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愛知県板金工業組合
発行広報委員会
名古屋市昭和区北山町
各委員に委嘱状を手渡し二年

ある吉田専務理事のご出席の

集を仰ぎ︑トップリーダーで

された新顔︑新厚生委員の参

と考えられます︒何故なら掛

層の効果が見込まれるのでは

絞り加入して頂く事が︑尚一

決策としては︑若年層に的を

組合並びに支部に還元され︑

事によって︑掛金の一部が︑

けて下さい︒

担当の厚生委員から報告を受

す︒

ご一報を／︑詳しい事は地域

望される場合は県板事務局へ

でメリットが公平に分ち合え

れ︑組合員一人一人に至るま

活動が尚一層有意義に展開さ

あり︑ご理解を頂けるには時

会は福利厚生的要素が主体で

概要を述べましたが︑当委員

以上の如く数多くの審議の

金給付の条件が減少する可能

の繁栄に結びつく施策として︑

間をかけつつ︑皆様方の企業

一方では無災害を継続する

いて︑加入希望又は説明を要

もと︑沼津新厚生委員長によ

金が定額で︑支払に余り負担

合理的な資金源となり︑組合

業の安全にも結びつくもので

る経過説明と︑今年度の活動

がかからないとも言えます︒

性も充分あり得る事で︑基金

る事を願い︑愛県板の進路を

皿世紀が到来する中で︑年

の方針に就いて報告がなされ︑

の重大さを肌で感じ︑新たな

ぞれの委員に手渡され︑責任

への加入が計画的に設計され

理事長名による委嘱状がそれ

改革を求められるスタートと

其の他として﹁スーパーガ

担う唯一の方策と言えよう︒

是非ともご理解の上協賛して

れば︑現在加入されている国

せて頂きます︒

頂けます事を念願し報告とさ

民年金よりも︑遥かに有利な

今回は昨年度に引継ぎ︑諸

ン保険﹂の加入の斡旋を取扱

保証委員会開催

う事となり︑各々の支部に於

なった︒

事により厚生年金の受給資格

上乗せ給付となり︑合算する

間の任期を組合事業に貢献さ

問題を携えてのスタートで︑

村上新体制に伴い新しいメ

先づは懸案となっている案件

ンバーで発足した各委臭云 は ︑

以下は委員長の就任挨拶を

れるよう要望した︒

は︑全国板金業国民健康保険

もとづいた委員会活動を精力
交えた五委員会の会議内容を

周知の通り歴史は古く︑ご理

さて︑共済制度に関しては︑

かどうかわかりませんがこの

で目的を達成する事が出来る

る事になりましたが浅学非才

証委員長の大役をお引受けす

この度の役員改選により保

行い各支部において十分な指

れますので委員会員講習会を

いのが現状ではないかと思わ

対する説明が十分なされてな

におかれましても保証工事に

る事が出来ません︒又各支部

者と︑同等な給付額となり得

的に開始した︒第一回の委員

機関紙並びに文章などにより︑

解を得ている処ですが︑尚一

業界が発展する為に頑張って

保証委員長大友堅治

数回となく確認の意味に於い

を重ねた処です︒発足当初か

層の充実を図りたく再度審議

あれば他委員会合同も考えて

導説明が出来る様にし必要が

るものと試算する処で︑是非

特集した︒

審議に入り今後の委員会の

て︑連絡をさせて頂いている

見たいと思います︒幸いにも

共再検討され加入される事を

活動検討に入った︒組織︑総

処ですが︑今だに未届の事業

保証事業に関わる全板講師を

に加入している方々で︑法的

七月八日県板三階会議室に
代会︑新年懇親会︑全板大会︑

ら全体的に展望するに︑加入

務めております斉藤副理事長

に対象となっている事業所の

て総務委員十二名全員出席の

各種被表彰者選考等多くの事

所が多数存在するとの事︑後

員の公生を期するためには︑

率の低迷が議題となり︑組合

総務委員会開催
上総務委員会を開催した ︒ 席

