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てまいります︒
の構築をめざしていき
・自然の叡智﹂をテー
また︑安全で快適な
ます︒
マに︑開催実現に向け
愛知づくりに向け︑﹁環
そして︑いよいよ本 全力で取り組んでまい
境基本計画﹂を策定し
年︑二○○五年の開催
ります︒
環境配慮型の社会をめ
をめざす国際博覧会の
本年も県民の皆様の
ざすとともに︑公園や
開催国が決定します︒
ご理解とご協力をどう
下水道の整備︑伊勢湾
環境問題など人類共通 ぞよろしくお願い申し
・三河湾の水質浄化対
上げます︒
の課題の解決や︑人と
策など︑生活環境の向
自然が共生する二十一
上や︑防災ヘリコプ 世紀型のまちづくりな
平成九年元旦
ど︑﹁新しい地球創造
ターの運用︑耐震構造
の衛星通信局の整備な
３３＄８４８３８８Ｉ８８Ｉ３３３８ｊ３８＃３８
ど地震防災体制の強化 ▼愛知県板金工業組合▲
に万全を期してまいり
ます︒

副嘆郡長
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西俣章

谷

いと存じておりま
さらに産業面では︑
す︒
科学技術交流センター
そうした中で︑
の整備など研究開発機
心豊かに暮らせる 能の一層の強化︑技術
愛知の実現に向け︑ 開発・交流の促進など
﹁あいち健康の森﹂
技術革新への積極的な
の 中 心 施 設 で あ る 対応を進め︑既存産業
﹁あいち健康プラザ﹂
の高度化︑情報通信な
ど新産業の育成等を図
るとともに︑中小企業
対策や雇用の確保など
に重点的に取り組んで
まいります︒

一方︑交流新時代へ
的確に対応するため︑

国の第七次空港整備五
箇年計画で事業の推進
が位置付けられた中部
新国際空港の早期建設
に地域の総力を結集し
ていくとともに︑第二
東名・名神高速道路︑

東海環状自動車道︑三
遠南信自動車道などの
整備促進を図り︑総合
的な交通ネットワーク

宮
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おめでとう
の一部運営開始ととも
ございます に︑在宅福祉サービス
県民の皆様には︑す
の充実︑福祉施設の整
がすがしい新春をお迎 備促進︑人にやさしい
えのこととお喜び申し
街づくりの推進など︑
上げます︒また︑皆様
﹁愛フルプラン﹂︵あ
のご理解を得て︑県政
いち８か年福祉戦略︶
が着実に進展しており
に沿って福祉諸施策を
ますことを厚くお礼申 積極的に推進してまい
し上げます︒
ります︒併せて︑十月
新しい年は︑景気回 に 全 国 精 神 薄 弱 者 ス
復の足取りをより確か ポーツ大会﹁ゆうあい
な も の と す る と と も に ︑ ビック愛知・名古屋大
会﹂を開催するととも
に︑地球規模での交流
の時代に対応した国際
化推進大綱や観光基本
計画の策定などを進め

相

愛 知 県
板金工業組合
県民福祉の向上など二
十一世紀に向けた豊か
な地域社会を築くため
の施策を︑着実に推進
してまいらねばならな
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(1)平成９年１月１５日

平野弘

私共の属します上部
団体の力強い団結と式
典を目のあたりにして
喜びにたえませんでし

た︒

昨年末の十二月五日
には全板連創立三十周
年㈱日本建築板金協会
創立二十五周年の創立
記念式典が東京のキャ
ピタル東急ホテルに於
て盛大に行なわれまし

願．錘Ｆ・・二

．驚菱

識

私どもも長期不況脱

積しています︒

其の他にも若年労働者
の確保︑技能の習得高
年令者対策等々疎かに
は出来ない諸問題が山

の運営が待っています︑

副理事長村上章

ベンチャーの時︑創造 願いし︑一段のご理解
と工夫による新規需要 と御協力を賜わります
の開拓を求め︑ユニー 様︒末筆でございます
クな発想と進取の気性
が︑皆々様のご健康︑
をつちかって︑元気 ご繁栄を祈念し新年の
進めていかねばならな
い っ ぱ い の 御 健 斗 を お ご挨拶と致します︒
いと存じます︒そのた
８３３３３＃８３３８８３８３３＃３３３３３３３
め政治の動きと共にこ
れと軌を一にする業界
の将来ビジョンの骨格
た︒更なるご発展を期
である責任施工制度の
したいものです︒
確立︑福祉︑年金︑労
さて日本経済も長期
災保険制度を軸に労働
に亘る不況を脱したと
環境整備体質改善こそ
申されていますが大企
急務でございます︒ネ
業は其の様な状況下に
クスト別の相言葉と新
組合員の皆様新年明 あるやも知れませんが
しいシンボルマークの けましてお目出とうご 私共建関連業界には少
もと︑全板大会も成功 ざ い ま す ︒ 平 成 九 年 の しも其の気配も感じら
させ︑記念式典に於て︑ 輝かしい新春を御家族 れません︒特に建築板
新ためて即世紀に向け 御一同様お揃いにてお 金業況は四月よりの消
業界の将来ビジョンの
迎 え に な ら れ ま し た こ 費税アップによる二％
実現化始動の年とし︑
とと心よりお慶び申し 増の費用にそなえる為
更なる団結と協調を社 上 げ ま す ︒
にややもすると駆け込
会に宣言を致しました︒
旧年中は県板金工業 み需要があって就業率
組合︑名古屋板金連合 が 上 っ て い ま す が 中 味
会の各行事並びに講習 内 容 に つ い て は 原 価 割
会等の運営に多大な御 れの様相がつづいてい
ます︒
協力を賜わりましたこ
と厚く御礼申し上げます︒
四月よりは御存知の
如く週休二日制四十時
間就業で会社経営をし
なければならず︑人を
使われる事業所にとっ
ては今迄以上に経費増

