苦労を
された︒岡戸榊原両氏
は同年輩であり親友の
二人は共に健在で悠々
自適である︒他に長年

組合事業の近代化への
足掛かりに委員会活動
を軸に進める新体制を
組む︒また板金会館の
完成により日比野体制
時代は愛知県板の基礎
固めの時と言える︒六
十二年五月︑現平野理
事長が就任︒これより
三十周年に至る八年間
は愛知県板金全体の資
質向上の期間でもあっ
た︒各委員会の充実し
た活動︑二回にわたる
活路開拓ビジョン調査
事業︒責任施工保証事
業の確立︑海外研修市
場調査など平野理事長

四年六委員会を設置︑

二十二年後に愛知県板 氏と同じく板金業から 代会で柴田嘉市氏が二
板金技能士会長や検定
の三役を拝命しようと 逸早く鉄骨建築業に転 代目理事長に副理事長 委員長として技能士検
は夢にも思わなかった 業した美濃屋建鉄の創 には栗田政雄氏が就任︒ 定や育成に努力され︑
のである︒
業者美濃豊吉氏である︒ 此の頃より愛知県板金 昨年秋の叙勲で褒章を
受賞された二村豪一氏
設立当時︑知多支部 美 濃 氏 は 私 の 父 親 と 二 会館建設の声が出始め
副理事長
か ら 近 藤 良 一 氏 が 県 板 代 目 理 事 長 の 柴 田 嘉 市 る︒この年︑知多支部 や二代目広報委員長を
御受賞されました方々
役員︵常務理事︶とし 氏は岡崎の﹁銅辰﹂で
より常務理事として長 務めた磯崎金伍氏は共
て初代山口理事長のも 修行奉公した兄弟弟子 年活躍された近藤良一
には心よりお慶び申し
に現在に至る組合活動
上げお祝い致します︒
とで活躍されて居た︒
で あ る ︒ そ の 関 係 か ら 氏が退任︑代わって岡 に貢献された人達であ
る︒もちろん組合を支
こ の 式 典 を 契 機 と し 近藤氏は頭脳明断・健 美濃氏は私の親方でも 戸林市氏が常務理事を
て私達組合員一同︑一
ある︒
康そのもので健在であ
務める︒柴田理事長就 えて来たのは本部役員
致団結して働く者︑技 る︒その頃︑知多支部
任と共に職業訓練校板 ばかりではなく︑愛知
昭和四十五年四月︑
能者の社会的地位・資 には大物顧問が二人居 知多支部総会の役員改 学会の存在が大きく扱 県板傘下三十一支部の
質の向上と更なる活躍
た︒一人は板金業から︑ 選で何の前触れもなく われどちらが本家なの
中では一番の大所帯で
をめざし組合の発展に 鉄鋼・二次製品問屋 支部長に選任されて
か不透明な時期が続く︒ ある知多支部を切り盛
つなげるべく精進せね
﹁武豊屋株式会社﹂の
りする支部長以下支部
ばならぬと︑身のひき 創 業 者 で あ る 青 木 四 郎
役員のご苦労は単純な
しまるおぼえにかられ
ものでは無い︒五十三
ます︒
年四月︑柴田氏に代り
結びになりましたが︑
日比野定雄氏が理事長
に選任され以後四期八
年在職された︒翌五十

月日の過ぎるのは早
いもので光陰は矢の如
しと申しますが︑愛知
県板が星霜三十年ここ
に薫風さわやかに肌を
なでるよき日︑御来賓
の方々始め︑県下各地
より多数の方々の御出
席を得まして厳粛な内
にも盛り上った雰囲気
の内で︑盛会裡に開会
致しましたこと︑組合
員の一人として喜びに
たえず︑過ぎし日をか
えり見て誠に感無量を
覚えざるを得ません︒

行われたと思う︒

昭和四十一年に開かれ
た設立総会の様子をお
ぼろげに思い出す︒た
しか鶴舞の勤労会館で

当時私は三十才︑バ
十年一昔と言われる
中で組合創立三十周年 リバリの現役であった
の歴史の重みは大きい︒ が板金組合の事は支部
の行事に顔を出す位で
全体の組織・事業・役
員構成などほとんど知
らなかった︒まして三
十年後︑正確に言えば

副理事長

愛知県知事表彰・愛知
県中小企業団体中央会
会長表彰・愛知県板金
工業組合理事長表彰を
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マンの功績は大きい︒

の果たしたリードオフ

正一氏の後をうけて︑

最後に自分の事で恐
縮であるが︑五十四年
広報委員に指名されて
以来県板とのつながり
が出来︑五十六年榊原

平野氏村上氏と同期で
常務理事に︑六十二年
平野理事長新任と同時
に村上氏と共に副理事

長を拝命したのだが︑

にも勝る喜びである︒

この時の驚きと心配は
今も忘れる事は出きな
い︒板金組合と共に歩
んだ二十五年︑喜びあ
り悲しみがあり︑怒れ
る事あり︑しかし県内
はもとより近県から遠
く全国に親しくお話が
して頂ける大勢の人々
と知り合えたことは何

る︒

三十周年を向かえた愛
知県板金工業組合︑節
目ではあるが単なる通
過点に過ぎない︒明日
から四十周年︑五十周
年への挑戦が続く︒終
りに板金業界の向かう
将来の道が栄光に輝く
よう祈念するものであ

