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巳▼！二一一︒Ⅱ

鴎▼

４号

つか決めて始めた︒最
初はネットの破れなど
ネットの補修が主な仕
事でその後スポーツ施
設のネットエ事やゴル
フ練習場のネット工事
で事業が拡大カワサキ
ネットの名前が出るよ
のものの建設にも参入す

うになりゴルフ練習場そ

皇盈ｖ４ａｍｖ︐且亀▼

き残れないと講演された︒

し︑酒造プラントの開発
に成功販売に乗り出した︒

各議案が可決された︒

以上のように四名の
社長が成功例を披露し
た︒ディスカッション
終了後︑中小企業団体
愛知県大会が開催され

大会スローガンの中
で﹁法定労働時間に係
る猶予期間の延長につ
いて﹂中央会労働委員
長を務める愛知県板金
工業組合の平野理事長
が意見発表をされた︒

短は大変困難である︒

平成四年十二月に労
働基準法の改正がなさ
れ週所定労働時間を四
十四時間から四十時間
に移行する事が決定さ
れた︒その猶予期間も
来年四月以降は中小企
業も一律に週四十時間
とされているが今日の
経営環境の中では賃金
を押さえない限りコス
トアップになり︑かつ
コストアップを価格転
嫁することも出来ず時

人の﹁技﹂が生きている︒

ｍと大きな立派なレ

氏︵小池工業㈱︶の作
品で大きさが帥叩×１

カーの雨樋及び金属サ
イディングのサンプル
の展示とカタログの配
布を行い実演は準備が
間に合わず最終日の６
日の日曜日にわずかに
行えただけであった︒
今年の会場はなぜか
活気に満ちていて来場

コーナーは今回メー

リーフであった︒実演

私たちの生活の中に
は︑あらゆる分野に職

大量生産が浸透し︑

産業用ロボットが活躍
する今日︑規格化され
た製品の中で︑人間的
な潤いが失われつつあ
る︒職人の﹁技﹂には
機械では代替できない
創造力がある︒素材に
生命を与える手作りの

今年は名古屋まつり

温かさがある︒

せがあった︒

ている・

愛知県板金工業組合
では名古屋ブロックの
名古屋板金連合会︵村

上章会長︶が例年こ

の行事に参加をしている︒

今回の展示は家族の
打ち出したものに加え
て熱田南支部小池正利

ると思う︒

鷲見

来年は一文字葺きの実
演か銅細工品の即売を
出来ることが課題であ

がいればいいのだが︑

日間開催された︒

いた込がなもナ談り場名万者
合りま持相色１コ、がの五は
わ問れち談々にＩ相あ入千一

会場では尾張名古屋
の職人の﹁技﹂による
作品展示︑製作過程の
実演︑相談などを行っ

￨職人瞬

カタログも沢山配布
することができた︒し
かし︑来場者の中には
やはり︑実演や何か即
売して欲しいという声
が何度か聞かれた三日
間通しで実演出来る人

；ﾉ灘荊妻の；

別な事をやらなければ生

誌で紹介されたのが

従って今後も小規模
な商業︑サービス業に
対する四十六時間の特
例措置を維持し時短が
困難な業種で小規模な
事業所も特例措置に含
めると共に猶予期間の
延長の措置を是非講じ
ていただきたいと要望

報告鷲見

する意見発表された︒

: の通いごす『；

愛知県中小企業団体中央会創立四十周年記念式典

たす医療器具である︒

秤が販売されている︒

きっかけで今では上州
屋をはじめどこの釣具
屋にも吉見の釣り用天
福井酒造㈱社長赤井
知久氏は日本酒業界で
とうじ
は︑杜氏の高齢化と後
継者不足が課題となって
いる︒福井酒造㈱は異業
種交流で杜氏の職人わざ
の機械化︑自動化に挑戦

:第４２回名古屋まつり協賛事業：

発行広報委員会

カワサキコーポレー
ション㈱社長河崎省三
氏︵四八︶は二一才の
時七万円を持って徳島
から出てきた︒事業を
始めるにあたり中古の
軽自動車を買いゴルフ
場にかかわる事業をや
る︑世話になった人に
は迷惑をかけない︑下
請け仕事はしない︑元
請けでする︑などいく