います︒今︑まさに︑

唖

箪

理事長

﹁メガコンペティショ

我々建築板金業界は︑

激動する経済社会環境
の中で︑旺盛な活力と
機動性と創造性の発揮
により︑幾多の困難を
乗り越え︑我が国建築
業界の一翼を担って来
ました︒しかし︑近年
の構造変化︑国際化の
進展︑国内産業の空洞
化等々の危機に対応す
るためには︑組合組織
の強化と団結による技
能技術の集団として英
知を結集し︑夢のある
業界づくりに一歩一歩
着実に事業を計画的に

又︑中小企業団体中央
会第妬回愛知県大会席
上︑傘下の組織団体を
代表し︑本年四月より
実施されます週所定労
働時間伽時間に短縮す
ることは大変なコスト
アップとなり︑生産性
を上げ吸収するは極め
て困難であり︑現行特
例措置の期間延長を強
く要望したところであ
ります︒新しい年を迎
え︑業界を取りまく環
境は更に厳しく苦しい
経営を余儀なくされて

Ｉ
鯵
i

明けましておめでと
うございます︒ご家族
お揃いで新年をお迎え
の事とお慶び申し上げ
ます︒掴て︑これまで
の総ての常識が破壊さ
れる﹁大変な時代﹄が
到来し︑様々な産業分
野に於て国際的な大競
争経済市場︑いわゆる

ｒアーーマ.ー

ン﹂の時代の波に晒さ
れております︒これ迄

平成９年１月１５日（２）
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出の為にはリストラは
勿論あらゆる部門にお
いて合理化省力化の推
進を図って参りました
がもう限界に達した感
があります︒

自分の城は自分で守
らねばなりません︒

ましょう︒

ある全板国保︑県板共
済︑労働保険などの保
険料滞納額が今期に入

り八○○万円余りに

なって影響が大きくな
りつつあります︒また
昨今は建築様式の多品

種多様化と発注者の

ます︒

ニーズそして受注形態
の変革︑老齢化進行な
どから板金業界色の強
い対応策を早急に配慮
することが肝要と考え

に決定されます︒万博
誘致等々活性化に向け
ての大きな事業が本格
化をする迄何としても
頑張らなければなりま
せん︒お互いに全智全
能をかたむけて板金業
界発展に向けて結集し

させて頂きます︒

そしてグループの輪
を広げ企業化経営に転
換する努力をしましょ
う︒手助けは県板がお
約束します︒なお﹁愛
板﹂には取組み方と基
本説明を連載して行き
ます︒最後に安全第一
で利潤の多い明るく豊
な生活の一年であるこ
とを祈念いたします︒

を始めましょう︒

将来に続く繁栄の道し
るべは﹁責任施工保証
制度﹂の遂行に有りま
す︒人より先に取組み

と利益を最優先に考え︑

板金業者の資質向上

確信致します︒

そこで二十一世紀に
向けた板金業界色の強
い生き残る道は全板連
を主軸にした業界の重
点事業である﹁責任施
工保証制度﹂の推進と
早急な取組みであると

本年が皆様にとりま
してよい年であります
様祈念申し上げまして
新年のご挨拶の結びと

３＄＃３８＃３３３３３８３３３３３３８３＄３３

今世紀中は景況の好
転は望むべくもありま
せんが︑中京地区には
ＪＲ名古屋駅ツインビ
ルを始め︑ボストン美
術館︑中部国際新空港
の建設そして今年六月

これまで不況の度に
景気対策の前倒し公共
工事が計られて来まし
たが今回は財政危機か
ら余り期待は出来ませ
んし︑過去の公共事業
の効果も疑問に思いま
す︒ましてゼネコン優
先優遇政策では業態の
小さな板金業界の末端
まで直接的事業効果は
無しに等しい夢物語で
した︒長引く景気マイ
ナス成長は県板事業で

込まれています︒

す︒過日の経済動向調
査によれば一部業種に
景気回復の動きが見ら
れることから﹁緩やか
な景気回復基調﹂で推
移するとのことでした
が建設業に関しては今
以上に先行き悪化が見

副理事長斎藤充昭

明けまして
おめでとう
御座います

申し上げます︒

何をさて置きまして
も平成九年の念頭に際
し此の一年がお家族様
共々︑ご健勝と益々の
ご繁栄を心からお祈り
バブル崩壊の後遺症
から暗闇に迷い込んだ
日本丸は敏腕な舵取り
役のないまま依然とし
て迷路から抜け出せず
雲天状態の景気低迷が
長引き不透明な先行き
に不安材料が目立ちま

愛知県 亜 鉛 鉄 板 問 屋 会

株式会社池田商店

会 長神
神谷 文 男

愛知県亜鉛鉄板問屋会

の様な状況の元で︑
我々問屋会のメンバー
は建築板金業界に︑携
わる一員として組合員
の皆様と手をとりあい
ながらより以上の情報
を交換又︑交流しつつ
やっていかねばと心を

