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主催㈱日本銅センター

したりヤーーを出してい

よそ四百年を経ている
短い建物では伊勢神宮
の二十年がもっとも短
いそれは︑ほっ立て柱
と言って土に穴を掘っ
て埋め込みの柱として
建て︑屋根は植物の材
料で葺いた建物である
茅葺きは本来建物内部
でいろりをたき︑煙で
殺菌作用をしたり乾燥

シンポジウムは全国で

屋根ｌ社寺を中心に﹂

という社寺銅板葺き屋
根専門書の出版記念で
文化財研究や文化財修
理の第一人者と言われ

社団法人日本銅セン
ターでは３月即日に京
都私学会館で社寺銅板
葺き屋根シンポジウム
を開催した︒このシン
ポジウムは﹁銅板葺き

る先生方が誰演された︒
も仙台︑東京︑京都の３ヵ

が建造は明応三年︵西
暦一四九四年︶と記録
がある︒本瓦葺きの屋
根では四六五年ともっ
とも長く持った屋根と
思われる︒長く持った
要因は瓦と下地や瓦と
瓦の間にすき間があっ
た事︑下地の野地板も
二枚重ねですき間だら
けであったことが空気
の流通が良く四○○年
以上も持ったと思われ
る︒文化財を調査する
と古い建物は八○年〜
百年ごとに修理をして

本瓦葺き建物はだい
たい百年位で部分修理
をして三百年ぐらいで
屋根も全部葺き替える

らいで大修理をしている︒

いるようで︑三○○年ぐ

︑瓦は西暦五八八年に
製造された記録があり

大修理をしているようだ︒

つぐらいと言う︒

千四百年へた現在でも立

たため三十年から四十
年は持っていたが最近
いろり
は囲炉裏などがなくな
り早く痛むようになり
伊勢神宮の屋根もかや
の下に銅板を葺いてい
るのでやっとこ十年持

発行広報委員会

Ｑ▼０．１−−︒︲▲■▼︐．﹃害︒少ロ画▼Ｊ皇子

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６

▼社寺銅板葺屋根シンポジウム▲

屋根は何年もつか

愛
知 県
板金 工業組合
派に役目を果たしている︒
木材は削ってみて木
うし室ど
の香りがすればまだ十
分持つと言われる法隆
寺は柱を削るとまだ桧
のにおいがする︑まだ

岡山県瀬戸内の牛窓
にある本蓮寺は昭和三
十四年に解体修理をし
た︑その時発見された

社寺の屋根の銅板本
瓦葺きは日光東照宮が
桧皮葺きから銅板本瓦
葺きに変わっていった

たことを話された︒

田区にある池上本門寺
を設計監理された立場
からスライドを使って
屋根などのラインの美
しさを出すのに苦労し
次に伊藤平左ヱ門建
築設計事務所は現在十
二代目で四百年続いて
いる建築設計事務所で
あるこの事務所の女性
建築士井上説子氏の講
演があった︒伊藤平左
ヱ門建築事務所は靖国
神社が明治五年に本殿
を造営したとき当時宮
大工であった伊藤平左
ヱ門九代目が本殿の設

ほかにないとのこと︒

講演が終わった後質
疑応答があり会場から
銅屋根の伸縮の取り方
の質問があった︒銅屋
根は屋根の面積にもよ
るが︑葺き板五ｍに最
低一ヶ所は伸縮継手を
入れるよう解答された
酸性雨についても質問
があったが今のところ
対策がなく銅センター
でも現在研究している
ので今後の研究を待つ

終了した︒

報告鷲見

バーして五時二十分に

予定時間を少しオー

きは打って止める方法︑

瓦葺きは成形して置く
方法と語られたまた銅
板屋根は五○年ぐらい
が寿命だと思えるが百

⑤手加工︑熟練工作業
に頼る部分の仕事が多
い︒⑥重厚感を表現し
にくい︒以上のような
ことが銅板屋根には短
所であり絶えず瓦と比
較されると講演された
同じく伊藤平左ヱ門事
務所から望月義信氏が
屋根葺き工具を色々持
参され工具を見せなが
ら屋根葺きの工法にふ
れ茅葺きは縫う法柿葺