組合創立訓周年
被表彰者名簿

︻愛知県中小企業団体

本山忠中川港支部
横井載典刈谷支部

︻愛知県知事表彰︼
︿役員功労﹀

︿役員功労﹀

加藤友三西支部
滝伸次江南支部
今井久由江南支部

中央会会長表彰︼

羽柴弘和西春支部

川村清春昭和支部

細野清西春支部
岩室鏡刈谷支部
奥谷正碧南支部

西俣章豊田支部

柴田幸治西春支部
竹内隆成知多支部
谷倉勝郎瑞穂支部

︿永年勤続優良従業員﹀

川村邦男熱田南支部

久田良雄千種支部
広川卓也小牧支部
松野厳熱田南支部

今井麻男岡崎支部

窪井一瑞穂支部

︿永年勤続優良従業員﹀

梶田剛弘西支部
杉浦 留 夫 西 春 支 部
荻田豪男一宮支部
蓮池 美 郎 知 多 支 部

へ 〜
、
＝ 、 、 、 、

伊藤公一熱田南支部

井出勝男知多支部

岡本吉道西支部

白崎逸男中川港支部

唐沢豊春日井支部
柴田真澄西春支部
清水三夫岡崎支部

田口弘瑞穂支部

伊藤正明緑支部
稲吉忠西尾支部
加納重幸岡崎支部
木村重幸東三支部
久世明男岡崎支部
後藤賢治瑞穂支部
鈴木二郎岡崎支部
杉浦品充碧南支部
土田和彦一宮支部

外山敏刈谷支部
橋本正一郎西春支部
福田輝幸中川港支部

種井克生岡崎支部
富山庚美岡崎支部
平松武久一宮支部

鹿中好孝緑支部

︿永年勤続優良従業員﹀

宮下安人東三支部

福田栄次郎昭和支部
町田恭男中川港支部

糸魚川政孝一宮支部

安藤洋次刈谷支部
井口由夫東三支部

松井重次西支部
理事長表彰︼

︻愛知県板金工業組合
︿役員功労﹀

青木久治知多支部
伊藤司熱田南支部

祝い申し上げます︒

ん事を願い︑改めて御

宇佐美二郎

伊藤誠

西尾支部
西春支部

内川貴司 熱田南支部
大上義光 緑支部
大友八郎 東三支部
後藤洋介 知多支部

岡崎支部

江南支部

西尾支部

知多支部

近藤久 中支部

沢田正道
鈴木邦生
士屋秀夫

戸松悟

湯浅幸一郎

中川港支部

人見博文 岡 崎 支 部
村松俊光 瑞 穂 支 部
宮田正孝 中支部
山下秀樹 千 種 支 部
鷲津憲志 西支部

篭
蕊
で瞳
理事長などは﹁天の人﹂

す︒

素直に受け入れ︑組合
組織として﹁理論即行
動﹂の重要性を痛感し︑
他県板の情勢を見聞し
ながらも積極的に協力
するようになりました︒
又県板会館の建設問題
も大きな話題となり︑
土地確保等には理事長
が大変苦労されました
が柴田氏の在任中には
成就せずに終った事を
覚えています︒その後
の五十三年には︑三代
目理事長に日比野氏が
就任され︑その温厚な
運営ぶりには正直いっ
て多少息が抜けた思い
がしたのを覚えていま
す︒そして当時の事務
局長の鈴木準一氏と役
員会も大いに打ち解け︑
その中で役割分担を考
え役員組織を検討して
初めて﹁委員会制度﹂
を作ったのも鈴木氏の
努力の賜であったとな
つかしく想い出されま

致りました︒その後︑

又︑五十四年には改
めて板金会館建設に意
欲を燃やし︑全組合員
の総意と役員各位の協
力更に関連問屋会の理
解ある協力を得てやっ
と念願の会館を完成に

四代目平野理事長との
名コンビで組合の活性

務理事の早川氏を迎え︑

昭和六十年には︑現専

あった柴田氏が二代目
理事長となり︑技能士
会長を兼任されながら
三期︒この頃から技能
士会を通じ︑度々の役
員会を重ねるごとにお

かった理事長の教訓を

ました︒大変きびし

役員としての責任を感
じ︑会話も楽しくなり

互い親密感が深まり︑

板金技能士会会長で

と思っています︒
四十年代後半には︑

かくながら︑一言拙文 間意識が強くなり︑や
を述べさせて頂きます︒ がては西三連合会を発
足させる原因になった
県板創立と同時に初

代山口理事長の元で︑

が出来︑私の人生に

の思いで︑又各常務理
事など声もかけられな
い様な雰囲気の理事会
が続いて居ましたが何
とか欠かさず出席を心
掛けました︒おかげで
地元西三地区の各役員
さんとは必要以上に仲

見ても先輩ばかりで︑

理事として出席した頃
は︑私などは本当に若
輩の役員で︑どちらを

取って﹁何物にも勝る
大きな宝﹂と思って居
ります︒今振り返って
三十年間に御指導いた
だいた歴代の理事長の
下での色々な思い出は
尽きませんが︑厳しさ
となつかしさを思い浮

昔から﹁人生は出合
いなり﹂と云われます
が︑まさに私にとって
は﹃組合﹄という幸運
な出合いの場があった
おかげで県内各地区の
同業者と親密な交流を
計る事や先輩・知人と
のふれあいを深める事