株式会社伊藤二郎商店

行政問題が多発し︑経
新たにしております︒

新年明けましておめ
でとうございます︒旧

済並びに不況対策が︑

株式会社名古屋下村商店

株式会社小河商店
太田商事株式会社
株式会社神谷商店
斎藤商事株式会社

株式会社ウチダ

大栄商事株式会社
なおざりであったよう

武豊屋株式会社
株式会社田中屋
に思えてなりません︒
今年は︑ぜがひでも︑

無視ともいえる︑政治︑

絶大なるご支援ご厚情
を賜り厚く御礼申し上
げます︒昨年は︑国民

年中は問屋会に対し︑

タカヶ ン 金 属 株 式 会 社

今年度は特に消費税の
問題もありますがそれ
以上身近な問題は︑週
四十時間という労働時

昇

本年は︑当社設立卵
周年︑エスロン雨とい
発売如周年に当たる年
です︒皆様方と共に歩

負しております︒

リバーシプル︵角でも
使える︶にしているた
め︑工事店の皆様の在
庫消滅に役立ち︑体質
改善の一助になると自

イズを統合し︑かつ︑

ＲＶｍは従来の半丸サ

新丸トップＲＶ唖です︒

て世に送り出したのが

中部支社長塩谷

積水化学工業株式会社

新年あけましておめ
でとうございます︒

平素は︑エスロン雨
といはじめ当社建材製
品に特別のご愛顧を賜
り誠にありがとうござ
います︒

昨年は︑消費税率引
き上げの駆け込み需要
もあり︑新設住宅着工
数は約一六○万戸︑前
年伸長率７％と好調に
推移しました︒当社に
おきましても住宅部門

・Ｉ●ｉ・Ｉ・Ｉ・ｌＱ

蕊蕊織識蕊蕊蕊難蕊蕊︾

新年︑明けましてお

めでとうございます︒

申し上げます︒

平成九年の新春を建
築板金業界の皆様︑並
びに亜鉛鉄板問屋会の
皆様と共に迎えるにあ
たり一言ご挨拶申し上
げます︒旧年中は当社
建材商品であります屋
根材・外壁材・雨樋に
関しまして格別のご愛
顧︑ご高配を賜り誠に
ありがたく︑厚く御礼

受注に伴なう着工増︑

住宅産業界の本年の
展望としましては︑昨
年の消費税の駆け込み

支えられた好況の後︑

低金利という二本柱に

ることが予想されます︒

一転して後半ぐらいよ
り相当状況が厳しくな

おります︒

こういう時代こそ企
業としての真価を発揮
すべき時ととらえ知恵
と行動力で果敢にチャ
レンジしたいと考えて

当社と致しましては︑
経営理念であります︑

豊かな社会の実現と進
歩に貢献する﹁存在感
が力強く主張できる会

鍵鐘:認識酷

せていただきます︒

最後に皆様方の益々
のご健勝とご繁栄を心
よりお祈り申し上げま
して新年のご挨拶とさ

思います︒

アルの拡販︑ソーラー
関連商品の一層の充実
を図るなど︑高付加価
値品の供給を中心に皆
様のお役に立ちたいと

にもアンテナ︑コローー

﹁ファブリック﹂以外

ゼッティ﹂﹁テッセラ﹂

品セラステート﹁ロ

リアル﹂︑外壁材新製

﹁セイバリー﹂﹁スペ

新製品カラーベスト

具体的には︑屋根材

ざいます︒

社﹂をめざし︑本年も
努力を続ける決意でご

井上重信

鰯驚

取締役中部支社長

株式会社クボタ

灘酔識藻

い新健・たを上・たに返

ぎ難雲塞蕪;礁 １
１
毒
鍾
蕊
'
１

間の短縮であります︒

●

．．

吏警笹蕊〃発睡継

有限会社竹浅商店
株式会社ちた嘉商店

中日綱材株式会社
株式会社野々山商店

マルサン金属建材株式会社

増加が見込まれますが︑

不況対策を遂行させて
ほしいのは我々は元よ
り国民全体の気持ちで
はないでしょうか︒昨
年︑夏以降︑若干の大
型物件もみられました
が︑全体的に低位に推
移したように思われま
す︒今年度前半におい
ては消費税アップの実
施を見込んでの若干の

きご祈方考てャ品な道つき

合資会社鋲正商店
株式会社富士商店
丸中商事株式会社

水野商店
株式会社森口健商

株式会社山善

その成果の一つとし

んで参りました︒

これは問屋もそうです を筆頭に住宅資材部門
が特に天候に左右され
でも当初の目標を上回
る業界は大変重要な問
ることができました︒
題ではないでしょうか︒
しかし︑建材関連で
そ の 様 な 意 味 で は 今 年 は他業種からの参入．
も大変な年になりそう 厳しいコストダウン要
ですけれども問屋会の
求等︑私たちを取り巻
メンバーそれぞれ微力 く経済環境は一層厳し
ですが︑努力してまい
くなっております︒当
りますので今後共よろ 社ではその変化に対応
し く お 願 い 申 し 上 げ ま す ︒ し皆様と共に事業を拡
最後になりますが︑
大するために︑よりコ
ストパフォーマンスの
高い商品開発に取り組

i
i
I

きます︒

ま挨念のえ実し開るが、た

進

建築板金業界の増々の
発展を祈念しつつ御挨
拶にかえさせていただ

､
､
､
､
､
.
、

．

横山興業株式会社
株式会社吉川商会
株式会社吉田商店

塩ビ五社

ど︑我々が直接携わる︑

それもふたをあけなけ
ればわからないという
状態ではないでしょう
か︒長期的には︑国際
空港︑第二東名︑ＪＲ
ツインビル︑万博と大
型プロジェクトは目白
押しではありますけれ
一般並びに民間建築に
おいては︑どのように
推移するのか︑予測が
立たない程︑流動的で
はないでしょうか︒そ