業が山積している︒委員から

ると共に︑最善の解決策とし

悔のなき様十分な配慮を求め

お勧め致します︒

上委員長は浅学非才な私 が 副

は各行事の来賓についての意
三役に一任された︒次回委員

始め九名の方が担当してくれ

営業展開の一端とし各事業所

りましたが︑この保証事業が

見たいと思います︒最後にな

部︑又は県板の担当係官より︑

理事長及び総務委員長に指名

見が出されたが︑結論がでず

皆様のご協力を御願いしたい

ますので心強く思います︒思

みません︒

が益々発展する事を願ってや

が原則で︑今だに未加入の組

いおこすと昭和五十七年第一

総ての組合員が加入される事

回の講習会が行われて十六年

て︑支部会に於いて趣旨をご

合員に対し所属する︑支部長︑

説明を頂くと共に︑これらの

並びに関係役員の方々のご理

７月肥日㈲午後より県板３

︿会議内容﹀

会を九月に開催する予定で閉

届出に際しては︑指定期日が

どい銅板屋根鋼板屋根保証制

位になります︒その間塩ビ雨

と挨拶した︒初めに出席委員

迫っている事も考慮の上︑再

致したく︑決議した処であり︑

解のもと︑加入促進をお願い

対し︑若干名の勧誘の要望が

観点から︑中央より当県板に

に移り︑基金への加入増強の

金基金の加入に関しての審議

して身の安全︑即ち家庭・企

の災難に備えて︑心の守神と

旨は労災の上乗せと︑万が一

守るところです︒これらの趣

今後の成果を期待し経過を見

れば保証工事の対象に参加す

が愛板組合員の事業所でなけ

の看板が配布されております

所には保証工事の登録番号入

度と四部門の講習会修了事業

斉藤副理事長より責任施工

保証事業の概要について

で行った︒

階会議室において出席者過名

１．議題

求められ︑当県仮としての解

更に︑全国板金業者国民年

検討の程を／

会した︒

達された︒

リ監睦維謡耕誕函紳州壱時誰一群稚酔諏鈍恥唯詮議割ず諦麺

厚生委員長沼津啓ニ

〜難問を 抱 え て の 挑 戦 〜

厚生委員会開催

の自己紹介があり委嘱状が伝

総拾
務委
委
員員
長 長長谷川信俊

いる所であり先班はじめ委員

され責任の重大さを痛感して

中で︑適用除外申請の件で本

会には村上理事長も出席して

七月に入り一斉に事業計画に

︾筆霊議悲霊﹄期待︾

第３１９号

板
愛
(1)平成９年８月１５日

平成９年９月１５日（２）

板
愛
第３１９号

も保証申請の保険料はそ

伽１棟︑板金工事一式で
況などを柱として編集してい

面は支部便りに支部の活動状

制度について次のとおり説
明がなされた︒

る︒例年四︑七︑十一月は行

技能検定
技能委員会

様でした︑受験の為にではな

金に一級︑二級に各一名づっ

最後になりましたが曲げ板

ます︒

下さ︑い︒花井先生二日間あり

く現場でこの技術を生かして

東三吉田

がとうございました︑検定員

の皆様ご苦労様でした︑受験

昨年までは岡崎市の工学院

生になりかわり御礼申し上げ

事が少なく記事が不足する︒

で行われていたが︑今年は愛

受験された︒

逆に一月や五月六月は多すぎ

知県名古屋高等技術専門校で

後広告は一切掲載していない︒

験生諸君が︑村上理事長︑石

石川県板青年部副部長松田茂

され祝辞を述べられました︒

青年部第旧回総代会

中部板金工業組合協議会

て掲載に困ってしまう︒一号

日に審査日で行われた︒二十

説明・アピールする︒

日の試験日には﹁内外装﹂一

七月二十日に試験日︑二十一

ず関連商社か材料店の協力を

級十五名︑二級二十七名の受

発行から二百号までは毎号必

用看板を作成したケース
和六十二年五月第二百六号以

得て広告を掲載していたが昭

責任施工制度のアピール

中板協青年部の総代会は︑

樹氏を議長に選出して議案審

平成７年度より会場が中部７