三ま日六日早一人のま十日月

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６

第柘回中小企業団体愛知県大会並びに

りの経営を︑特殊性を持
たせて他には出来ない特

Ｍ

で曜日かく週展でで五か十が
の日のら四間は職な日ら一十

愛 知 県
板金工業組合
パ︑ネルディスカッ
る︒ゴルフ練習場はハイ
中小企業創業支援フォーラム妬
ションでは四名のパネ
テク化が進みティーアッ
平成八年十月十一日 愛 知 県 中 小 企 業 セ ン タ ー
リストによる事業成功
プから清算まですべて自
愛知県中小企業団体 企業が多いがそれは合 例 が 発 表 さ れ た ︒
動管理を提案している︒
中央会では創立四十周 理化やリストラ︵減量
㈱東海メディカルプ
㈱吉見製作所吉見幸
年記念式典に先立ち中 経営とか陳腐化した事
ロダクツ社長筒井宣政 春氏は二代目社長で父
小企業創業支援フォー
業分野からの撤退・企 氏は人工心臓に使う人 が下請け八十％のステ
ラムを開催した︒
業再描築を言う︶を進
工血管を開発︑製造販
ンレス加工販売を行っ
フォーラムはテレビ めたからであり合理化 売で世界一の品質を
ていた︑幸春氏は大同
でもおなじみの東海総 や リ ス ト ラ を 進 め れ ば 誇っているそうで︑こ 特殊鋼に勤務していた
合研究所社長の水谷研 何かをカットしたりし れはまな娘が先天性の
が父のあとを継いで社
治 氏 が 基 調 講 演 を さ れ わ寄せが来る︒
心臓疾患を抱えていて 長になった︒親会社が
その後パネルディス
大企業は儲かってい
そ の こ と が 医 療 器 具 の 移転することでカット
カッションが行われた︒ る が 中 小 企 業 は ま だ ま 研究開発につながり人
されることになり自社
だ倒産が続くであろう︑ 工心臓を開発する過程
製品を創り下請けから
中小企業は新しいことに
の副産物として出来た︒ の脱皮を図る︒大同特
チャレンジして右肩上が
心臓の拍動に合わせて 殊鋼と共同開発で形状
血液ポンプの役割を果 記憶合金で釣り具の研
究開発を行い釣りの雑

水谷氏は景気は緩や
かな回復の兆しが見え
初めてから三年になる
が売上げは上がらなく
て収益があがっている

蕊

制の城蕊錫鰯鰐榊
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板

愛
(1)平成８年１１月１５日

板金業界・二十一世紀
の繁栄の役割を担うの
度﹂

は﹁責 任 施 工 保 証 制

◎保証対象工事は
﹁鋼板製屋根工法標準

品目︵屋根外壁雨樋︶
建物の用途・構造︑施
工面積︑使用材料・品
目・メーカー名・板厚
・色・職人先︑着工日
・完成日︑誓約書一通
︵初回だけ︶

のために効果的である︒

訓率︾練︾稜麹関浄係識渚野会一一雫議

続いて︑愛知県板金技

能専門校校長であり全板

の議事が話し合われた︒

川信俊氏が座長となり次

⑦保険料の支払い
◎県板から保証書が

を実施している︒そこで

①各訓練枝の概況

会︶の委員を務める長谷

連第２部会︵訓練担当部

郵送される中に保険料
の請求書が同封されて
来るのですみやかに納

横のつながりを密にし︑

②訓練校の在り方

愛知県内には建築板金
科を有する訓練校が五校
有り︑それぞれ違う組織
団体が運営し独自の訓練

入されたい︒

お互いの訓練内容を発表

③建設産業共同訓練

名古屋駅より快速にて約45分。新快

急に作成の予定︶発注
者から保証書の要望が
有れば当然に保証対象
工事になる︒しかし愛
知県板が進める保証事
業が一般に浸透してい
ない現在では理解され
・銅屋根・雨樋・保証
制度﹂の四講習を受講
して﹁保証制度適用の
店﹂の看板を有する組
合員が施工資格を得る
それに満たない者は保