雛

花井和信緑支部

ｌ美の洲年︾

弓§§§§§§§§§§§§§§§§§＆

︾生き
西尾支部杉浦武

りこの大きな節目を迎
えるまで堅実な発展を
遂げられた事に心から
敬意を表したいと思い

ｒ§§§§§§§§§§§§§§§§§匙
組合創立三十周年を
迎えられ心からお慶び
申し上げます︒

今日の世相を見る時︑

ます︒

政治経済を始め社会情
勢も一大転換期を迎え
一段ときびしさを増し
て居ります︒我々板金
業も建設業界の一翼を
担う重要な職業として
認識されてまいりまし
た︒今後共益々充実し
た組織として活躍され

謹翻

ヘ

＞ユ

人生三十年は破竹の
年と云われます︒人で
言えばこの時期こそ人
としての価値観を得て
旺盛なる行動力を持っ
て希望に満ちた活躍の
出来る年代ではないで
しょうか︒思えば今日
までの激動の時代を乗
り越え︑さらにその流
れを的確に把握した歴
代役員方の御苦労によ

蕊毒灘
譲董蕊
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めて御礼申し上げます︒

化と青年部の充実を計
られ︑変貌のはげしい
時代に対応すべく素晴
らしい運営をされてい
る事は組合員一同も周
知の事と思います︒私
も歴代理事長の恩恵を
受けて役員を務めなが
ら社会的にも大いに見
聞を広め︑多くの人脈
を得た事は我が人生に
とってすばらしい生き
甲斐であったと深く感
じ︑常々感謝の念に堪
えないこの頃です︒又
この三十年間常に役員
として活躍され今回目
出度く賞を受けられた
御主人を深く理解され
心身共に支えてこられ
た御婦人方の内助の功
を忘れる享なく高く評
価し︑素直に感謝の気
持を表し︑今後の活躍
に理解と協力を願うの
は組合員一同の本音で
あろう事をお伝えし改

尚今後とも大変きび
しい時代が続くと言わ
れていますが︑後継者
として将来を嘱望され

﹁理論より行動﹂をモッ

る青年部の皆さんが

文と致します︒

トーに二十一世紀に向
けて大いなる目標を掲
げ︑更に魅力ある業界
組織を目指して活躍さ
れん事を念じて私の拙

仲﹄一画︒・二一一﹃﹃﹄凸与と﹄一一一︾︒︒﹄一一一﹄一●■画﹄一一一﹄●■■Ｆ一一︸一凸・牛﹄一一毎口︒︒■一一﹄一■・・国﹄一一一宇・●邑幸﹄一﹃﹄■︒︾﹄一一﹄②︒︒■一一一一国凸︒﹄一一一﹄■中凸邑﹃一一﹄﹄■■・﹄Ｆ

紙面の都合で昭和帥
年頃までの常務理事以
上クラスの方々を選任
順位でご案内し当時を

います︒

これも一重に歴代の
組合役員皆様の献身的
なご努力の賜物かと思

す︒

しかし︑板金業にお
いては作業内容の拡大
等をもって発展しつつ
あるといえます︒この
努力によって訓周年が
むかえられたと思いま

組合組織を解散しました︒

現在︑社会情勢も大
きく変化しつつあり建
設業界の中にも斜陽を
迎えようとしている職
種も考えられます︒す
でに一宮市の左官業組
合は組合員減少により

りました︒

講習会︑全板連や各協
会︑団体との連絡およ
び参加︑保証制度への
長い道程といろいろあ

の卯年間︑事業の中で
一人親方の労災保険︑
全板国保︑会館の建設︑
技能検定︑各種の訓練︑

振り返ってみればこ

えました︒

過ぎてしまえば早い
もので︑愛知県板金工
業組合も︑訓周年を迎

山口音吉
柴田嘉市
栗田政雄
朝日松信
鳥居留吉
村田藤員
後藤多三
近藤良一

岡田賢二
竹内正成

︒■ｄｑｄｑＪ■宮４■１１Ｊ■１ｌｌｄｑｌｌｄｑｌｌｄｈⅢ︒Ｐ町■■■．■ⅡＰｂ■■ｐｑｌｌｊ■ｑＩヨ■﹃０﹃ｄｑ︒■１︲︒■ｑｌｌｄｂｌｐ８ＩＤ９１口ｈ■■

訓周年を迎えて
岡崎支部山本
にも︑常に将来展望を
旨として継承され︑組
合の姿も︑職人の集り
から企業集団へとすば
らしい変貌を遂げてま
いりました︒その歩み
は︑まもなく発刊三百
号を数える機関紙﹁愛

ＩＩＬ■ｐｌｌＬ■ＰｌｌｈＰｌｌｂＰｌｌｂｐＩｌＩ﹄■ＩＬ一■ｒ巳■ＰｈＰｂＦ■■Ｌ■ｒ■■﹂■Ｉ︲Ｌ■ｐｌＬ■Ｐ﹄■ｒ■同Ｌ■ＦＬ■．︲■ＰｂＦＬｐ︲

揺れ動く社会情勢や
低調を続ける建設業界
にあって︑私ども愛知
県板金工業組合が安定
的発展を遂げ乍ら︑三
十周年という大きな節
目を迎えることのでき
ますことを︑皆様と共に