県の持ち回りとなり第３回目

議に入り第１号議案︵事業報

原検定試験全責任者の挨拶や

を石川県担当とし平成９年７

励ましの言葉の後︑検定員の
加納さんより注意事項の説明︑

した時には広告で埋め合わせ
が出来て都合が良かったし広

試験に立ち会われる愛知県立

広告を掲載すれば記事が不足

告料も少しは入っていたがそ

承認されていきました︒今回

告︑決算報告︶より順次可決

記事が掲載された︒

側豊川市商工会の新聞に

を紹介した︒

③東三支部組合員で現場

難しい︑設計士︑元請に

②責任施工制度は非常に

れ程かからない︒

と責任施工との関連性に

川﹁建築板金業ビジョン﹂
ついて

②責任施工制度の目的に
ついて

③全板連型︵責任施工制
いて

度︶の仕組みと役割につ

側責任施工制度への取組
とその将来展望について
２．意見質問

組合員の機関紙﹃愛板﹄

イ︒イン金沢にて午前ｎ時よ

て︑平成皿年２月Ⅳ日㈹〜肥

も特に平成９年度の事業とし

月過日側石川県金沢市ホリデ

り開会しました︒総代肥名中

日㈱にわたり﹃第加回全国建

光幸先生より一級のＸ寸法が

出席妬名︑委任状３名という

築板金競技大今匿が中部ブロッ

発表され午前十時試験開始︒

参加内容で会議は成立しまし

名古屋高等技術専門校︑花井

しで組合費で月千部を発行し

標準時間一級が四時間三十

た︒愛知県より︑河田部長

の分広告に頼ってしまう面が

毎月十五日となった︒委員会

ている︒

は各三十分まで︒

分︑二級が四時間で打ち切り

あった︒現在は全く広告も無

愛知県板金工業組合では組

制となったのは昭和五十四年

広報委員会

合活動や主張また関係する情

印刷は昭和五十八年百六十

ンター静岡で開催される事が

ク担当︑静岡県のポリテクセ

二号から現在も南区の加藤印

︵東三︶︑筒井副部長︵西尾︶︑

氏︑二代目委員長は磯崎欽伍

普段とちがう緊張した顔が

からで初代委員長は松井住

刷に依頼している︒委員会で編

﹁愛板﹂を一月から十一月ま

氏が昭和五十六年五月に就任︑

報告され各県の一層の連帯が

︵中川港︶︑松井相談役︵豊田︶

岩崎会計︵安城︶︑西川書記

メーカー展示が行われ太陽光

望まれるとの事でした︒また︑

ある︑受験生に聞いたが下向

の５名が出席しました︒石川

発電用屋根材︑雨どい金物第

きで作業する視界に検定員の

県板青年部の司会進行で始まっ

後変更や訂正を記事を受け持っ

靴が入ると﹁びくっ﹂とする

た総代会は︑前田能孝福井県

集した記事を印刷に送りその

そうだ︑いい経験である︒今

昭和五十八年一月に異例の機

た委員で校正後発行となる︒

年は検定員も反省することも

７社の参加が在りました︒総

構改革と人事異動がなされ現

紙面サイズは以前から検討

板青年部長の開会の辞︑中板

て懇親会が協賛メーカーも同

代会終了後会場を別室に移し

組合員の皆さんにはどの程

されていたが愛知県内で発行

多々あり︑たとえば片付けを

︵三重︶の挨拶の後︑来賓紹

協青年部部長の桑原康成氏

度参考になっているのであろ

されている各種機関紙百三十

一化を計り二分の一書けば良

打ち切り後にする︑製図の統

在の斉藤広報委員長の誕生と
委員会制になった当時から

一誌を見ると六○％がＢ５サ

うか︑広報委員みんなが関心

の広報委員には一宮支部の佐

イズでありサイズはそのまま

なった︒

域の広報委員が二十八日前後

吾氏が現在も活躍している︒

藤忠雄氏や碧南支部の高橋銀

今回で三百十九号の発行と

紙面は一面に愛知県板金工

で三百二十号からは紙面を一

いのではなく︑トタンに直接

戸水義雄︵石川県板理事長︶︑

万木男︵岐阜県板理事長︶︑

介があり︑中板協会長︑宇野

加者の自己紹介などがあり︑

席して開催され︑途中各県参

和やかな雰囲気の内にお開き