＊以上大まかに保証

し合い︑情報を交換する

⑤保証期間
期間と同じである︒

◎保証期間は保険の

②の中では﹁訓練内容

速は蒲郡にて乗り替え次の駅20分間

将来を見据えて何事も
人より先に一歩前進︒
にくいと思われるから︑
証工事は出来ない︒

良い機会となった︒会議

④その他

に全板連が積極的に関係

ざっくばらんに話し合わ

より有料道路にて約20分

れた︒高橋

送迎バス有

１ｑＨＹヴβ■叫び＃側１野冊１２慨１Ｑｆ９ｄｊｂ

◆交通手段ＪＲ東海道線「三河三谷」下車

｜足早く﹁保証制度﹂

③﹁中間・完成検査﹂

には各訓練校より胆名の

と実際の建築板金の作業

屋根の防水 五年
外壁の防水 五年

雨樋ｌ二年

で次の様に述べられた︒

たい︒﹂という意見で一

省庁に働きかけてもらい

いｏ

に取り組もう︑そして
他社に繁栄の差をつけ
ヘン弓､ン号シ胃､:"ｊ弓し号シ壱シ:uシ:ミン:ｗ:､§ﾉ弓ミニハン:ミンＸ/承ン弓､ン目､9，

◎保証工事の中間・

<保証事業委員会＞

手っ取り早く対象工事
にするには発注者に相
談せずに︑工事者が自
分の判断で﹃屋根・外

県板からは平野理事長と

いる︒これを改善する為

内容がかなりくい違って

﹁毎年︑県板の事業計画

致した︒

役員及び講師が出席し︑

対象工事の取組みの順
序を記したが理解出来
ない部分も多いと思わ
れるので左記の相談窓
口に進んで問い合わせ

吉田事務局長が加わった︒

の一つに職業訓練対策の
強化を掲げているが︑今

◆申込み支部長まで会費を添えて申込み下さ

よう︒

完成検査は﹁自主検査﹂

をされたい︒

ＦＡＸ︵０５６９︶

るさまざまな問題点が︑

午前11時受付開始正午開宴

生業から企業経営への
体質改善は仲間作りが

▽相談窓口

㎡まで六円

まで訓練事業にあまり関
与してこなかった︒今後

◆会賀￥１巳,００□※

●よ■■１●ｄ■■■可●

自家用車では東名「音羽蒲郡ＩＣ」｜ｉｆ

３７１０２３０
外壁工事︵一㎡当り︶

３７１１００１
全板連保証委員会

は何らかの方法でもっと

﹄
８
く

まず理事長が挨拶の中

屋根工事︵一㎡当り︶

ＴＥＬ︵０５６９︶

一○○○㎡まで五円

斎藤

⑥保険料
三○○㎡以上一○○○

三○○㎡まで八円︑

雨樋工事︵一ｍ当り︶

』｜◆場所三谷温泉「ひがきホテル」
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ようお願いします。

最善策︒

査マーーュアルに沿って

が原則である︒自主検
査により各自の責任の
度合いはより高いもの
なる︒実際の検査は県
板に用意されている検

一ｍにつき四円

◆開催日時平成ｇ年'１月'１９日（日）

両

会議終了後訓練に関す

行う︒検査資料と工事
写真は各自で保存され
たい︒なお大型保証工
事は検査員による検査

手数料初回三千円︑

ＴＥＬＯ５３３（６９）４１１１㈹

Ｊ＃

侭

罰

●

隔位で電車が有ります。

協力してゆきたい﹂
用は工事者負担となる︶

二回目以降千五百円
●例えば一○○㎡の

が原則である︒︵検査費

④﹁保証書の申請﹂

◎保証工事が完成し

れ郵送されて来る︒︵申

たら保証書申請用紙に
必要事項を記入して県
板へ送付する︒約一週
間位で保証書が発行さ

れたい︶

請用紙は県板に用意さ
れている︒なお次回か
らはコピーして使用さ

●記入の内容

屋根工事の場合︑保険
料は八○○円と手数料
千五百円で二千三百円
となる︒保険料に付い
ては︑発注者に支払い
を求める事は難しいと
思われるし︑たいして
大きな金額でもなけれ
ば見積の段階で諸経費
か雑費の中に見込んで
おくとよい︒いずれに
しても責任施工保証制
度の意味合から︑保険
料は施工者負担が今後