が良すぎて︑断熱性︑
結露が問題になる︒．④

野地板の取り替えなど
が大掛かりな工事にな
る例が多い︒③熱伝導

の際瓦葺きの場合より︑

物は別途見積もり︒

年位にしてほしいと要
望された最後に㈱小野
工業所の斉木益栄氏が
演壇に立たれた︒小野
工業は年間大小含めて
百件ぐらいの銅屋根を
施工している︒多くの
施工実績から銅屋根の
歩掛かりについて講演
された︒参考に○・四
ｔの銅板で三○○平米
を基準に四シ切りで葺
く場合尺二定尺１㎡五
枚使用加工は○・○九
人工取り付けは○・一
○人工合計で一平米葺
くのに○・一九人工掛
かる一人工は三万円で
計算する吊り子運搬費
に経費妬％を加えて㎡
単価一万三千円で見積
もりを提出している役

計をしている事から昭
和の解体大修理が行わ
れた時に井上説子女史
も参加していろいろ勉
強されて銅板葺きには
次のような短所があり
どのように克服するか
が課題であると指摘さ
れた①緑青色の美しい
屋根になった時に葺き
替えの時期を迎えるこ
とが多い︒②葺き替え

任せるわけに行かない︒

野地の仕事の程度が銅
板葺きの仕上がりに及
ぼす影響が大きい︒瓦
葺きのように葺き師に

葺き替えられている︒

今里隆氏は東京大

のが全国にある東照宮
に広まりその影響では
ないかと語られた︒

千年ぐらい持つであろ 基調講演をされた︒
うと言われた︒
次に伽建築研究協会
法隆寺は安政から百
の工学博士の大森健二
年目ぐいの昭和７〜弘 先生講演でお寺の本堂
年に大修理が行われた︒ の屋根は長く持たせた
ひわだ
桧皮葺きは京都の清
いという事で瓦葺きが
水 寺 が 明 治 三 十 六 年 に 多いと言われるが滋賀
葺き替えた後昭和四十 県の湖東三山の西明寺
二年に六十四年ぶりに
・金剛輪寺・百済寺の
こけら
葺 き 替 え て い る 長 野 の 本堂はすべて柿葺き
である︒大徳寺や妙心
善光寺も六十年ぐらい
で 葺 き 替 え て い る 桧 皮 寺の屋根は柿葺きであ
り庫裡は瓦葺きであっ
は六十年ぐらいは持つ
ようである︒
たものが最近柿葺きに
重要文化財の日光東
照宮は最初桧皮葺きで
あったが西暦一六五四
年に銅板に葺き替えら
れた後︑明治の始めに
大修理をしているので
二百年ぐらい持ってい
る︒おかり殿は一七九
五年に銅瓦に改修その
後一九八○年に屋根の
葺き替えを行っている︒
一八五年位たっている
のでそれくらいが寿命
のようだと銅板屋根の
寿命について一時間の

伸縮用継ぎ手

所でしか開催されない︒

技術研究委員会では
７名が京都会場のシン
ポジウムに県板の補助
を受けて参加した︒
最初に前・奈良国立
文化財研究所長の鈴木
嘉吉先生が﹁社寺建築
の屋根の寿命﹂と題し
て基調講演をされた︒
社寺建築の寿命では
木造建築で世界最古と
言われる奈良の法隆寺
が約千年︑桂離宮がお

銅板屋根葺き工法

第３０４号

板
愛
(1)平成８年４月１５日

平成８年４月１５日（２）

板
愛
第３０４号

平成七年度尾張板金連合会

介され可決された︒

続いて収支予算案が紹

する︒

事業計画
①ボウリング大会
②事業所の見学研修会
③ゴルフ大会
④役員会四回以上会催

︵案︶が発表された︒

平成八年度事業計画

収支決算報告
第三号議案

総会開催

の司会にて開会した︒

県板平野理事長をお迎
えして午前皿時︑滝氏

待ちどうしい近頃．：⁝

でした︒両君は５月叫
日︑滋賀県大津市﹃大
平成七年度尾張板金
津プリンスホテル﹄で
連合会総会が３月Ⅲ日
開催される第岨回全国
︵日︶西春文化勤労会
建築板金業者滋賀大会 館に於て︑組合員多数
において表彰されます︒ の 出 席 を 得 て 盛 大 に 開
また︑﹃建築技術の 催されました︒今年は
部﹄に出場した東三支 例年になく寒さも一段
部の河田雅彦君が叩位 と厳しく連日の雪降り
︵ 全 板 青 年 部 長 表 彰 ︶ 入 とあって我々屋外の作
業現場が多くて毎日の
仕事も予定通り進まず
早く暖かくなる日々が