不変的両輪であります︒

ある︒ＰＨＰより

と電報を打った︒もう
一人の派遣員は﹁皆裸
足︑望みあり﹂と打電
した︒同じ状況を見て
も︑見る人によってこ
れだけの差が出るので

を見た一人の派遣員は

﹁皆裸足︑望みなし﹂

います︒

特に養成訓練のウエイ
トは大きく︑次代を担
う若い人達が旺盛な目
的意識を持って将来へ
の夢を育める環境作り
をしてゆくことも大切
な仕事の一つと考えて

でございます︒優れた
組合は幾多の先人が︑

織聯撚灘灘蕊議鍛醤で雛

きたいと思う昨今です︒

プラス思考による前
向な努力のもつ意味を
考え乍ら︑私自身仕事
や諸事に取り入れてゆ

年を迎えたいものです︒

健康に留意して︑この
目ですばらしい四十周

訓周年の歩み

分でしょう︒

水谷明光

仲井善律一

は復興へと希望を抱き︑

の隆盛を願って運営が
なされ︑昨年度で九十
年に成り︑昭和初期に
大不況に見舞われ力強
く生き抜こうと︑東三
河一円に呼び掛け昭和
十四年に東三板金工業
組合と改め︑昭和十七
年大脇理事長栗田専務
理事の時に︑東三支部
を設立しました︒戦後

１︐１︐１︑ｌ︑１︐１︐１︐１︐１︑ｌ︑Ｉ︑﹄

東一一一支部仲

愛知県板金工業組合

不透明で不安材料の
多い今︑十年先は考え
にくいかもしれないが︑
だからこそ勇断を持っ

て︑皆で知恵を出し

深い喜びとするところ

よろこびたいと存じます︒ 板﹂が克明に記してい
ます︒

合ってゆけば︑おのず
と開けて︑よいものを
築き上げる可能性は充

敬意を感じています︒

深い思いを込めて︑力
を出し合った事でしょ
う︒私達愛板の活力に
て︑社会的地位向上を
めざし︑団結と時代の
ニーズに沿った︒御指
導を常日頃賜り︑深く

三十周年を迎えられ︑

組合員の増強と組織
強化を計り会館建設へ
の活気に満ちた初期の

愛知県板金工業組合
も人にたとえれば三十
才︑家庭も子供も持つ
働き盛り︑さらに充実
しなければいけない時
期に入り︑実力の上に
思慮と決断が不可欠と

顧みますと︑この間
多くの先輩組合員のご
努力に依り︑めまぐる
しい社会変化への対応

ている︒この明るい緑

なりましょう︒

灘識蝋感噌臓：

と空色の冊子は時々︑

て終えます︒

桶原正一

れらに続くものとして︑

私の目の鱗をおとして
くれています︒またこ

全板︑県板︑東三の組
織もあり︑明治時代か
ら豊橋鋼鉄工業組合法

深く感じる次第です︒

環境を創造し実利を求
め︑心の底から湧き出
る真実感と︑責任感を

いました︒

平野理事長ほか皆様
には︑五十五周年記念
式典に活力ある御指導
を賜りありがとうござ

事でしょう︒

より繁栄を築いて行く

建築の一端を担う美的︑

話です︒ある靴メー

をいち早く取り入れ︑

い伝統を次代へつなぎ︑

カーがアフリカに進出
する可能性を考えて︑
二人の社員を市場調査
のために派遣をした︒

将来へ向けて︑板金業

優れた師弟関係の中か
ら︑将来の教養と技術
を高める為に︑豊橋高
等技術専門校として実
りある四十年を迎える
に至り︑長い歴史のあ
る技能集団の中で︑自
営業の良さを確認し合

そこでは殆どの人が裸
足で歩いていた︒それ

同じ状況におかれて
も︑その状況の受け止
め方によって︑物事の
進み方には大きな違い
が出る︒この例として
よく引用される有名な

そこで余談を一つし
階的に進められた︒

頃︑経済の潤いを背景
に福利厚生の拡充や委
員会組織の導入︑保証
制度の取りくみなど段

章

六十二年︑画期的な
事業として活路開拓調
査事業﹁企業行動の適

村上

石黒孝治
磯崎欽伍

重点事業の労働環境改
善フィジビリティ調査
は︑先の総代会や記念
式典でご案内の通りで
あり︑この度も皆様の
ご協力をお願いすると
同時に︑大いにご活用
いただき︑お役に立て

平野弘
外山章
斉藤充昭
山田栄
見村武

ばと存じます︒

業の大切な柱であり︑

後継者育成は組合事

正化・板金業近代化へ
の道標﹂及び同第二の
調査﹁板金業のニュー
フロンティア︑事業活
動の合理化︑システム
化︑新市場の開拓﹂︑

技能検定と職業訓練は

羽柴弘和
甲部安男
大友賢治

毎年恒例の全国板金
大会が四十七回目を迎
え︑誇りに満ちた腕利
たちが今年も多数集合
する事でしょう︒日本

高柳丑五郎

日比野定雄

清

宮田金雄

前田義雄
豊田義成
岡戸林市
林吉寅朗
樽井神夫

マ

ー

ー
マ
＝
＝

それぞれ一〜三章に構
成されビジョンの提言
としてとりまとめられ

清水功

松井住
八神秀吉
松浦武

５７年５６年５３年５１年４９年昭和４５年頃

いと思います︒

偲びお礼を申し上げた

︒︼言二一二一三二一一一一一︼二﹄一一一Ｆ一二一一一﹄言二一一一盲二二一一一畠二一一三二二一一一一二一二一一雪坤二一一一一言﹃二一一言二︻一一一一二一二一一一毒ニヨ

︾鋤才の愛板を
支えてきた人々州

平成７年６月１５日（４）
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誇りに満ちた腕利きたちが､美の国秋田に集結する〃

◆型世紀へあと５年◆

行いきｌ６１２大のの会７８ス支一がコはさる今る開

ゆしである︒
みちのく

小雨に煙る秋田市は

の都市で静かな町並み
であった︒

ホテルや旅館はどこ
も板金組合の宿泊名が
めだち小さな都市は４
千名余の職人たちでに
ぎわいそうだ︒私たち
は市内にある赤れんが
郷土館と秋田の民俗芸

目■
■■

今

藤簸蝋合.