平成九年の新年懇親会は西三板金連合会の担当

☆先月号に掲載した

違い無し︒

施工者の事業所名・住
所・氏名︑工事名︑工
事場所︑発注者︑保証

で開催されます。多数のご参加をして下さいます

第一回では﹁ビジョン
型責任施工﹂について

「責織
ff施工 儒疏Ｉ度』

壁・雨樋﹂の内︑何を
対象工事にするかを決
めて︑責任施工をすれ
ばいい︒あまり難しく
考えないで業態に応じ
た物件から手掛ける事
が望しい︒完成後﹁保
証書﹂を渡す事により
工事店の評価上昇は間

ノ
:
、 §ハン胃､シ:､超ﾉ:､§,j目､:グヘン§､:'4:､§， ぐ
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､
：
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②﹁保証工事の資格﹂

円
凹

説明をした・続いて﹁責

ことにした︒

任施工保証制度﹂の仕
組みや目的について細
部までの説明をして理
解を求める予定であっ
たが︑各事業所が保証
制度に一日でも早く取
組をされるよう︑今回
は順序を変更して実際
の取組み方を褐城する

①﹁責任施工保証制度
の対象工事にするに
はどうすればいいの
か﹂

◎原則は施主工務店
など発注者に愛知県板
が保証事業を進めてい
る事をＰＲする︒︵Ｐ
Ｒ用パンフレットは早

〆切平成ｇ年'１月ｇ日

●

蒲郡市三谷町南山１−５９

●

● − ● − ■ − ● − ● 一 ロ ー ● 一 色 一 ● − ■ − ● 一 ｡ 一 ｡

〃

夕

、

平成８年１１月１５日（２）

板
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▼新問屋シリーズ▲

いらい︑酒や米にあ
るいは油などを手広く
扱い享保六年には刈谷
会社の組織は住設建
材・鉄鋼建材・石油の
三営業本部を中枢に二

に至る︒

平成三年に会社創立
七十周年を迎え株式会
社オーティーエーを設
立︑本社事務所をＯＴ
Ａビルに移転して現在
また自動車整備課で
は自動車を知り尽くし
たスタッフが最先端の

ンドがある︒

石油部門は給油所を
刈谷を始め︑安城︑岡
崎︑豊橋︑知立︑名古
屋の各地に会わせて十
七カ所のガソリンスタ

く︒

ている︒

く成型加工工場を来春
岡崎へ移転することが
決定している︒また開
発工事部では鉄骨工事
から住宅建築までの建
築工事全般を請け負っ

と完成︑豊橋にも相次
いで倉庫が完成してい

張移転する︒

昭和四十四年に本社
社屋と社宅が完成︑豊
橋営業所は現在地に拡

六百〜千八百六十七︶
藩の御用達にもなる︒

上しのぶ

太田商事の創業は承
応四年の江戸時代︵千

第四回太田商事株式会社

今回はその商社さんを紹介する︒

営々三四○余年営まれた問屋さんがある︒

徳川四代将軍家鋼の時代に創業され今日まで

である︒江戸時代は徳

社太田商店創立︒

大正十年には太田商
事株式会社に改組︒

昭和に入り砂糖︑小
麦粉等の取り扱いを廃
止するものの給油所は
刈谷︑岡崎︑安城と店
舗を増していく︒戦後
は石油部と金物部を分
離︑現況に復帰する︒

昭和三十六年に鋼材
重量物倉庫が完成続い
て鋼材倉庫も第二第三

また一般建築用ステン
レス建材の折曲・溶接
加工まですべてを施工
している︒

鋼材部は鉄鋼一次製
品全般を扱い私たちの
材料である鉄鋼二次製
品は金物建材部がルー
フデッキから浪板や角
浪の成型に至るまで屋
根材︑外装材を幅広く
供給している︒現在︑