豊田松井

いう報告が在りました︒

賞されました︒同じく
東三支部の藤井秀幸君
は健闘されましたがｕ
位〜皿位枠であったと

結果報告

第把回全国建築板金競技大会
平成８年２月羽日︑

別日の両日茨城県水戸
市の﹃ポリテクカレッ
ジ茨城﹄に於いて開催
された第凪回全国建築
板金競技大会の﹃技能
競技の部﹄で本県代表
として出場した︑岡崎

力開発局長賞︶︑同じ

支部の朝岡昇君が第
２位︵ 労 働 賞 職 業 能

君が第４位︵水戸市長

く岡崎支部の宇野賢
賞︶に入賞されました︒

全参加組合別組合︑全
参加選手羽名中の快挙
豊田板金工業組合青年部

去年度組合員二名の方
が逝去され冥福を祈り
黙祷に続き議事に入り

組合員相互の協力をえ
て助け合ってのりきる
しかない⁝⁝と挨拶さ
れつづいて議事に入り
第一号議案
平成七年度事業報告
第二号議案

量確保の日々ですが︑

ました︒

親睦を目的として早い
時期に青年部を作り夢
と希望のもてる板金業
界をめざしてほしいと

第四号議案その他
組合員から尾張地区に
おける青年部の活動が
乏しく現在青年部のあ
る支部は︑西春・一宮
の二支部しかなく他の
八支部はなく今後組合
組織を背おう若い人達
の育成と地域における

お礼を申し上げます︒

連合会細野会長より
日頃は連合会の運営に
格別のご協力を賜ると
共に多数の行事に積極
的に参加して頂き厚く

豊田松井

勉強会︵全板大会に積
極的に参加し他の県の

事業をする︒例えば︑

議事終了後︑多忙の
なか出席を願った県板
平野理事長より挨拶を
いただき青年部活動に
対しては地域にあった

以上で議題のすべて

要望がありました︒

若い人達の会合の場︑

年度の事業計画として︑

が副部長に就任し︑杉
浦一義君が新たに会計
に選出されました︒ま
た︑２名の新入会員が
紹介され部員数は理名
となりました︒平成８

を承認可決された︒

ました︒

懇親会に移り和やかな
うちに︑お開きとなり

れました︒総会終了後︑

ロック成人訓練への参
加︑親睦ボーリング大
会の開催などが決定さ

の加入促進︑西三ブ

愛知県職業訓練指導員
試験の受験︑新入会員

近年板金工事等におい
ても国内全般的に景気
もあからず厳しい仕事

定時総会を開催
去る３月羽日︵土︶豊
の平成７年度︵第出回︶

田板金工業組合青年部
定時総会が豊田市久保
町の料亭﹃ちから﹄に
おいて開催されました︒

ん︵横山興業様︶より２

来賓として親組合より
藤井副組合長︑問屋さ
名の出席を︑いただき
開会しました︒議長に
椎山泰弘氏を選出した
後︑議案審議に入り事
業報告︑会計報告等が
承認されました︒続い
て役員改選が審議され︑

現副部長の奥田憩君が
部長に会計の杉本忍君

活動を見て参考にする
会場に出品展示されて
いる板金工具︑機械等
を見て新しい施工方法
を取り入る︑北国・南
国と施工方法も地域に
よって異なっているの

と孫の話しとなると顔
もゆるみはじめ良きジ
イチャンの姿が微笑ま
しく映ってきた︵年令
かな︶宴華やなな項５

西春井藤

月全板大会での再会を
約束しながら帰途につ

いた︒

う官報掲載がされま

最低資本金制度で組織変更した
組合員
員は
は︑
︑組
組︿合へ届出して下さい

す︒

さい︒

詳細は組合へお尋ねくだ

で参考にする︒

問屋・メーカー各社
の協力を得て青年部を
対象にする情報社会を
生きぬく為に勉強会を
行い︑討論会等を開催
して若い人達の育成を
図る今年度は全板大会
︵滋賀︶が５月に開催
され全板連創立帥周年
日板協創立妬周年記念
大会でもあり︑通産省
建設省の方々を交えて
オリエンテーション・
講演・討論会等から予
定されており︑尾張地
域からも多数の参加者
を願い今後の建築板金
業界に対して多大な協
力をお願いしますと⁝
愛板新聞第三○二号に
掲載されている﹁最低
資本制度の適用猶予期
間﹂の満了期限が追っ
ていますについて説明
があり︑栗本氏の閉会
の辞により総会終了後
会場を移して懇親会に

