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タッチ入力の見祇もりシス

ルポに変わって新しく ペ ン

二︑全板ノート︒以前の全板

十七万五千円不足する︒

十三万円以上で年間二百四

万四千円︒セコム委託料二

入により掛け金年間八十三

組合事務局員の厚生年 金 加

金値上げ年間九十一万千円︒

築板金協会︵日板協︶の賦課

︵全板連︶・社団法人日本建

日本板金工業組合連合会

年間五十万円の手数料減全

て手数料などの減収およそ

国保を脱会する事業所が出

庫補助の見直しがあり 全 板

正にともない各種保険 に 国

の収支の報告︒保険法の改

いて︒事務局より愛知県板

一︑組合賦課金の値上げにつ

議題

会を開催︒

て今年度第二回目の常務理事

分より県板三階会議室におい

八月二十二日午後一時三十
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時より名古屋クラウンホテ

一月二十三日︵金︶午後三

三︑平成十年の新年懇親会を

標で協力をする︒

愛知県板では百台の販売目

ピジネスサービスから発売

テムが開発され㈱一一ツパン
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あるので事前に各支部から

薦︒毎年決まった表彰式が

四︑各種表彰の被表彰者の推

ルで開催︒会費一万二千円︒

トを五年リースで月額一万

タブルコンピュータ全坂ノー

発したペンタッチ入力のポー

仕様全板ルポに変わって開

に以前からあったワープロ

運びが出来る︒

タブルタイプで現場へも持ち

にして厚さ四十二ミリのポー

大きさが﹁愛板﹂を横向き

ターでもキーボードをたたく

せば入力できる︒コンピュー

いて希望する品名をペンで押

鉛筆で書くように画面の上に

全板ノートはペンタッチで

ター嫌いの人でも簡単に見積

なくてもよいのでコンピュー

というような難しいことはし

べて読み出せるようになって

や堅樋など樋と付く品名がす

でて樋の項目が軒樋から角樋

推薦をしていただきたい︒

板では百台を目標に協力︑

九千八百円で販売する︒県
希望があればどこへでも説

書いて変換すると書いた漢字

全板ノートとは

に送られた︒

以上の議題で審議され理事会
愛知県板では九月三日︵水︶

明に行くから十名ぐらいま

ムである︒鷲見

もりがきれいに出来るシステ

県板三階会議室で第三回理事

が読み出されて来る︒

込みを受け付けている︒

﹁とい﹂と書くと樋の字が

とめてほしいとのこと︒
二︑賦課金について︒

会を開催︒

があり協力を求めたが︑知

常務理事会のように説明

㈱ニッパンビジネスサー

で来年県板が五百円値上げ

を五百円値上げしたばかり

知多支部では昨年組合費

多支部より意義があった︒

ほか二名の女性オペレーター

ので三百円くらいにしてほ

全部県板費になってしまう

となると支部費の値上げが
見積り管

はまたすぐに値上げをする

理事長は少しの値上げで

しいと異議がでた︒

ンク系と

のことは各支部とも支部で

事にもなりかねないのでこ

の依頼があった︒

よく検討してほしいと協力

四︑厚生委員会報告
三︑四︑五は愛板で報告︒

三︑新年懇親会

二七○万
の円と高価

五︑保証委員会報告

以上で理事会を終了した︒

来年度の板金手帳の申し

六︑その他
さんに手

だくため

していた

軽に利用

の板金屋

掴もっと手
全軽に多く

卜

なために

風システム
識があるが

景ピューカ莞Ｉ

一一弓っコン

ムで一一バ

理システ

一一ツパンビジネス社では

機を二セットで説明した︒

が来組︑全板ノートのデモ

大阪から川口常務と西谷氏

ピスの東京から見上専務と

一︑全板ノートについて︒

議題

電話052‑732‑1226

◇◇生涯学習◇◇
愛知県板金総合職業訓練協会が
瑞浪生涯学習センターで開催

人生の前半は親の徳︑人生の
後半は自分の徳︑四十を過ぎ
たら自分の顔に責任を持てと
か︑正しい人ばかりが三人寄
るとトラブルになり︑間違っ
た人が三人寄るとうまくいく︒