書かないようにする︒模擬試

となりました︒

験の時も何かあれば手を上げ

木村亮一︵石川県板専務理事︶︑

越村正︵石川県板副理事長︶︑

することになった︒これで少

てはどうか︒特に製図に関し

させて検定員が出向く様にし

新一面を六段で一段十三字に
しは読みやすくなったと思う︒

連する重要な事項を掲載し二

今後も広報委員全員が努力し

業組合主催の行事や業界に関

委員や組合員から寄せられた

面は一面に準ずる記事に広報

て組合員の機関紙﹁愛板﹂を

日発行の一号から五十八年発
がまちまちであったが昭和五

行の百六十一号までは発行日

記事︑三面は安全労務関係や

育てていきたい︒鷲見

受験生の諸君暑い中ご苦労

問屋組合代表︶の五氏が紹介

木下繁︵石川県鉄鋼二次製品

豊田松井

当で総代会が開催されます︒

次年度は富山県板青年部担

十八年五月第百六十二号から

関連する業界からの記事︑四

ては統一すべきと思う︒

発行日を一月は一日で以外は

なるが昭和四十二年七月二十

きや支部の行事などをその地

している︒

の編集委員会に持ち寄り編集

で年十一回発行している︒

山

を持っている︒毎回支部の動

報を組合員に提供する機関紙

紙面一新

工業団地に敷
地四千㎡建物︾
千四百㎡の鋼鐸
材皿上センタＬ︾

いっていいほど〃雨″酒に酔っ

始めに行われますが︑必ずと
土木機械工騨

電動工具︑

一般鋼材︑︾

年竹本十九一氏が竹浅商店を

板金工事等

外壁工事︑

屋根工事︑︑

＄

一

九
七十三

東三吉田

十八名︵女子四名︶

従業員

三千六百万円

資本金

竹本尚美

代表取締役

豊川市山道町一

エクステリアセンター

豊川市穂の原二

鋼材︑金属加工センター

在‑‑‑‑‑

▼新 問 屋 シ リ ー ズ ▲

愛知県亜鉛鉄板問屋会為⁝烈静

みぷ刑が球︲会員会社紹介
金属加工セン︾
ターを建設︒銃

て道路に寝ている者は誰かが

建設資材︑︾

◎営業品目︾

起こしに来るまで起きてはい
テリア︑金

創業する︒屋号は十九一氏の

属成型加エ

父君が竹本浅吉だったこが由

◎会社のモッ

その牛久保町に明治四十二

けないのです︶

具︑エクス

第十三回株式会社竹

惨代表取締役竹本尚美氏
来だそうです︒当初は農具の

員一同励んでいます︒協力

﹁誠実﹂社：

トー

板金材料︑五俵缶などへ時代

会は竹浅会を結成し職人︑

その後は釘︑ボルト︑針金︑

がお肥りされており毎年〃若

と共に移行していく︒昭和三

下請け会社との親睦と研修

鎌が主力だったそうですが︑

葉祭〃が行われます︒別名

十一年有限会社竹浅商店を設

をはかっています︒

がある︒仁徳天皇と応神天皇

﹁うなこうじ祭り﹂といい︑

立︑代表取締役に長男竹本四々

創業者
竹本十九一

会社設立
昭和三十一年
本社
豊川市松久町一

一

豊川市牛久保町常盤二

創業地

明治四十二年

創業

株式会社竹浅

奇祭で有名です︒一色城主︑

−１−へ移転する︒この頃に

商号

は一般鋼材を含む建設総合卸

◎社史

豊橋︶に築城を命じられ ︑ 喜

となる︒釘︑ボルト等が当初

雄氏就任︑昭和四十八年には

んだ古白が八幡社に御神酒を

本社を現在地の豊川市松久町

献じ家臣と共に祝い︑このと

から主力だったので取引先は

主︑今川氏親に馬見塚︵現の

き境内の若葉が照り映えるの

のほうが多い︒昭和六十一年

板金店より工務店︑建設会社

三代目となる代表取締役就任︒

四々雄氏の長男竹本尚美氏が

を見て句を詠み〃若葉祭〃と
城中に招き酒食を振る舞い︑

九の

浅″に社名変更︒平成九年に
一

平成四年には株式会社〃竹
は豊川市穂の原二

祭﹁うなこうじ祭り﹂の始ま

りといわれます︒︵今は 四 月

ごろごろ路上に寝ころび ︑ 奇

酒に酔った領民達が帰る 途 中