苓芸

能の竿燈が展示してあ
る﹁ねぶり流し館﹂を
見学してから市内にあ
る旅館﹃柴太郎﹄に泊
まった︒この宿は元横
綱大鵬親方の奥様の実
家であり大鵬ゆかりの
品々がいろいろ展示し
てある和風の旅館でト

類鍔

頻︾卿．縦刈
４

麓

◎

ロン温泉に浸かり秋田

しかしやはり好天に恵
まれ展示場は多くの人
でにぎわっていた︒式
典も終わり会場をあと

式典の前にアトラク
ションが行われ秋田名
物の竿灯も上演されて
いた︒

を満喫できた︒

窓を開ければ鴬の鳴
き声が聞こえ温泉ホテ
ルで湯ノ花が白く濁る
露天風呂につかり旅行

奈良家を見学した︒

明けて岨日は私たち
をすばらしい秋晴れで
歓迎してくれた︒式典
は午後からなので︑午
前中︑秋田県立博物館
と国の重要文化財の旧

の夜を満喫した︒

が表彰された︒

式典では兵庫県板の
理事長の震災義援金の
お礼の挨拶や秋田県板
理事長︑臼井全板理事
長の挨拶があった︒
続いて表彰式があり
愛知県板では次の方々

別コースで参加して
いた碧南支部や一宮支
部も二泊めのこの宿で
一緒になり夜の宴会は
㈹名を越す盛大な宴会

かった︒

駒ヶ岳観光ホテルに向

に山陰には雪が残る

全板大会の会場は秋
田市の中心地に近い秋

早川隆史碧南支部
籾山基義知多支部
望月大治刈谷支部

近藤宏西尾支部

今井文夫江南支部
内山英臣岡崎支部

田市立体育館でギリ
シャのパルテノン神殿
をイメージした建物と
のこと円形の屋根はス
テンレスシームエ法で
葺かれていて快晴の天
気に舷しいほどに光輝
いていて荊でに多くの
いた︒

組合員が会場を埋めて

大会が開催され︐珊名が

以上６名が組合功労者
で受賞した︒又︑今年
２月Ⅳ〜肥日の両日九
州熊本市で第Ⅳ回全板
連青年部全国技能競技

に入賞した宇野賢氏

腕を競って見事第３位
調才の表彰も行われた︒
天気が良かったからか
会場は例年と違って満
員の会員で埋まってい
た︒秋田県板の組合員
は若草色の揃いのジャ
ンバーで会場整理に汗
だくのようであった︒

屋外展示場では例年の

ように︑たくさんの

品は見あたらなかった︒

メーカーが商品の展示
を行っていた今年の展
示を見ているとこれは
と言うような新しい商

瀧

;
莱
︽責任施工制度︾づくりは業界の︿新しい顔﹀
づくり︑を総合テーマに﹁秋田こまち﹂のふる
さと秋田市で開催された︒
前我外日・変や時雨に名で部宮参Ｉ県愛れ秋年全催例
に々仕と１４でり期の出が参が．カロス板知た田は板さ年
幾に事雨・今<に多席秋加別昭碧にツ県･で米大れ五
日はのが１５年り仕いし田総．和南４６ア板開ど会て月
も旅多続・もが事こた大勢１各・名｜で催こがいに

雨にたたられ旅行中は
良い天気なのも痛しか

ｒ㎡ｳｰ●●●‑■‑ご●‑■■■壷‑:E‑gp■､可了蚕凸画二■▲■ﾛ

人口帥万の

鍾
鯉篇烹画噸 慧
色ｂｈ二Ｆ営畠
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"写真左より、今井氏、内山氏、近藤氏、早川氏、籾山氏、望月氏

になった︒

回ることもできるし︑

例年︑夫人同伴の参
加があるが今年は７名
のご婦人の参加があっ
た︒日頃家庭で留守を
預かっていてなかなか
夫婦同伴で旅行する機
会がない奥様をこんな
時にねぎらい毎年一緒
に旅行をすれば全国を

にした︒

喜ばれるのではないか︒
四日は日本一深い紺碧
の湖︑田沢湖と角館武
家屋敷を見学して３時
の便で空路秋田をあと

料理であった︒

今回の旅行は全日本
観光㈱がコースを企画
設定した旅行であった︒
前年度までは︑永年
日新観光㈱が企画して
いたが今回は日本旅行
ＪＴＢ︑日新観光︑全
日本観光の４社の相見
積もりをとり総務委員
会で検討した︒その結
果︑秋田市に近い秋田
空港コースを企画した
全日本観光の内容が一
番良いという事で全日
本観光㈱に決定された
宿泊した旅館︑ホテル
とも満足できる施設と