た年勝皆い持を新道歩りん

マーマ再、戸 夕
ベヂー亜Ｐ

i
I
i
1
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積水化 学 工 業 株 式 会 社

タキロン株式会社
東洋化学株式会社
松下電工株式会社
三菱樹脂株式会社

だのを様とつチ製にむつで
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事の数々︑これでは国
民を無視した行政が頻
繁に発生し︑我々の誉
憤は募るばかり︑信頼
回復には強行な改革を
大手ゼネコンの担当者
に確認するも︑値崩し
は業者が勝手に提示し
ているので︑その責任

沼津啓一一

望むもので︑安易に

通関係で︑独自に工事
部を設け︑市況の半値
の低価格の表示により
受注し︑一般の業者を
阻害視し︑混乱を招く
行為が唖然として横行

の新春を︑ご家族のご
一同様方と共にお迎え
は業者にあるとの返答︑

輝やかしい平成九年

格安に求められる新し
いルートの開拓にあと
思うが︑お互に共通の
悩みとして解決したい

仕入れに問題があり︑
従来の殻から脱皮し︑

しているのが現状で︑

られた事を︑心からお
用されては無礼千万︑

我々が納めた血税を乱
誠に残念で理解に苦し
むものだが︑我々は一
刻も早く本来の姿に回
復される事を願うもの
です︒尚これらの要因
を探究するに︑材料の

出とうございます︒

慶び申し上げます︒

景気は依然として緩や
かな回復と報道される
も︑一刻も早く経済椛
造の改革を望み︑私達
が安心して事業が継続
出来得る環境と︑中小
零細企業の優生的救済

明な結末となっている︒

我々の業界を取巻く
環境は厳しく︑一部の
専門工事業者並びに流

透明の中︑規制緩和︑

細野清

常務理事

合員の皆様良い年を︑

新年明けましておめ
でとう御座居ます︒組

消費税の５％の値上は︑

依然として連立政権で
すが︑早かれ︑遅かれ

民党の勝利でしたが︑

価格破壊の進展︑労働
時間の短縮等と相まっ
て︑中小企業とりわけ
小規模企業を取りまく
経営環境は厳しさを増
した年でした︒又新制
度で行なわれた︑衆議
院の総選挙の結果は自

中小企業と取りまく環

実施される事と思いま

し上げます︒昨年も︑
境は依然として厳しく︑

お迎えの事と︑お喜び
申し上げます︒県板並
びに尾張板金連合会に
格別なる︑御協力御指
導頂き厚くお礼申し上
げます︒今年も昨年同
様︑よろしくお願い申

景気回復の先行きも不

す︒︽静需︾鷲

御協力をお願いし良い
牛年で有ります様︒最
後に皆様の健康と御繁
栄を︑御祈りして︑新
年の︑御挨拶と致しま

度﹂と色々有りますが︑
組合員各位の︑御理解︑

祈るしだいです︒﹁労
働時間短縮﹂﹁保証制

本当の︑景気ならばと︑

かけ込み工事で︑一時
的に︑忙しくなる事か
と思いますが︑これが

８８８３８＃３３８＃８８８３３８８３３３３３３＃３８８８＃３３３３８３
す︒消費税値上前の︑

一方では高級官史及び
警察官などによる不祥

に力を注いで欲しい︒

昨年は内外を問わず
騒々しい年ではなかっ
たろうか︑先づは最悪
であった食中毒︑０町
の病原性大腸菌の発生
で︑学校給食がパニッ
ク状態に陥いり︑経緯
を見守る中︑沈静化し
たものの︑今だに不透

新年明けましてお目

常務理事

一雲謹
賀 新年−
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ものです︒

して解決したいもの︑
て板金業界の上層部が︑

尚︑これらの事に関し

一人が英知と工夫を発

通産・建設の雨省に懇
願して頂き︑改善策を
講じて頂きたいもので
す︒共存共栄の立場を
尊重し︑これらの経緯
を踏まえ︑組合員一人

りたいものです︒

揮し︑お互いの企業が
繁栄に結びつく様頑張
今年こそは最良の年
である事を祈願し︑新
年の挨拶とさせて頂き
ます︒磯鋤誕蝿︾し︑

３３３３３８３＃＃＃ｊｊ８３８ｊｊ３＃３３３３

先日或る工事団体に
よる︑大小ゼネコンに
対する請願書を拝見し
ましたが︑これらの内
容は︑如何にコストダ
ウンの合理化に努めて
も限界を超え︑良い仕
事を提供し︑耐え忍ん
でも適正な価格で︑受
注出来ない事により︑
倒産企業も多発し︑会
員は困惑し路頭に迷っ
ているので︑適正な価
格で発注して欲しいと
の請願であり︑他人事
として処理するのでは
なく︑異業種の悩みと

常務理小
事嶋
小嶋
広広

でしたでしょうか︒消
明けましておめでと
うございます︒組合員 費税は５％に増税と言
の皆様には︑ご家族お われ︑景気もなだらか
揃いで輝かしい初春を ながら上昇傾向といわ
お迎えのこととお慶び れていましたが︑皆様
申し上げます︒昨年中 はどのように感じられ
は ︑ 格 別 の 御 理 解 と お たでしょうか︒恐らく
力添えを賜り︑感謝申 厳しい状況が今後も続く
し上げます︒本年も昨
のでは︑と考えられてい
年同様︑よろしくお願
るのではないでしょうか︒
い申し上げます︒
今年は丑年です︒私
昨 年 は ︑ 総 選 挙 に て 達組合員は︑一致団結
三百名の議員が決定し し︑牛の歩みのように
ました︒行政改革︑消 力強く一歩一歩前進あ
費税など様々な問題が
るのみです︒その為に
あ り ま す が ︑ 選 挙 前 の は一人一人がプライド
公 約 を 守 っ て い た だ け を持ち︑皆で切瑳琢磨
る事を期待しております︒ し ︑ 一 層 の 技 術 向 上 に
より付加価値をつける︒
それが建築主の満足と
さて︑昨年を振り返
り我々の業界はいかが