資または組織変更の

た場合

組織変更による︑名

称変更届を提出︒

２．法人から個人事業者

になった場合

法人の脱退届︵法定
脱退︶と個人事業者と

出︒

しての加入申込書の提

参考

提出された時点で︑

１．組合へ前記の届が

組合員の権利義務の

︵増資で株式会社を

さい︒

維持した場合は届出

の必要はありませ

なお︑５月末日に

ん︒︶

登記申請をしなかっ
た場合は︑６月１日

付で解散したものと
みなされ登記官の職
権で解散登記が行わ

〜．〜．〜

れます︒

解散とみなされ職権登

６月１日付をもって︑

３．解散となった後

２．株式会社︑有限会

合員資格の喪失により︑

法定脱退となります︒

記された組合員は︑組

かった場合は︑最低

社が︑それぞれ最低

資本金制度導入の猶

月皿日︶が終了し︑

予期間︵平成８年３

﹁解散を行う﹂とい

４月１日︵予定︶に

但し︑４月１日か

ら５月皿日までに増

は︑前述の１．と同

加入の扱いとなります︒

その後︑会社存続の
手続きを行い︑法人継
続の登記申請︵みなし
解散から３年以内︶が
受理された場合でも従
来加入していた組合に
加入する場合は︑新規

資本金を確保出来な

継承はなされます︒

じ様に届出してくだ

入った︒

登記が行われた場合

１．法人の組織を変更し

厳しい現状ではやは
り話題は仕事の話とな
り色々な苦労話しが出
るなか酒の助けもあっ
てか家族︵子供の成長

支部だより
ｒ１Ｆ︑ｆ︑βやク．︑ｆｑＪ︐ｂＪｂＪ︐１Ｆ．︑ｆ︑Ｆ︑ｐ︑ｆｂＪ■ＪｂＦ９ Ｊ ｂ Ｊ

平成７年度

されましたので報告さ
せて頂きます︒

部長榊原弘氏
今後の尚一層の活躍を

副部長沼津恒一郎氏
期待するものです︒
沼津

平成７年度

工事料不足の中ですが︑

東三支部総会

３月Ⅳ日豊橋﹁高

・三号議案

平成七年度会計報告
及び会計監査報告

・二号議案

平成７年度事業報告

れ議事に入る︒
・一号議案

新城の馬場さんが選ば

・議長選出

千穂会館﹂にて︑３時 我々板金業界は︑伝統
より総会が行なわれた︒ に 培 わ れ た 技 能 集 団 で
今年度は︑愛板より平 あ る が ︑ 今 こ そ 組 合 員
野理事長︑早川専務理
一致団結し保証制度を
事︑問屋の代表の方︑
前面に打出し︑これか
ら頑張りましょう︒
・優良従業員表彰６名
会である︒

又︑建通新聞からの取
材の記者も招いての総

今年から︑定期総会
を通常総会とし︑優良
従業員表彰︑組合員又
は︑ご家族の御不幸の
為︑黙祷をし︑今まで
にない総会にしようと
いう三役の意気込みで
ある︒宮下副支部長の

平成八年度役員選考
全役員再選
司会により︑来賓紹介︑

脇坂副支部長の開会宣

平成八年度事業計画

・四号議案
・黙祷

言にてはじまる︒

会は愛板と行動を共
にし︑多くの御出席

平成八年度予算案

をお願いしたい︒
・五号議案

愛知県板金工業組

・六号議案

フィージビリティの

合報告
早川専務理事より︑

件︑保証制度の件︑

れる︒これからは︑

特に官庁から︑保証
書を出すように言わ

ン等という﹁ふるい﹂

民間も言われるよう
になる︒その為に保
証制を活用してほしいｃ 種の参入が著しく︑仕
事料不足︑単価安で個
・七号議案
人の努力だけではどう
質疑応答
活発な意見がとびかう︒ に も な ら な い と こ ろ ま
できてる︒これだけ急
総会終了と馬場さん︑
大任をはたされ︑ホッ
激な変りようは今まで
とした様子︒お疲れさ かつてなかった︒これ
からはもっと︑高齢化
までした︒
情報不足︑コストダウ
案