刈谷本社と豊橋営業所
に薄板加工部門がある
が建物の老巧化︑成型
加工品種の増加などに
より現在の工場では対
応しきれない︒お得意
さまにより充実した良
い製品をお届けするべ

取り扱っている︒

技術で地域に密着した
サービスと車検整備か
ら各種損害保険までを
社員の福利厚生には
もっとも力を入れ快適
で安心できる暮らしを
３支援し︑個々の人生

平成８年皿月８日

離的に一番近い小生︑

の﹁豊田佐吉館﹂へ距

ジャーには東京レ

ジャークラブに加入十
四ヵ所のレジャーパウ
エルが利用できる︒以
下に会社の概要を紹介

する︒

商号

太田商事株式会社

改組

大正三年合資会社
大正十年株式会社に

営業所︵金物部として︶

豊橋市下地町新道二
十九番地

代表取締役太田保

資本金四千八百万円
従業員男子二百十名

合計二百八十名

女子七十名

心に建築板金業者︑

西三河︑東三河を中

以上鷲見

金物業者約六百社

会社がいくつもあるのは
なぜなのか︑トヨタ︑ホ
ンダ︑ヤマハ︑スズキの

咽撤心魅や芯唱齢唱齢咽撒叩﹄野生曹蔵唾社嘩琶喝蔵﹃職ね註や魅心酔

きない事︑等を聞く︑

東三吉田

に印象深い言葉でした︒

今日見れなかったピア
ノの行程はもう一度見
たいと思います︒豊田
佐吉館にあった﹁障子
を開けてみよ︑外は広
いぞ﹂は大変今の小生

車㈱の提供だそうです︒
有意義な一日でした︒

味のあるところだ︒

域なのか︑偶然なのか興

だ︑三英傑のように︑地

浜松近郊が発祥の地なの

れにヤマハ楽器の全てが︑

自動車︑オートバイ︑そ

雨はやまず︑帰途に
つく︑菅沼さんと小生
は一足先に赤塚パーキ
ングで下車した︒見学
用バスは︑トヨタ自動

グランドピアノの製作
行程の一部しか見学で

取引先︵建材部門︶

一丁目七十三番地
創業者
太田徳右衛門陰氏

︵一六五五︶

睡溌溌撒餅撒醤雷叢笛溌器岱や曹歓醤忍

会社設立

創業承応四年

設計のための︑経済面︑ 創業地愛知県刈谷
所在地刈谷市南桜町

精神面への配慮︒社員
を支える家族にも利用
してもらえる娯楽施設
の充実を考え︑ロイャ
ルホテルのメンバーズ
で全国のロイヤルホテ

ルが利用できる︒し

︵火︶に豊田佐吉館〜ヤ

まず私も疑問に思って
いたヤマハの屋号は創
業者の名前と知った︒
山葉寅楠だそうだ︒元
は医療機械技術師だっ
たが︑アメリカ製のオ
ルガンの修理を依頼さ
れたのがヤマハの出発
だと知り︑人生とは面
白いものと思う︒いろ
いろ説明を受け〜工場

見学︒﹁自動打鍵機﹂も

あるがピアノ製作は職人

域性です︒世界のトヨタ
はじめ︑世界に通用する

ハを見て思ったのは︑地

れよりも︑トヨタ︑ヤマ

だ大変参考になった︒そ

り︑一度は見ておくべき

によって支えられる事を

のトヨタにした発祥の
地を一度は見てもよい︑

史︑又今日は雨の為︑

館長の中山裕一氏の説
明を聞く︑ヤマハの歴

〜ヤマハ楽器を見学︑
来客会館へ案内され︑

実感した︒ここもしっか

マハの見学︒名古屋地
区は地下鉄本郷駅前︑

１

三河地区はアイシン精
機㈱バス発着所から集
合出発︑東名高速赤塚
パーキングにて︑バス
３台待ち合せ︑東三か
ら︑菅沼さんと小生は
赤塚パーキングから乗
車︑初めて出席した小
生︑バス３台︑山名と