信頼を得︑ひいては組
合及び組合員の繁栄を
もたらすことになると

思います︒この一年︑

夢と希望を持ち頑張っ

最後に組合員の皆様
の更なる御繁栄︑御健
康とこの一年間の御多
幸をお祈り申し上げま
して︑新年の御挨拶と

させていただきます︒
８３３＃３３＃３３８３３８３３３３＃８３０３３

てまいりましょう︒

常務理事滝伸次

葉といたします︒

最後に組合員の皆様の
今後の御健勝と御多幸
をお祈りして新年の言

うではありませんか︒

謹んで新年のお喜び 分にもれず大変な時代
申し上げます︒組合員 をむかえたものです︒
の皆様増々の御清栄の 業 界 の ほ と ん ど が 零 細
段重ねてお喜び申し上 企業であり当然ながら
げます︒さてバブル崩 海 外 進 出 ど こ ろ か 町 工
壊後六年の歳月が過ぎ 場から工業団地への移
ましたが今だ景気の回 転も出来ない状態であ
復はおろか︑業界に る︑どうして生き残れ
よ っ て は 業 績 が 増 々 悪 ばいいのか思案投げ首
化しているとの事︑大
と言うところである︑
変な時代が来たもので
又今年四月から労働時
す︒現在地で余力のあ 間が週四十時間に施工
る会社は危機感を強め されます︒この時間短
海外への工場移転︑進 縮も大変な問題です︒
出に拍車がかかってい
この課題をクリヤーし
ます︒特に東南アジア な い と 若 い 人 材 は 来 な
諸国への進出は安い土
いと覚悟しなければな
地購入低賃金︑しかも りません︒政府橋本内
若い労働力が簡単に確
閣は行政改革を火の玉
保でき資材が安く入る︒ と な っ て や り と げ る と
と に か く 進 出 企 業 に 宣言しています︒今後
板金業界も個々技術力
を増々みがき︑組合の
団結をおおいに活用し
て二十一世紀に向って
生き残れるよう頑張ろ

とっては生残りの選択
である︒こうして生き
残った企業が二十一世
紀到達ラインでもある
らしい︒とにかく有力
企業の海外進出で日本
国内は︑増々空洞化が
進み国内の活気が無く
なる事が現実のようで
ある︒さて我々の業界
をとりまく空気も御多

び申し上げます︒景気の足ど

迎えられたことと心よりお慶

平成９年の新春を健やかに

工技能︶の合理的併設案を労

﹁建築外装系屋根施工科﹂︵施

工科﹂︵加工技能︶に加えて

来からの﹁金属加工系塑性加

練の新しい展開について︑従

３３３８３＃８３３８３３３３３８３８３＃３３３８＃３＄＃＃＃＃＃＃

借し︑勉強会などを行い一歩

てる様に皆様方のお知恵を拝

二十一世紀が希望と情熱が持

板金業界で働く若い人達に

ご多幸をお祈り申し上げ︑ご

き折りお体を大切に︑皆様の

新春とは申せまだ寒さ厳し

の研讃を欠かせません︒

を提供するために我々は日頃

に答えるための高品質なもの

いるのであり︑御施主の要望

りはなお重くなかなか加速し
働省中央職業能力開発協会に

そのみかえりとして糧を得て

ない︒バブルという幻に浮か
具体的に折衝を始めました︒

でも前に進む為にご指導ご支

れ踊った日本人は経済の平衡
又︑教育訓練に関する﹁基幹

援をお願い申し上げます︒

感覚を相当マヒさせてしまっ
的技能者﹂等の育成に﹁建設

で何か資料などが入手出来ま

た︒しかし︑その後続いた不
産業共同教育訓練施設﹂︵静

したらご協力下されば幸いか

況に打ちのめされた︒ようや
岡県朝霧校︶の共同活用への

常務理事長谷川信俊

く光が見えて来てはいるが本

ことと思います︒

に新年の計を思っておられる

かそれ以上に変化しています︒

技術研究委員会といたしま

しても︑この流れに付いて行

同で会合を開いただけで申し

が︑一度だけ技術委員会と合

たので受講された方は大変

容は沢山なカリキュラムでし

習会を開催しました︒講習内

という計画で六月に岡崎で講

ある講習をまとめて講習する

さて昨年は保証制度の各種

前向きに考えたいと思います︒

期待に添える講習計画が出来

︵システム化︶していけば︑

町場の仕事を整理して標準化

検討し直したいと思います︒

の事については︑講習計画を

内容だということでした︒こ

者にはあまりにも関係の薄い

すぎていて町場でやっている

た﹄と受講者の声でした︒し
かし講習内容はとても難解︑
特に数式は理解できなかった
という人が多かったようです︒
普段仕事の中でまったく使っ
ていない事が沢山出て来たと
言うことだと思います︒その
解決策も書いてありました︒
それはグラフ︑図等を利用し
て一目で理解のし易い資料を
作ってくれということです︒
また講習内容は野丁場に偏り