会︵愛板協会︶では役員と訓
ターに佳天ロ︑オリエンテーショ

三十日は︑午前十一時セン
り︑アルコールも少し出て和

から懇親会を兼ねた夕食とな

一日目の研修を終わり︑五時

この様に道徳の勉強をして︑

練生を対象に平成九年八月三
ンのあと昼食をすませ︑午後
やかな夕食であった︒

聞いてもらえた︒

十日︑三十一日の一泊二日で

一時半から開校式が行われ

愛知県板金総合職業訓練協

モラロジー研究所が行って い
た︒

平成９年度

催された﹂

﹁全国労働衛生週間が

スローガン

︹進めよう健康づくり
あなたと企業の

増加の傾向にあるとの見解が

それらを考慮し︑再検討課題

なされており︑私共も充分に

として取組み︑将来に向って

快適な職場環境を皆様方と共

組合員の皆さん︑安全衛生

に築き上げたいものです︒

法規則に定められてある通り︑

新規雇入れ時又は︑定期健康

診断を必ず実施する事が義務

条︑糾条︶一年に一回は必ず

付となっており︑︵安衛則娼

モラロジーとは道徳科学を
コンピュータ化が進んでも︑

いると言われている︑いくら

金型などの技術者が不足して

は︑最近テレビを見ていると

始めにセンターの谷津理事

だけする事により︑自分の品

人から︑思いやりは自分から

講義では思いやりは身近な

グループに分かれて討論した︒

の講義があり︑前日のように

八時三十分から両親について

七時十分から朝礼︑朝食の後︑

減少しつつあるも︑昨年は捌

業性疾病の発生件数は着実に

ており︑県内に於いても︑職

動の充実に大きな役割を果し

生意識の高揚と︑自発的な活

は全国的に展開され︑労働衛

この度の全国労働衛生週間

状況にあり︑これらの事案を

生が依然として跡をたたない

中毒︑酸欠症︑じん肺等の発

い限りで︑その他一酸化炭素

亡災害が発生し︑誠に痛まし

素中毒並に︑熱中症による死

毒による災害に加え︑硫化水

けにより︑これらの衛生週間

健康は自分で守るとの意識付

診が求められる業種もあり︑

異業種によっては年２回の健

二人一一一脚︺

いい︑私たちが﹁正しい心づ
先端技術は人による加工が欠

性を上げる︑また思いやりを

で早期発見にもつながりお勧

を通じて︑最寄りの医療機関

第二日目は六時三十分起床︑

る生涯学習教育を体験するた

かいのあり方﹂を学び︑喜び
かせない︑皆さんも日頃訓練

踏まえ︑作業環境の整備と︑

めに︑瑞浪市にある瑞浪生涯

と生きがいのある人生と︑明
校で技術を磨いているが︑本

件の疾病が発生し︑対策には

められる事でしょう︒

事前の予防対策が必然的に求

︵道徳︶が必要と思う時はい

けたか︑日常生活でモラル

で誰から一番大きな影響を受

を斉唱︑朝礼では国旗掲揚が

開会式や閉会式には君が代

閉会式を終え解散した︒

二日間勉強して︑午後三時に

以上のように道徳に関して

私共組合員は共に︑自分の

念のため申し添えます︒

それらの発生件数を細分析

を視る時に︑疑所見が年々と

の健康診断の結果の状況観察

一方では︑全国的に労働者

尚被保険者は一万二千円︑配

がうけられますので念のため︒

入の方々は申請により︑補助

めするものです︒全板国保加

して見ます時に︑一昨年は夏

で指定された保養施設を利用

される方々は︑一律に二千円

偶者は六千円︒年一回の旅行

が割引となります︒充分にご

多く増え︑平成８年度は全体

２人の割合で︑

に発生し︑２人の有機溶剤中

蝿鑑曙館醗騨幸牙愈認彦理

何らかの所見

﹁安全は人から与えられる

活用される事が望ましい︒

ものでなく︑自分から勝ちと

沼淫

は仕事や職場

麹壷認識︾

るものです﹂

者の割合も︑

を感じる労働

ストレスなど

の生活などで︑

おり︑これら

が発覚されて

のほぼ５人に

お願いしているとの事です︒

つか︑などをグループに分か

行われた︒

やりで直ぐに改善される︒

モラロジー研究所は︑文部

れて討論したあと代表が発表

最近は道徳が軽んじられて

年間保存する事となっており︑

るく希望に満ちた社会を建設

かけることにより相手も変わっ

最善の方策を練っているとの

受診させ︑それらの記録は５

するための方法を明らかにす
日は心の勉強をしてほしいと

事で︑各々の事業所の努力を

学習センターで開催された︒

る学問である︒

てくる︒感謝の気持ちで接す

モラロジーの創始者は法学

博士で辰池千九郎翁で昭 和 十

講義は訓練生と一般役員は

れば相手も変わってくる︒人

牛全国労働衛生週間

挨拶された︒

10月１日し７日準備期間９月１日し30日

間関係は感謝することや思い

省認可財団であり生涯学習 教

する︑と言う方法で研修が進

いて︑年少者の犯罪が増えて

鐸．!,、

懲騨

内容は現在の人格を作る上

育は通常五泊六日の研修期 間

められた︒悪いと知っていて

;E

別れて受講した︒

となっているのを羽柴会長の

する悪さと︑知らないでする

,
聖
叱

た︒

たっての願いで一泊二日で開

きている︑この様な勉強は年

戸グ

年に道徳科学専攻塾を開設し

講していただいた︒このこと