呼ぶようになり︑代々領民を

牧野成時︵古白︶が駿河 の 領

良時代に創建された︑八 幡 社

愛知県豊川市牛久保町に奈

浅

蕊
謡沌鑑導符尋毒

▲新工場鋼材・金属加工センター

魂
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屋内の加工仕事もなく雨の

流の谷にひぐらし蝉の声をき

いと思い８月３日揖斐川の上

時には︑天気の日に釣りた

る︒

ワナの顔を見にいくこととな

◆◆◆雨の日には釣りに限る◆◆◆

今年の７月は雨の日がよく

日が続くとカッパを着て外仕

きながら仲間２人といってき

続いた︒

事にいったものだが最近は渓

着いた︒すでに︑先客があり︑

お茶カンを求めて６時に谷に

中︑コンビ一一で︑オーーギリと︑

朝︑５時に家を出発し︑途

た︒

流釣にはまってしまい加工仕

事があってもどんなに忙しく

ても雨の日は釣りにいくこと

朝︑目が覚めて︑雨音が聞

単車が止まっておりエンジン

が多い︒

一日の始まりなのだ︒

先週発見したばかりの谷で

はまだ熱かった︒

こえてくると︑それは楽しい

いつものように︑喫茶店で

あまり人のはいった形跡がな

モーニングコーヒーを飲みな

がら中日スポーツの釣り情報

いので先客の後に続いた︒

り︑山の斜面を百ｍほど上っ

道から木のトンネルをくぐ

を見ているとどこからともな

間が集まり意気投合し車で１︐

く外仕事の職業をもつ釣り仲

て下りると谷に出るがその前

は谷を下りた︒

佐藤

チ塩焼サイズを８匹昼に

私の釣果は最高妬セン

ていった︒

きるよう交互に釣り登っ

で常に３人の姿が確認で

渡るなど険しい道程なの

倒木で丸木橋を作って

ていた︒合掌

に猪の死骸がひっかかっ

グに失敗したのか下の岩

ない︑ロッククライミン

をしなければ前には進め

立ちロッククライミング

はＶ字型に岩盤がそそり

２時間の山の谷にアマゴやイ

陰揖斐川上流の谷で
釣をする佐藤氏

︐⁝台風と風速⁝
７月各支部の動き
四日

豊田支部

役員班長会巧名

位置する天人峡と層雲峡は

山の表と裏の地形にあり大

夕食前にホテルから二十

を水面に写した池と残雪が点

の噴煙を上げる旭岳︑その背

在し︑正面に中腹から幾筋も

景には二千米級の大雪山系の

山々が連なる一大パノラマは

圧巻だ︒この大自然の中に何

時までも浸っていたい気分に

るぶの丘や三愛の丘から色づ

なる︒その後︑美瑛周辺のぜ

ピーの花盛りに喚声を挙げ︑

き始めた小麦とジャガ芋畑ポ

バックにしたラベンダーの色

富良野では雄大な十勝連山を

と香りに溶け込まれそうだ︒

で北海道の味覚食べ放題と地

あとはホテルの﹁海鮮市場﹂

と味満喫の旅であった︒

ビールに一行大満足︑夏の花

三一九号編集会議

七月三十日㈱曇

午後五時終了③

委員九名出席

▲噴煙を上げる旭岳

雪山国立公園に属する︒

一

・一︻砥

:
鐙

支部会合︵ヘルメッ

﹁羽衣の滝﹂を見に行く︒

分くらい登った所にある

﹃ＬＬ・宮舞

熱療，

刈谷支部
７日

ト共同購入・ボー

ら流れ落ちる白く光る水し

自然が造形した三段の滝か

リング大会につい

て︶虹名

ぶきが天女の舞いを思わせ

pE島‑篭論判；
鞭争

昭和支部

８日支部例会叫名

西尾支部

支部役員会妬名

る︒翌朝︑天気快晴大雪山

ロープウェイを途中で乗り

青年部ボーリング

大会肥名

:鴬蝿

の花が咲き競い︑周辺は旭岳

師共i,錨４

今年は︑台風の到来が多い
ようです︒そこで︑台風につ
多祇園山笠見学︶

皿週日支部親睦旅行︵博

北半球の台風は︑左廻りの

いて述べたいと思います︒

過名

９日

瑞穂支部

１日月例会・青年部会

Ⅲ日

る︒大雪山は旭岳を中心と

継ぎ旭岳山麓の姿見駅へ登
定例会︵ヘルメッ