を祈念いたしたいと思います︒

をひいては我々組合員の発展

技術研究委員長高柳一男

訳有りません︑色々と資料集

だったこととお察しいたしま

である︒今経営者は時代が確

基盤は﹁人﹂であり﹁人と人﹂

努め︑さらなる飛躍を祈念し︑

課題を乗り越え技能の研讃に

年を迎えるにあたり︑様々な

らず良い方向には向かってく

かと思わせるだけであいかわ

景気の方はあがるかあがる

新しい年を迎えて心あらた

実に変わりつつある事を肝に

時まで続くことかとおもうと

全板連第２部会にて職業能

れません︒まだこの状態が何

また合わせて皆様のご多幸と
ご繁栄をお祈り申し上げ年頭

新年早々気が晴れませんが︑

命じなければなりません︒

のご挨拶といたします︒

ＩＩｊ８８８８８８８３３Ｉ３８８８８３８＄８３０３＄８３＃８＄＃＃

力開発促進法に基づく技能訓

経営対策委員長石原鎮司
新年あけましておめでとう
ございます︒

新たな方策を探り業界の発展

していける方法を探りながら

我々の制度として営業に生か

いずれにしても保証制度を

強会と課題が山積しています︒

テム化︑コンピューターの勉

業種の拡大︑講習内容のシス

員会とともに︶︑保証制度の

スチールハウス︵経営対策委

これからの課題としては︑

す︒

めをしていますがメーカー各

す︒また講習の最後にはアン

くため努力していくつもりで

組合員の皆様におかれまし

社とも研究開発途上のため私

新年あけましておめでとう

ては︑新しい希望に満ちた年

も四苦八苦しています︒本年

いします︒

ると思います︒ご協力をお願

いずれにしても︑我々はプ

ケートにご協力いただきあり

ロとして御施主の要望に答え

方々のご協力をお願いして一

﹃みんなまじめに受講してい

はメーカーまた関係業界の

昨年﹁今年の抱負﹂と題し

歩でも二歩でも前に進みたい

ます︒

と思っていますので︑皆様方

がとうございました︒アン
ケートの結果を書きますと

てスチールハウスの勉強に取
り組みたいと申し上げました

､

ございます︒

こと︑心よりお喜び申し上げ

をご家族お揃いで迎えられた

と思います︒

格的な右肩上りはもう来ない
て調査研究を始めました︒新

本格的な参画の必要性につい

建築業界は日進月歩どころ

でしょう︒企業経営の原点は

あいさつといたします︒

対人関係である︒経済活動の
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止みません︒プラス思考︑

他人に強制されるもので
なく︑自主的に行うもの

第四に︑道徳は本来︑

と︒

プラス発想の能力に乏し
い私ですが︑組合事業に
どんな努力も惜しまない

られんことを切に願って

あります︒これからは幅
広い技術の習得が生き残
りのための必須条件かと
所存であります︒

明けましておめでとう
ございます︒

仏滅﹂は悪い事と教え︑

入って︵推測だが︑多分
中国からの帝王学︶試し
てみたら︑なるほど︑こ
れは良いもの一般民衆に
させてはならん︑ではど
うしたらいいか？仏教に
乗せたのです︒﹁北枕と

ですが率先して勇気を

忙しいから当分は見合わ
せようと考える事が多い

ていった︒現に今の天皇

なかったと記憶している︒

陛下も皇太子の結婚式も
我々のいう大安吉日では

ています︒

であることを自覚し︑品
性のある人を多く送り出
したいと考え私共頑張っ

線を通すからだめ︶サン

校の制服は︑帽子が耳と
首筋を覆うものと黒にち
かい色の長袖︵白は紫外

用︶︑日本でも︑話題に

グラス︵紫外線カット

なってる化粧品のＵＶ

ホールが年々大きくなっ
ている事はご存じと思う

もいるかもしれません︒

フロンガスを一番出して
る国はどこか︑日本なん
です︒フロンガスがオゾ
ン層に行くまでに旧年か
かるそうです︒今のオゾ
ンホールは巧年前のフロ
ンガスが原因です︒そう
いう情報公開されないも
のが︑たくさんあり︑何
かあってから対処する日
本の考え方は間違ってい
ると思う︒急がなければ
ならないものがたくさん
ある︒私にも子供がいま
す︒皿も年もすれば︑孫

か︑報道されているか︑

カットのクリームをつけ
ての登下校︑まるでギャ
ングだね︒その事を︑何
人の日本人が知っている

が︑南極に近い国々で︑

い︒そう願う年にしたい︒

その子供︑孫が安心して
生活できる日本でありた

事したら︑赤ちゃんは皮
膚ガンになります︒それ
らの国での保育園︑小学

天気予報の時間に紫外線
情報もあるそうです︒赤
ちゃんをお昼に日光浴さ
せる︒とんでもない︑誰
もやっていない︑そんな

やってみて下さい︒どち
らがパワーがあるか︑皿
人中８人までは一目瞭然︒
私が言いたいのは︑昔か
ら情報操作が行なわれ︑
いかに我々に知らされて
ないかがいいたいのだ︒
厚生省の事件︑出るは出
るは︑カラ出張︑政官財
のトップは何を考えてい
るのやら︑これでいいの
か日本といいたいのです︒
話はガラッと変わりま
すが︑南極の上空オゾン

反対の南枕で同じ事を

北枕に寝て利き腕を卯
度上げて他の人に押して
もらって下さい︒今度は

﹃
枕﹄
﹂広広
員吉
吉田
田万
万作
作
﹃北
北枕
報報
一委
貝

８８３＃＃８＃３３３３８ｊ＃＃８３＃３３＃＃３８８８３

考えます︒

させて頂きます︒

愛知県板金総合職業訓練協会

持ちで正月を迎えました︒

４月より消費税が上り
ます︒３月までは駆け込
み受注の現場で忙しいと
思いますが︑それ以後は
どうなる事やら不安な気
正月早々﹁北枕﹂とは
縁起でもない？とんでも
ない﹁北枕﹂﹁仏滅﹂も
良い事なんです︒情報操
作されていたんです︒ど
れだけ昔の話かは知りま
せんが︑北を向いて寝る