・来賓挨拶

・大友支部長挨拶

平野理事長の挨拶の

の網の目はだんだん大

大友支部長より︑東三

東三吉田

う︒今一度原点に戻る
事を願ってやまない・

変化に対応する為︑結
果報告だけの組合では
すまされなくなるだろ

等︑しなくてはならな
い︑もう﹁俺が︑お前
が﹂という時代ではな
いのだ︒組合のあり方
も変わっていくだろう︒

きくなっていくだろう︑

生き残る為に勉強︑情
報収集︑横のつながり

中で二番勉強してい

るのは問屋さん︑我々
も︑もっと勉強しなく
てはならない︒情報を

支部は団体加入であり︑
が回復せず︑単価安︑

先取りして栄えよう

景気は回復するので
はないかと思っていた

個人加入でないと保証
事業ができ
ない︒愛板
の協力を得

じゃないか﹂と耳の痛

営業なんて職人ができ
るかという︑オゴリが
なかったか︑しかし回
りを見まわせば︑異業

うからやってくるもの︑

理事長の言われるよ
うに我々は今まで技術
におぼれ︑仕事は向こ

いことである︒

て︑四月一

長日よりス

部ダートする︒

支従業員表彰
友を八年度か
大ら五年以上
にする︒九
月に研修会
をやりたい︒

又︑全板大

優良従業員表彰者

﹁知多支部

総会開催さる﹂
知多支部は去る３月
Ⅳ日︵日︶に︑エスペラ
ンス丸山︵阿久比町内︶

に於いて︑定例総会を

開催︑午前皿時にス

われ心配されていたが︑
識¥評

蕊擦

タートし︑当日は早朝
より強い雨・風に見舞
日曜日ともあれ︑開会
時には多くの参加者で︑
会場も大いに賑わった︒

蕊蕊蕊
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;
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今回は役員改選もな
く︑上程された議案も
ご理解のもと︑採決を
頂き担当役員も安堵の