来年度の全板大会は
滋賀県での開催が決定

奥様を同伴して多数

されている︒

の方が参加されたい︒
鷲見

Ｔ高橋銀吾

で参加している事や︑

着し︑展示をゆっくり
見る事ができ︑又︑会
議場内にも入って表彰
者に拍手を送る事もで

錨泳畿＃謎常曹詠溌議畿蝕静錐雫款醤静勘常曹蔦猷殺静鞍善蝉

︾お疲れさまでした″癖

︾金沢先生︾

青年部諸君の多数の参
加を得るには︑独自の
コースの方が良いと判

、

瀞得響鵜鳴得得穏穏喫驚埋蝉鵠鵜導穏響鳴導響鳴鵜響習廻霊

し疲に沢ま願よでき、は検生

きた︒その夜は県板

中たれ長先すいろするお引定に
村･さい生･いしのと願きのは

断した為である︒

ロ７８．８皿

崎でお当金しお、事でき科能先

大会参加の歴史は古く︑

Ｉ！

岡ま間本たくでのい続学技

さる四月三十日岡崎
岡崎の内山氏を発起
市内のレクワールドに
人に百二十名の出席を
おいて︑訓練所・工学 頂き︑愛板理事長平野
院を通じて四十年間︑
氏を始め沢山の来賓の
学科の講師をされてこ
出席も頂き盛大に行わ
られた金沢先生が︑こ
れました︒
のたびおやめになる事
なかには︑親子二代
になり︑卒業生たちに
で先生にお世話になっ
よる﹃金沢政治先生感
た方も︑何組かみえて
謝の集い﹄が盛大に開 まさに金沢先生には︑
催されました︒
頭の上がらない人ばか
金沢先生は︑西三地 りの集まりになり︑楽
区を主に︑訓練所を始 し く ︑ 笑 い の 絶 え な い
集いになりました︒
め︑技能検定の学科の
講師も勤められ三百名
最後に︑金沢先生ご
近くの人が︑お世話に 夫妻より︑お礼の言葉
があり︑先生直筆の﹃至
なり︑凄い数になって
しまい︑卒業生のみの
誠通天﹄の色紙を頂き
お礼の会になりました︒ 散会になりました︒

爵

現在碧南支部では支
部行事として一年おき
に全板大会に参加して
いる︒碧南支部の全板
県板が創立されて間も

で予想外の大出費で

今回は碧南支部所属
コースと同じ﹁駒ヶ岳
碧南支部
十九事業所より二十一
観光ホテル﹂に泊り︑
は夜行寝台列車で︑そ
ない昭和四十三年二月
名が参加した︒参加費 宴会も県板の皆さんと
の別府市で開催された
の車中夜遅くまで酒を
は一人四万円徴収し︑
一緒になり︑昨夜とは
飲み騒いで︑車掌に注 不足分は支部会計より 又一味違った楽しい夜
時にさかのぼる︒
当時二十数名の組合 意された話や︑大会当 百五十万円を限度に支 を過した︒十九日の朝
員のほとんどが参加し 日の宴会は別府温泉 出する事になっていた は県板の皆さんより三
たと聞いている︒行き
﹁すぎのい﹂で全国か
の で ︑ 金 銭 的 に は 裕 の 十分早くホテルを出発
し︑中尊寺を参拝し厳
ら集まった千数百人が
ある旅行であった︒
一堂に会して行なわれ
五 月 十 七 日 早 朝 五 時 ︑ 美渓を見学して仙台空
港へ向った︒飛行機の
た事︑又︑帰りは大雪 碧南市役所に集合しマ
の為︑列車が動かず イクロバスにて名古屋 名古屋着が七時五十五
フェリーで神戸まで来 空港へ向う︒そして小 分という事で︑少々早
た事等︑ハプニングも 雨の降る仙台空港に着 い が ︑ 途 中 の サ ッ ポ ロ
有り︑今でも酒の席な き︑青葉城と伊達政宗 ビール園で夕食をとる
どで︑そんな話題が出 公の霊廟である瑞鳳殿 事になった︒この三日
る程楽しく印象に残る
を見学し︑松島にて昼 間さんざん飲み食いし
旅であったらしい︒こ ．食をとり︑その夜は花 ているので︑ほんの軽
の別府大会に参加した
巻温泉﹁ホテル紅葉館﹂
い夕食のつもりでいた
事に依り︑支部内の団 にて宿泊した︒
が︑生ビールを一口飲
結︵和︶が以前にも増
んだとたん全員が盛り
して深まったと思われ︑
上ってしまい︑ビール
と焼肉の追加︑又追加

今回の秋田大会には

あった︒しかし終り良
ければ全て良しのごと
く︑この様な盛り上り
でこの旅を締めくくる
事ができ︑又たいした
トラブルもなく︑無事
に家路につくことが出
来て︑本当に楽しい旅

碑

以後十数年の間は︑ほ
ぼ毎年支部行事として
全板大会に参加してい
る︒その後︑経済情勢
の変化などにより︑隔
年に参加する事になり

十八日︵大会当日︶
は︑碧南支部からも早
川隆史氏が功労章を受
賞されるので︑定刻ま
でに会場へ入らなけれ
ばならないという事で︑
花巻から秋田まで三時
間三十分バスは走りに
走った︒しかし二十八
人乗りのサロンバスに
二十一人が乗車してい