持って道徳の実行が大切

事が体に良いと情報が

さて私共︑若い人の訓
練に携わっていて特に考
えている事は︑板金技能

であることです︒

だけ行なっては損だとか︑

の基本の修得はもとより︑

第二に︑道徳の実行に
は勇気が必要であり︑だ
れも行なわないのに自分

です︒

他人に好感・満足・安心
を与えるようにすること

との約束などは良く守り︑

トをはじめ︑公衆マナー
や法律などを守り︑日常
生活においては︑できる
だけ迅速︑確実︑安全に
行動し︑また時間や他人

会垂
長羽
羽柴
柴弘
弘和
和

＃３８３８＃＃８＄３８３８＃ｊ３ｊ３ｊ＃３３３＃３３脚

新年にあたり︑皆様方
のご多幸を祈念し挨拶と

情報の収集︑新技術の
普及をはかり︑一致団結
して厳しい状況を乗り切

事務局
吉田
田 政次
垂長吉
新年明けましておめで
とうございます︒

よい年をお迎えになら
れたことと心よりお喜び
申し上げます︒

県板にお世話になって
はや９ヵ月が過ぎました︒
多くの人々とお知り合い
になれて大変喜んでいま
す︒

し上げます︒

平成九年の新春を迎え
謹んで年頭のご挨拶を申

組合員の皆様には今年
も家族揃って良き新春を
迎えられたことと思いま
す︒心よりお喜び申し上

ります︒

平素協会に対して御協
力をいただき大変ありが
とう御座居ます︒御陰で
業会の後継者育成の訓練
校運営も順調に進んでお

仕事を通して社会に貢献
できる人の育成に心掛け

仏教の教えと共に広がっ
る事です︒第一に普通道

第三に︑私たちは︑家
庭や職場等で︑つねに相
手の立場を思いやり︑相
手の幸せのために尽くす
心づかいが大切であるこ

さて︑全ての産業構造
がめまぐるしく変化して
いる時代にあって︑一人
親方であっても法人企業
と同じ土俵の上で争わな
代だと思います︒また︑

ければならない厳しい時

徳ができる人になること
です︒すなわち︑エチヶッ

新素材が出現したり新技
術が要求される時代でも

げます︒

感じております︒

ですから︑当然３番目は
それらの事業を遂行する
人達の熱心さです︒理事
長はじめ組合員の皆さん
が事業遂行に一生懸命に
勤労奉仕をしておられる
のを見るにつけ︑組合の
仕事にやりがいと緊張を

当組合について素人が
感じたことを若干申しあ
げます︒まず︑組合員数
の多さに驚きました︒２
番目に︑想像以上に色々
な事業が多いことです︒

平成９年１月１５日（６）
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◎全日本板金工業組合連合会
創立訓周年記念組合役員功労表彰

理事長平野弘

◎愛知県中小企業団体中央会長表彰

鷲見枚︵昭和︶蟹江重光︵知多︶

恩田勝義︵瑞穂︶

伊藤正明︵瑞穂︶

Ｊ受醒哩●＃

−』

麓響鶏︾慧撫鵜繍難

平成８年度は次の組合員の方々が表彰されましたの

︿順不同︑敬称略﹀

組合員こぞって祝福しこれからも益々ご活躍されま

で紹介します︒

すよう祈念したいと存じます︒

１
;

山本清︵岡崎︶高木信彦︵中川港︶

寺﹄

今井文夫︵江南︶

磯

錨

◎愛知県技能士会連合会会員功労表彰

原田重夫︵東三︶

浦野利一︵知多︶

Lカーｆ

１'

喝、

夢

磯

◎労働大臣技能検定功労者表彰

近藤朗︵瑞穂︶

堀口正︵東北︶

大脇国和︵瑞穂︶山口健作︵熱田南︶

◎名古屋市技能功労者表彰

川合清︵中︶

唾撚靭雷画謹

譲浮識

ｐＰｏ客gPゴ

◎愛知 県 優 秀 技 能 者 表 彰

鴬
馬場喜郎︵東三︶片山甚平︵碧南︶

四冊凸

．§匙

蕊

蕊
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ておりこれを見学した︒
総会は神谷氏︵碧南︶

西三板金連合会︵会
長山本清氏︶はｕ月７
日第 回役員総会を形
原温泉ホテル新葵荘に
於いて開催した︒西三
板金連合会は西三河ブ
ロックの８支部で柵成
され︑今回の総会は碧
南支部が幹事を担当し
て行なわれた︒当日の
出席者は会員弱名と来
賓６名の合計 名が有
り︑開会を待つ間︑ロ
ビーに青年部が成人訓
練で制作した銅板の打
ち出し作品が展示され

、〃

多数の出席を願いたい︑

又役割分担については
執行部にて決めさせて
いただくので協力願い
たいという要望を述べ
た︒最後の議題である
役員改選については９
名の選考委員が別室に
て協議し︑監査の村松

氏︵西尾︶が退任し安城

二一宮Ｂ：二一三・．︒■一一一一句︒．︒一一﹄ご・．４Ｆ﹄﹄一一・ｑ︐︒﹄垂一一Ｆ：︒﹄﹄一宇中︒︒︒ご一宮・

▼県板青年部
Ｌ・凸：・二一画中：凸二一一画①：・二﹄二・．

洲第ね回全国建築板金

・三一一・：凸二一﹄・ロロ・一ＰＪ

州競技大会の講習会を開催州

を使って作図します︒

また︑今回の講習会は
中板協青年部の図面講

習会︵愛知県当番︶を兼

ねており他県の部長さ

皿迩編集後記

明けまして
おめでとう
ございます

ンから︑個性や特徴︑

御馴染みになった掲載
記事末尾の筆者のサイ

﹁愛板﹂は新年号で
三一二号になりました︒

９時より 水差し の
実技講習会︵参加者調

皿月１日︵日︶は午前

んも参加されました・

名︶を実施しました︒

ヨ﹄一二﹃二一一一一言二一一一一二一一一︻｜一言︼﹃｜﹄﹃一二一二一一﹃﹄二二一一一一二一一一一一一一二二一一一﹄二二一一一三一二一一一弓一一一一一二弓一一一一一一冒二一一一一一・一一羽