り︑副理事長はじめ︑

聞き︑いささか驚きで
す︒菅沼さんと一緒の
為安心だが︑バスに乗
何人かは今までにお会
いした同業者の方々の
顔を見て内心ホッとし
た︒雨の中一路湖西市

なかなかのものだと思
う︒〜館山寺にて昼食

看板は見るが行ったこ
とのない所です︒世界
のトヨタにした人︑ト
ヨタの父と言われた豊
田佐吉は一八六七年に
生まれ一九三○年に死
去するまで︑いろいろ
発見をし﹁日本の偉大
なる発明者川人﹂に選
ばれた人である︒世界
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川家康 か ら 慶 喜 ま で

十八のセクションから
なり︑住設建材部はア
ルミサッシを始め各種
アルミ部材や門扉︑

十五代約二百六十年続
いたその四代将軍家鋼
の時代に現在の太田
保社長︵六十六才︶の
先祖初代太田和泉守牧
陰の孫三代目太田徳右
衛門陰氏が刈谷の地で
酒造を始めたのが起こ
りであり実に今年で三

鶴

フェンス等の設計加工︑

明治十三年殖産会社
創立︑明治二十三年に
は名古屋主税町製糸所
創設︑三十年泉合資会
社設立︑製糸はもとよ
り紙︑小麦︑製袋︑肥
料などの製造販売を行
う︒明治四十年には石
油貯蔵所を設置︑日本
石油と特約販売契約締
結︒大正三年に合資会

である︒

創業承応四年︵１６５５︶なんと江戸時代
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支部だより一

﹁地域住民に密着
産業まつりに

していた時︑入場者の
年配の主婦の方々は︑

の奉仕で入場者には︑

帰りは﹁チリトリ﹂を
買って帰らればと︑会
話が耳に入った︒毎回

動がイメージが強く︑
労さまでした︒

︑月各支部の動き

良く理解して頂いてい

瑞穂支部

これらの催しが盛況

７日青年部定例会
弱日支部定例会

中川港支部

５日支部会巧名

１日定例会肥名

８日支部例会哩名

昭和支部

これからも地元に密
着した奉仕活動を︑絶
やすことなく︑親しま
れるパートナーとして

中支部

る様で好感を持てた・

永遠にと願うものです︒
沼津

だった事に対し︑主催
者側よりお褒めの言葉
を頂いたとの事︑ご苦

事が載っているという︒

なっている﹁慰安婦﹂の

学の教科書で︑今問題に
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地域の板金屋さんの活
東一二青年部勉強会
元ＣＢＣアナウンサー

草柳伸一氏講演会

４︐５︐６日尾張

名古屋板金連合会

せない出演？でした︒

査会皿名

田日役員会及び監

２日定例会型名

東三支部

９日青年部定例会
即日青年部勉強会
講師元ＣＢＣ

アナウンサー
草柳伸一氏

蒲編集後記

実るほど
頭を垂れる
稲穂かな
先ほどの衆院総選挙︒
まもなく新政権の誕生
と思われるが︑新たに

導入された選挙制度︑
﹁小選挙区比例代表連

選挙運動中は平身低頭︑

立制﹂はさまざまな問
題を提起した︒特に重
複立候補には不満や批
判が続出である︒もと
もと小選挙区制と比例
代表制は別々の選挙方
式で共に一長一短があ
るのだが今回二つを結
び付けた事で無理と矛
盾を生じる結果となっ
た︒いつもの事ながら

のが選挙民の義務である︒

笑顔満面馴れ馴れしい
態度がセンセイになっ
た途端態度は一変偉い
人になる︒以前︑愛板
にも何時の間にか俺が
大将になってしまった
事務局員が居たものだ
が︑いずれにしても各
党が大合唱した公約が
無責任な口約で済まさ
れない様厳しく見守る