鴬ざ

鍛留

期ljii議

議譲蕊
蕊鍵篭識
露

､ヨーヨー二間里

知多支部青
年部総会が去
る３月晦日に
開催され︑今
回は役員改選
が行われ︑次
の方々が就任

と竺嬢；−−

夢
§
霧

根を１．

総会には数多くの御
来賓のご出席を頂き厚
くお礼申し上げます︒
先づは︑地元出身で︑

大いに活躍されておら
れる︑衆議院議員の久
野統一郎先生を初め︑

県板事務局からは平野
理事長︑北出主査を混
え︑商社︑問屋︑塩ビ
３社など多数の方々の
ご出席を頂き︑併せて
ご祝辞を頂戴し︑尚一

層の盛上りで和らいだ
雰囲気となった︒

今回は支部役員の諮
らいで︑機械工具メー
カーの展示即売も試み

平成7年度東三板金工業組合通常総会

1
1
穂

i
l
1
i
識
!
；
鱗

第３０４号

板
愛
(3)平成８年４月１５日

−１１１１１１１１１１１１１１１１

支部だより

している︒

一宮板金組合総会開催
ｑ平松組合長

行われた︒

処理方法は︑問屋さ
んの工場に廃材置き場
を設け︑会員が直接運
搬するのと︑問屋さん
が配達の帰りの空車を

に考えておられるようだ︒

さばって置き場もない
など悩みの種であった︒

材も実施したいと意欲的

量が少なく割高なこと
と︑作業を終えてから
では時間的に処理業者
が営業してないこと︑

自宅に持ち帰ってもか

．●■、ﾛロ

昭和支部

８日支部月例会
緑支部健康保険更新
と中間集会
中川港支部

恥日研修旅行の件

皿日総会西春文

保健証更新
尾張板金連合会
化センター
一宮支部

旧日青年部例会
型日支部総会
春日井支部

８日定例会合
配日定例役員会
小牧支部

会出席３名

︑日尾張連合会総

５日定例会妬名

津島支部
新旧役員交替会
犬山支部

２．３日支部旅行

胆日第９回役員会

下呂温泉型名
豊田支部

鍾
霜
;
￨
；

調日支部三役会
帥日新旧役員会

別名

２日支部定例会
５日支部三役会
７日会計監査
週日支部三役会
Ⅳ日支部総会和名
濁日青年部総会

東三支部

過日会計監査会
妬日青年部総会
Ⅳ日支部総会帥名

及び反省会訓名

２日第４回役員会

知多支部

旧名

理日支部総会調名
珊日青年部総会

幡豆支部

所二二七二本

共同購入訂事業

肥日コーキング材

西尾支部

総会肥名

岨日青年部役員会
羽日青年部第出回

窃月各支部の動き

志知社長は︑この事
業が軌道にのれば第２
の計画として窯業系廃

となることを期待したい︒

で解決し板金業界の手本

個人︑個人では廃材
の量に格差があり難し
い問題だが理解ある集
団なら志知商店の協力

ぐ志知社長

との事です︒

利用して板金やさんか
ら引取る方法を検討中

また︑その後の処理
においては処理工場と

の契約により処分をお
願いするそうです︒

会費についても︑営
業目的では無いので︑

処理費用と経費を実費
としたいので例の無い
運営のため見当つかな
いので随時修正してい
く必要があるだろうと︑
れた︒

志知八郎社長は説明さ

︻■

占空■

懲
雷
； 識鍵
皇虫．、

売る問屋から︑

集める問屋に
最近になって︑産業
廃棄物の問題が厳しく
なってきましたが︑塩
ビ製品が建築物にも広

く使用されるように

Ｂ１１１１

なって久しく取替えの
時期をむかえ板金屋さ
んも︑波板︑雨どいの
廃材に苦慮されている

■

可
胡

現在までの廃材処理
は︑板金やさん各自に
おいて︑大きな現場で
は現場備え付けのボッ
クスに捨て元請が処理
するとか︑お客さんに
家庭ゴミとして処理し
てもらうとか︑処理業
者に１トン５万円位で
引取ってもらう方法で
あった︒しかし︑個人

会員制で発足

事と思うが︑廃材処理
について︑岐阜県笠松
町㈱志知八郎商店社長
志知八郎氏の発案で会
員を募り会費で運営を
はかり近じかスタート

●

Ｉi

正午過ぎから席を移
し︑愛板の平野理事長
をお迎えして︑酒と肴
とカラオケの親睦会が

在の地位を築き︑また︑

中年以降の組合員の
多くは︑体一つから現

一一一一E§
■

住宅の取替え工事では︑

志知商店を軸に
することになった︒

全国にさきがけ

蟻
;
。
̲
趣
'嬢

平野理事長は︑挨拶
の中で︑板金業界の現
さる︑３月別日市内 状と今後の事業内容の
推移や︑労働環境の改
の江美会館において︑
平成７年度の一宮板金 善︑インターネットの
組合の︑総会が午前皿 応用例など帥分の話の
中で︑後継者問題にふ
時半より行われた︒
例年に従い会計報告 れ︑他業種に比べ板金
と事業報告が説明され 業においては比較的に
たが速やかに承認され 育ちやすい環境にあり
た︒また︑組合長他役
現実となっているが︑
員の任期満了に伴い改 親は親︑子は子︑とい
選の件については︑前 う世相の時代に︑親が
組合長の根まわしの良 築いた財産︵信用︑得
さの結果︑推薦で︑新 意など︶は親からそっ
くり譲るのではなくそ
組合長に平松聖之氏︑
の代償は子供から貰い︑
副に湯浅信明氏︑会計
に 平 田 仁 氏 ︑ 監 査 役 に ︑ 老後の豊かさを作るの
土田和彦氏が選ばれた︒ が望ましい︑と話され
和やかな雰囲気の中で たが︑なるほどと感銘
した︒
約１時間半ほどですべ
ての議題が承認され終
了した︒

これから︑独立しよう
という若者もいること
を考えればそれ程みず
くさい考えではないと
田管つ０

〃塩ビ製品の廃材処理〃

姿

一宮板金組合も昨年
組合費の値上げを行い
多くなった他の組合や︑
事業への役員の経費も
満足では無いが出せる
ようになりボランティ
ア組合から自立を目指

尽戸マーーベ戸気宛
ゆ
●
画

■
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蒲編集後記

く訪れる出会いの四月︒

春三月は別れと巣立
ちの時︑そして間もな

別れは悲しい︑しかし
この時期の悲しみは直
ぐに喜びに変わる希望
の季節でもある︒小学
生から大学生︑企業戦
士までピカピカの初々

次世代を担う此の

しい一年生たち︒

一一一○四号編集会議

ホープ達が中心になっ
て活躍する二十一世紀
は目の前に来ている︒
その時︑日本の社会
機構はどの様に進展し
ているのだろう︒イン
ターネットを軸にした
情報化社会に発展して
行くことは間連無い︒
そして各家庭まで端末
機が設置され︑どんな
辺ぴな所に居ても世界
中の情報データーが得
られビジネスチャンス
は益々広がりを見せる
だろうし︑家庭生活に
おけるショッピングに
も利用されて一般化さ
れて行くと思われる︒
板金業界のホープ達
もそれに乗遅れないよ
う板金技術の修練と共
に日々の情報研修が繁
栄につなぐ課題である︒
三月二十八日嗣晴

午後五時終了③

委員六名出席