届届書がを使用するもの

岡崎技術工学院にて愛
知県予選︵知多ブロッ
ク担当︶を開催して各
部門２名の選手を全国

です︒県板青年部は来

これは銅板Ｐ↑×患︑×

るところです︒

実技

図面

の講習会を

て講習︵参加者卯名︶

大会に送る予定です︒

て頂けると思います︒

取材をして間違いのな

い記事を書く努力型︑
ユニークな発想の委員︒

す︒ご期待下さい・

真面目一本我が道を行
く人など︑毎月末に開
かれる編集会議は︑わ
いわいがやがや︑和や
かな中から﹁愛板﹂が
誕生します︒今年は新
しい血を導入し視野の
広がりを計っていきま

中川港福田輝幸

昭和鷲見牧

知多斎藤充昭
知多沼津啓二
一宮佐藤忠雄

会・総会の件︶

知多支部

９日支部理事会
晦日支部役員会
訓日青年部忘年会

２日定例会

東三支部

７日東板会ゴルフ

コンペ

９日青年部役員会
躯日三役会

広報委員会一同
平成九年元旦

事務局北出明治

一宮西部幸一

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
東三吉田万作
碧南高橋銀吾

９日役員会︵忘年

刈谷支部

９日第８回役員会

豊田支部

調日役員会廻名

碧南支部

Ⅲ月各支部の動き
名古屋板金連合会

ｕ日尾張名古屋職
人展反省会
昭和支部

旧日８年度納会

鯛日役員会肥名
７日役員総会

持ち味︑得意とする記
事など編集スタッフそ
れぞれの人間像を描い

指摘を受けた疑問点に
ついて日本建築板金協
会技術室に質問してい

支部より１名を補充す
る︒その他の役員は留

工学院に於いて来る平

︵日︶の両日︑岡崎技術

︵岡崎︶の挨拶に続き来

任する旨提案が有り︑

県板青年部︵松井祐
治部長︶は︑去る皿月
型日︵日︶︑皿月１日

賓代表して㈱田中屋社

︵土︶午前８時帥分より

る平成９年１月皿日
ついて石原晴久氏︵岡
崎︶を講師にお願いし

水差し

の展開図に
日︵木︶福島県郡山市熱

成９年２月皿︵水︶︑過

午後からは﹃技能競
技の部﹄の課題である

した・

議事の後︑吉田事務

万場一致でこれを承認

議長に高柳副会長
︵岡崎︶が選出され議事

局長が壇上に立たれ︑

と

板金競技大会の

＃ｊ３３３ｉ３３３３３３３３３３３３３３３３３

を実施しました︒今回
もＡ２のケント紙２枚

に入った︒平成７年度
経過報告を久世氏︵岡
崎︶︑会計報告を高橋

板の現況を報告された︒ 開 催 し た ︒ 皿 月 泌 日

平野理事長がやむをえ
ない事情で欠席された
事を詑られ︑替りに県

育園の新築工事︶につ
いて松代一郎氏︵名古
屋西︶を講師にお願い

︵日︶は午前中に﹃建築
技術の部﹄の施工図︵保

休憩の後第二部に入
り︑まず﹁太陽光発電
システム﹂について自
らこの分野を経営に取

８日月例会遍名
中村支部

恥日定例会喧名
中川港支部

ｕ日青年部定例会
旧日青年部ゴルフ
コンペ咽名
溺日支部定例会

一宮支部

緑支部

れいに作図することの
みを目的とするのでは
なく斬新な発想等を問
うものである︒たとえ
ばフリーハンド等の自
由な表現方法も可とす
る・一とあるなど前回

西三板金連合会
講習の中で松代氏より

︵第岨回︶と同様の内容
になっています︒また︑

一本課題の趣旨は︑き

して講習︵参加者胆名︶

り入れている村松氏

である﹁和﹂を深めた︒

なっているので︑ゆっ
くりと温泉につかった
後懇親会に移り︑西三
板金連合会のモットー

当日の夜は宿泊と

した︒

大同鋼板㈱︑㈱田中屋
がそれぞれの商品説明
し予定時刻をオーバー

れた・続いて﹁五人会﹂

︵西尾︶が詳しく説明さ

を受けました︒今回の
課題は図面が７枚もあ
る点及び注意点の中に

により総会を終了した︒

毛利副会長の閉会の辞

︵碧南︶︑監査報告を加

にあたり︑

が明年の県
板新年会を
西三ブロッ
クが担当し
て開催する

会長︵西尾︶

三青年部の
活動報告を
し︑毛利副

︵岡崎︶が西

西三技能士
会の活動報
告︑朝岡氏

氏︵岡崎︶が

続いて内山

認された︒

これに対して例年にな
く活発な質疑応答が有
り三案は承

藤氏︵幡豆︶が報告し︑

海町にある﹃磐梯グラ
ンドホテル﹄にて実施
される第四回全国建築

長の挨拶があった︒

当支部長と山本会長

開会の辞が有り︑続い
て全員で物故者に黙祈
を行なった︒さらに担

ず西俣副会長︵豊田︶の

の司会で進行され︑ま

バズパズパヱバズバズパゾ
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