一一二一号編集会議

思い上がり
身のほど忘れて
そり返る
十月三十一日嗣晴

午後五時半終了③

委員五名出席

浬日会計監査
弱日三役会

東三吉田

ョー﹂わかったかな？

ありがとうございました︒

りします︒ご来場の皆様︑

ラジオに講演に落語に︑
ご活躍されますようお祈

草柳様︑心にジーン
とくる話をありがとう
ございました︒今後も

翌日のラジオは声を出

７日幹事会訓名

西三板金連合会

別日青年部定例会
別日支部三役会

碧南支部

胆日第７回役員会

豊田支部

５日定例会出名

津島支部

羽日役員会４名

春日井支部

加

旧日まつたけ狩り

８日定例会Ⅳ名

名古屋職人展参
自尊心を傷つけているの
ではないだろうか︑氏の
言われる通り︑相手の自
尊心を傷つければ必ず自

しまったのだろうか︒

日本人は︑いつからこれ
ほど礼儀知らずになって

分に降りかかるのである︒

戦後訓年というが︑今
加月即日青年部主催
恐い思い出など話された︒ 又 回 り の 国 々 の 人 々 の
の 勉 強 会 が あ り ま し た ︒ 舵才になる自分を支え
ているのは自尊心と嫉
妬心で︑相手の自尊心

皆様ご存じ︑元ＣＢＣ

と嫉妬心を傷つければ︑

つけない事が﹁礼儀﹂

必ず自分に降りかかる
事︒相手の自尊心を傷

アナウンサー氏です︒
じれってい
落語でも有名で﹁自裂亭
ちよんすけ
抵助﹂の芸名もおもち
で主催されています︒

です︒年一回豊橋公会堂

氏に会うたび学識の広
さに驚くばかりです︒

の始まりと︑鬼気しに
迫る前半の講演を締め
括られた︒氏の話の中
で︑強烈にショックを
受けた事は︑昭和舶年
〜加年までの戦争によ
卯名しか入らない会
場に︑自裂亭私助氏は
舞台衣装で入場︑一瞬

の研修生を受け入れてい
るが︑インドネシアの中

を押しての熱演でした︒

リ﹂を製作︑ステンレー

後半は氏の創作落語
で︑地元ゆかりの﹁鳥
居強右衛門の最後﹂で
落語をされた︒後半の
会場は笑い声が絶えま
せんでした︒氏は風邪

一つ︑﹁冥土←アノ

最後に邑助氏の小話を
ジープに乗せられ売春
宿まで案内させられた

題 目 は ﹁ 礼 儀 ﹂ で す が ︑ 民間人含め三五○万の
衣装と氏のイメージか 数字︑しかし︑日本人
ら︑軟らかい話かと思
が殺した人数を聞いて︑
い き や ︑ 何 の 何 の ︑ 氏 もっとショックでした︒
は昭和９年横浜生まれ︑ その数なんと二○○○
万人︒この数字は絶対
に後世に伝えるべきと
思う︒中学高校の教科
晋で都合の悪い事は削
除しようとする節があ
るように感じてならな
い︒私もインドネシア

る犠牲者の数は軍人︑

生い立ち〜幼年期〜少
年期〜疎開先での い
じめ のすごさ〜戦争
体験〜昭和加年８月賜
日を境に大人と教育の
変り様〜少年期に酒に

どよめき︒河田部長の
挨拶と紹介で始まり︑

酔ったアメリカ兵の

多彩なイベントの一員
として加わり︑当市在
住の組合員が一致団結
して︑積極的な活動の
展開︑おなじみの課題
ではあるが︑﹁チリト

天候も好天に恵まれ︑

当日は心配されていた

実行された︑

今年度は去る
加月妬︑訂日
の２日間︑知
多市に於いて

催しとなり︑

産業まつり
も年々盛大な

積極的参加﹂

秋も深まり︑絶好の
季節︑それぞれの地区
に於いては︑色彩艶や
かな木々︑紅葉を感じ
させる光景が覗かれ︑

試み大盛況となった︒

心が和わらぐ気持ちで
一杯です︒これらに因
み︑進出企業の生産物
を中心に︑地域に於い
て生産された農産物の
即売会の実施と実現を
ス・カラトタン・亜鉛
トタンの三種類に限定
し販売︑それらに加え
老若男女から⁝チビッ
子に至るまで愛好され
ている銅板彫刻︵レリ
フ︶の製作に挑戦︑数
多くの原画を準備︑入
場者による手細工︑出
来栄えはプロ顔負けの
描写︑人気は上々両方
共予定数量をオーバー
し︑担当係員は指導と
準備に大わらわ︑一息
入れる暇もなく汗だく︑

時折り他の部門を観覧