する大雪山群と十勝火山群︑

然別火山群︑石狩連邦で構成

ト共同購入につい

て︶５名

和九年国立公園に指定された

された北海道の中央高地で昭

理事会阻名

整備された自然探勝道を登り

シマニンジンが真っ白の花を

日本最大の山岳公園である︒

定例会５名

始めると︑まず背丈の高いチ

篭

D'ど間一'司

南半球の台風は︑右廻り

同会議塑名
緑支部

胆日

知立支部

知多支部
過日

４日

青年部定例会

三役会５名

鞭公．

渦で北上します︒

︵時計廻り︶の渦で南下しま
ここで北半球の台風につい

健康保険適用除外

朗日定例会胆名

９日

東三支部

妬日支部長会９名

弱日

§
卜
'
:･
･
輪
＃
､‐1,.ｇ,評

す︒

四日定例会・全板国保

最大風速秒速三十メートル︑

８名

の手続きについて

て述べたいと思います︒

北上する台風があるとします︒

真北に時速十八キロメートル
中村支部

き︵南風︶で︑西側は南向き

名古屋板金連合会

図のように台風の東側は北向
︵北風︶になります︒

過日青年部定例会

一宮支部

北上する速さ時速十八キロ
メートルを秒速になおすと秒

満開にして出迎えてくれた︒

花を見に来た人︑山歩きの人

達が皆自然を満喫している︒

圃冨固国

辺り一面︑黄色の花芯に白い

８日定例会皿名

毎年夏が来ると今年こそは

春日井支部

速五メートルとなり︑これか
ら台風の実際の最大風速は︑

と思いながら実現しなかった

台風の東側は︑三十たす五の

つり打合せ４名

躯日役員会・納涼夏ま

ンによく似たピンク色のエゾ

ッガザクラの群生に黄色のエ

花びらのチングルマやスズラ

北海道には真冬の極寒体験も

クナゲ︑赤紫のミネズオウに

ゾキンバイソウ︑キバナシャ

撮影ツアーの願いがかなった︒

るのだが︑この時期でないと

合せて十数回余り出掛けてい

北海道大雪山のお花畑の写真

秒速三十五メートルの風速で︑

尾張板金連合会

過日支部役員会６名

江南支部

５日定例会Ⅳ名

津島支部

西側は三十ひく五の秒速二十
五メートルの最大風速になり
ます︒結論として風の害は台

西尾大橋

風の東側︑南風が一番多いの
です︒

マクサやチシマキキョウが彩

りを添えわが世の春を誼歌︑

白のイソッッジ︑岩影ではコ

旭岳山麓に繰り広げる花の競

にも及ぶ高山植物の花と旭岳
の山歩きは以前からの念願で

見られない大雪山の一八○種

あった︒朝便で新千歳空港に

演は素晴らしいの一言︒

グ大会打合せ

妬日役員会・ボーリン

械︶

工場見学︵村田機

着き上川を経て層雲峡を観光

休み︒目の前には色とりどり

視界一八○度の展望台で一

碧南支部

のあと夕刻ホテル天人峡温泉
に着いた︒北海道の中央部に

肥日青年部定例会

犯日太子識犯名

識総
露
舗
i
;
i
i
I
蕊
鍵
鍵
議
蕊
：

渉埼蝿無Ｍ
ｄ､..､冷叫

支部だより
ｌ私の町から〜〜

この町には︑秋９月第３日
曜日に︑秋葉神社祭礼手筒花
火があります︒年行司︵羽才︶

が頭になり６町内による長持
に付けた提灯に火を入れ宮入

道中︵長持唄︶夕方６時頃笹
が始まります︒大長持は前２
人後ろ１人でかつぎホイホイ
ホイホイとゆっくり宮入をし
ます︒境内に着くと６町揃 っ
て御払いを受けます︒そして
いよいよ手筒花火の打上げで
す︒上げる順番は毎年違いま

輪を作りその中心に一巨見や程持っ

す︒若衆皿人が手筒を持って

の若衆が種火をもらい一斉に

た年行司がはいります︒５人
点火します︒火柱は妬︑位に
もなります︒若衆達が火の粉
来てはいかがでしょうか︒

を浴びるその光景を一度見に

知立野田

部
⑥
i
：

平成９年９月１５日（４）

板
愛
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△手筒花火

令乳