碧南高橋

行であった︒

群＝！

#磯議

現在に至っている︒
県板コースではなく︑

ゆったりしていた事や
トイレ付であったので
疲れはしなかった︒大
会会場へは予定通り到

是

るだけなので︑席が
支部独自のコースで参
加したが︑これは県板
コースに反発が有って
の事ではなく︑以前に
も何度か独自のコース

；

鞍

篭瀧政治先生蕊謝の集い
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◆名古屋ブロック◆

た・

計画が発表された︒

毒霞僅

職驚蕊蕊蕊蕊箪︾一鐘
名古屋連合会︵村上

章会長・会員二四十
名︶は平成七年度の総
会を５月鯛日㈲午後六
時より中川区昭和橋通
りの﹃柴太郎・本店﹂
会議室で開催した︒

長の挨拶があった︒

副会長加藤友三

会長村上章
棚橋敏光

幹事堀口正
長谷川信俊

会計棚橋敏光
監査川村和利

☆東板会
ゴルフコンペ☆

くなる﹂一一ヤニヤしな

五月二十六日昨日ま
での雨もあがり︑絶好
のゴルフ日和︒﹁心掛
けがいいから天気も良

組合員手作りの作品
県板へ寄贈

品を寄贈された︒

と銅板に打ち出した作

才︶の作品で漢文額で

県板組合員が組合創
立帥周年記念を機会に
手作りの銅板作品を県
板へ寄贈して５月配日
の記念式典で感謝状が

作品は五重塔と吊り
灯龍と銅板彫金額縁の
三点で五重塔は岡崎支

務所に展示保管される︒

三氏には記念式典で
理事長から感謝状が贈
られた︒作品は県板事

松無古今色
竹有上下節
梅花和雪香

授与された︒

部の故加藤等．一氏の作

れたが平成三年十一・月

品︒加藤氏は生前幾つ
かの作品を作っておら

︾一

遜蝿

繍欝︾

●#.．、遇;

八十才で他界され遺作
の中から息子の哲夫氏

鱒・稀．

が灘#蝋

から寄贈された︒

された︒

吊り灯龍は西三支部
の青年部が成人訓練で
制作した作品︒岡崎支
部では２月湖日に総会
を開き阪神大震災の義
援金にと青年部の作品
が即売された︒購入し §灘・潔
た内山英臣氏より寄贈

窓 。 蛾

棚橋敏光氏︵中川港
支部︶の司会で大脇国
和氏︵瑞穂支部︶の開
式の辞に続いて村上会

郷一早馴蜘八碕弗峰舜１

−︑公侵浪婦
一︑熟横道弘
ｆ＄必．１Ａ︲３輪．

＄︒４浬も副勾︒・・あぶＩＲＩ

一︑雑州稗
︐

銅板彫金額縁は熱田
南支部の清水正氏︵肥

溌

桝承４

曾§《､、ポミ

入智ｑ・Ｉ・

ｒＬｔＡＴ心〃熟．

んの一人舞台︒優勝︑

ベスグロ八十︑ニアピ
ン︑ドラコン︑賞品を
総なめにした彼は︑板
金学校の先生でもあり
ます︒山下さんおめで
とうございます︒ちな

東三吉田

みに二位は小生でした︒

'qf#財

ず？入０．や唖癌稚坤恥唖叱

を行う︒以上

氏は病に倒れ入院され
ていたが最近は回復し
てきたため出席された
とのこと大脇氏と同じ
くいつまでも健康であ
られたい︒又県板の早
川専務理事も来賓とし

て出席された︒

総会終了後︑会場を
宴会場に移して懇親会

を開催した︒鷲見

㎡ヅ･恥

塾

哩
恥
,
､
､
､
時
．
,
､
､
:
.
＃
晶

ｆ誰

一．前会属恢栽畷

一︑糸雷へ祝拝

画晶冒

た︒

つづいて収支予算案が
紹介され可決された︒
第四号議案・役員改選︑
役員任期満了にとも
なう改選で次のよう
に改選され可決され

︵新役員敬称略︶

･禅．、守

贈

藤

鷺

続いて議事に入った
が議長は例年会長が努
めることになっており
村上会長が議長につい

鰯識

'鋸蝉群

第一号議案・平成六年 事業方針︑愛知県板金 訓 練 協 会 連 絡 員 ・
がら﹁スコアも天気の
度の事業報告︑
工業組合の指導協力に
松 代 一 郎 ように﹂とカミさんの
長谷川信俊氏︵中支 よ り 会 員 相 互 の 意 思 の
尚︑前年度まで副会 いささか冷たい視線を
部︶が報告承認された︒ 疎通と連帯感の強化を
長を務められた大脇国 背中に受けて︑新城Ｃ
第二号議案・収支決算 めざし︑事業活動の推 和氏は体調を崩された Ｃ へ ・ 十 二 時 十 八 分 ス
報告︑
進を図る︒
為 ︑ 退 任 さ れ た ︒ 会 計 タート︒ある人は半日
川村清春氏︵昭和支 事業計画︑
の川村清春氏も支部役 仕事をやって︑ある人
部︶より報告合わせて ①愛知県板金総合職業
員交代のため任期満了 はハーフを回って
監査報告があり異議
訓練協会との連携に
退任された︒
︵エッ︶来た人︒組合
なく承認可決された︒
よる訓練生の確保︒
第五号議案・その他
員十七名︑問屋三名の
第三号議案・平成七年 ②愛知県板金総合職業
役 員 か ら 年 会 費 の 値 二十名でコンペ︒知っ
度事業計画並びに︑
訓練協会の主催する
上げ案が出されたが た 顔 ば か り ︑ 和 気 あ い
収支予算案︑
事業の協賛︒
事前に支部長にも知 あいのスタＩト︒
村上章氏︵千種支部︶
③新年安全祈願祭を行う︒
新城はちょっと曲れ
らされておらず異議
より事業方針・事業 ④福利厚生事業として
が 出 た た め 後 日 も う ばすぐＯＢ︑やたら前
会員の親睦を図るた
から︵四打目︶それに
一度役員会で審議す
る︒
め︑次の事業を行う︒
輪をかけてトリッキー
ア年１回ボーリング大
以上で議題のすべて な北コース︑その北を
会を行う︒
なんと三十六で回った
を承認可決された︒
イ連合会主催によるゴ
議事終了後来賓の平 山下さん︒ＨＣ九とは
ルフ大会を行う︒
いえスゴイ・受付で﹁ホ
野県板理事長の挨拶が
ウ随時会員による懇親 あり前理事長の日比野 イ︑ペン先が見えん﹂
会を行う︒
定 雄 氏 の 紹 介 が あ っ た ︒ というオトシ︒﹁仕事
エ事業所の見学研修会
やつとるか﹂のヤジの
飛ぶ︑表彰式は山下さ

鯉

瀧

慧

一︑閉会の拝

灘鱗
瀞
錨
騨
参

；宅
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▼中部板金工業組合協議会

慧
；
支予算案審議の件は共
に賛成多数で承認され
た︒続いて第五号議案
役員改選に移り︑役員
人選の提案説明があり
別記のように承認決定
した︒次期会長につい
ては︑人望︑経験︑年
齢から愛知県板・平野
理事長の会長就任が有
力視されていたが︑同
理由に今期を限りで︑

その後︑高齢と健康を

lFl

蕊難

議之
弾Ｃ

より通常総
なった︒

代会を行

会のことば︑

総代会は
定刻︑静岡
県板事務局
長の司会で
始まり︑開
会長挨拶︑
議長選出︑

選に熱意を見せられた︒
以上で式次第が終了︒

長年務めた︑すべての
役職から退任される鈴
木会長︵静岡県板理事
長︶に記念品が贈呈さ

れた︒記念品を受け

ング共同購入胆
事業所

８日定例集会
１月〜４月コーキ

春日井支部

焔日役員会

江南支部

８日月例会

昭和支部

１日青年部支部会
妬日支部会合

中川港支部

トリー

１日支部定例会
配・明日青年部研
修旅行湯の山
温泉三重カン

本店
瑞穂支部

調日総会栄太郎

名古屋連合会

懇親会を開いた︒③

を務める事となった︒
取った鈴木会長いわく
宇野新会長の新任挨
﹁こんなに貰えるなら
拶に続き︑全板連報告 このまま続けても悪く
がされ︑全板連七委員 ないな−アハハ⁝﹂と
会に出席している各委 得意のジョークに一同
員の代表から委員会の
大喝采︒あのガラガラ
活動状況が報告された︒ 声 に 静 岡 な ま り の 次 郎
長節が聞かれなくなる
のは残念であると共に
また一人名物男が去っ
て行くのは寂しい限り
である︒総会終了後会
場を他に移して和かに

氏の将来的な展望に

』
?
鰯

また来賓として挨拶に
立った臼井全板連理事
長から︑全板連事業の
総体的︑基本的な目的
と進展状況が述べられ
た︒そして全板連役員
改選に向け次期会長再

一時より理

中部板金工業組合協 賓に招き︑常任理事・
議会︵中板協・鈴木辰 理事代議員五十六名の
次郎会長︶は﹁第十七 出 席 を 得 て 開 催 し た ︒
回通常総代会﹂を五月
中部七県で構成され
十 一 日 名 古 屋 駅 前 る中板協の総代会は各
キャッスルプラザにて︑ 県持ち回り︑毎年その
臼井全板連理事長を来 所在地で開かれており
今回は愛知
◆挨拶する鈴木会長◆
県の担当に
より設定さ
れ︑午前十

総蕊謹鴬:護ｉ薫 霊

簾
;
幾
Ａ
、

一時三十分

事会︑午後

鯵
立って︑業界の若返り
と活力化増大を進める
のが最善の策とのご意
見から︑平野氏は副会
長として会長の補佐役

電藍

議案審議と
通例にした
がい進めら
れ︑提案さ
れた平成六
年度事業報
告決算に関
する件︑平
成七年度事
業計画︑収

◆記念品贈呈◆

平成７年６月１５日（８）

板

愛
第２９５号

▼中板協役員▲

ろしくと願いたい︒

仕上げの年度が始まろ
うとしている︒四月五
月は一年中で一番いい
季節︑今年は雨の日が
多く仕事が捗らない︒
お天とう様の御機嫌よ

された平野理事長体制︑

健勝を喜び会う賑やか
な語り合いなど︑組合
と共に生きる人達で和
やかな雰囲気に包まれ
た︒総代会・全板大会
︵秋田県︶と続いた春
先の行事も三十周年記
念事業の開幕で一段落︒
六月に入ると︑三十周
年記念事業の﹁労働環
境改善フィジビリティ
調査事業﹂と年間事業
計画にもとづいた各委
員会担当による組合事
業が本格的に動き出す︒
総代会での役員改選
で五期目の舵取りを任

りの顔︑懐かしい人︑

組合創立三十周年記
念式典が五月二十六日
に来賓・組合員・表彰
者合わせて二百十名の
出席を得て盛大に開か
れた︒県下の板金仲間
多数が一堂に介する催
しの会場では︑久し振

編窮掴寵

︵岐阜県板理事長︶

会長宇野万木男

︵愛知県板理事長︶

副会長平野弘

︵三重県板理事長︶

会計清田寿雄

溺日技能検定講習

西三板金連合会

７日役員会

説明会
岡崎支部

豊田支部

阻日第一回班長会

咽日集団検診

西尾支部

皿日役員会

安城支部

東三支部

２日定例会
溺日三役会

コンペ

妬日東板会ゴルフ

喝日青年部コーキ

五月三十一日伽晴
二九五号編集会議

ング共同購入

訂日青年部ボーリ

委員七名出席

午後六時終了③

ング大会