悪さではどちらが罪が重いか．

少者にも必要に思う︒

一.….Ｘ

最近政府でも生涯教育の必

は今年二月二日の新春板金セ

阿呆と悪人はどう違うかでは︑

ｉ
#
i
；

要性を認めている︒

ミナーで講演をいただいた井

らずにする者は阿呆︒また︑

知っていてする悪は悪人︑知

鷲見

師でもあることからご無理を

坪義幸氏が︑モラロジーの 講

￥
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や違うな︑ど

東︑西尾線の高架横に現在の

㈱田中屋は名鉄西尾訳の南

こかサービスが違うかも・・⁝．

だろうか？い

が名古屋で仕事を受けたから

するのは︑たまたま西尾の人

んがあるのに名古屋まで配達

る︒名古屋にも多くの問屋さ

屋でも時々見かけることがあ

タナカャのトラックは名古

田中佑一氏

傍代表取締役社長

難悠蕊

▼新 問 屋 シ リ ー ズ ▲

蕊蕊鉄嘉
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丁目三十一

大正五年六月十九日生

創業者田中一二三
会社設立
昭和五十七年五月一日

﹁規制緩和による
建築関連への影響﹄

ノ

あいち技能プラザ卯
ー開催のご案内

主催㈱愛知県技能士会連合会

に合格した技能士によって活

国の制度である技能検定試験

㈱愛知県技能士会連△量云は︑

が形になるため﹁いい仕事﹂

と懸念されるが︑建築は結果

いう言葉をよく耳にします︒

ることはなさそう︒

さえしていればさほど心配す

このところ﹁規制緩和﹂と
現に︑粥年来より︑いろいろ

本社所在地
ルーフセンター安城工場

西尾市城崎町六丁目十七

三氏は支那事変︵日中戦争︶

な規制が緩和されてきていま

﹁工法︑構造の規制緩和﹂

ちなみに︑資料佃

ていただき︑技能に対する理

んに物づくりの楽しさを味わっ

技能士は︑広く県民の皆さ

動している団体です︒

安城市和泉町庄司作十

二

に出兵︑戦争で左肩に銃弾を

素材︑仕様︑規格を指定す

いち技能プラザ﹂を開催いた

解を深めていただくため﹁あ

みました︒

る基準から性能重視を指定す

します︒お父さん︑お母さん︑

いて目にとまった点を書いて

る基準へ見直された︑それに

田中佑一

﹁非住宅部門﹂大型物件に

より一般住宅でも︑簡単に地

代表取締役社長
昭和十八年四月五日生

おいては︑海外ゼネコンの参

子供さんまで家族揃って一日

歳で帰郷後西尾市の小学校の
た︒終戦後奥様もと様の協力

入による価格競争の激化が予

のなか田中屋を創業した︒

で金物販売の商売を暗中模索

資本金千五百万円
従業員男子三十五名

技能士になって︑十分楽しん

米国の住宅コストは︑日本の

﹁住宅部門﹂においては︑

比率をたかめる必要がある︒

域を創設︒また３階建一般住

市部での高容積住宅の促進地

﹁容積率の緩和﹂により都

◆開催日

是非ご来場ください︒︵無料︶

る︒

板加工︑雨樋販売︵松

営業品目鉄鋼二次製品︑折

宅が多くなる︒

安い︑海外からの輸入資材の

下室を作る事ができる様にな

世の中は列島改造の好景気
で板金業界では折板が多く普
く成型機を設置需要に応じて

半分︑と艇年度建設省発表も

﹁立体駐車場﹂を建築物で

に止まっている︒戸数からし

度を輸入部材に依存するだけ

しかし︑現段階では半分程

正により車検整備が簡素化

消滅され︑さらに車両法の改

ヶ月︑鯉ヶ月点検整備項目が

度より６ヶ月点検の廃止︑岨

うに身近に助かります︑弧年

ミ一一四駆製作︑和紙人形︑

絵馬作り︑家紋︑烏カゴ︑

６番８号

名古屋市千種区吹上二丁目

吹上ホール

名古屋市中小企業振興会館

◆会場

午前加時〜午後４時

平成９年ｎ月８日山・９日伺

ます︒

きた︑折板の形状も多種にわ

下電抗︑東洋化学︶︑

あり︑輸入住宅が年々倍増し

でいただけるよう企画してい

たるがその都度成型機も新し

ダイカパイプ︑一一チハ

の規制を免れ︑小空地の活用

はなく工作物とし建築基準法

合計四十四名
平均年齢三十九才

くして現在十種類の折板の加

てきている︒蛇年度にはわず

営業範囲県下一円の板金業

年には３０００戸を越え︑昨

﹁車検制度の緩和﹂

か１３００戸だったものが肥

イプの折板を成型できるのは

者及び鉄鋼メーカー窓

年度は１５０００戸以上の輸

クボタ

田中屋さんぐらいではないか︒

口の商社を通じ業界に

これはみなさんご存じのよ
ボール部︑野営焼肉会

福利厚生慰安旅行︑ソフト

て現段階ではわが国の住宅建

他多数

につながる︒

創業地は西尾駅前の繁華街

入住宅が建築された︒

定年六十才︑再雇用有り
社是﹃信頼﹄他人を信頼

設におよぼす影響はほとんど

軽減された︒

し︑ユーザーの負担が大幅に

ンシーショップ︵高級ブ

タティック︶を開業されて
︾いる︒

↓以下に会社の概要を紹

他多数

和菓子展︑園芸即売︑

・展示即売

表札︑ヨーヨー︑竹細工︑

・物づくりコーナー

◆内容

し自己を信頼される人

トの４割を占める材料費下げ

ない︒しかし今後は建築コス

長夫人がエクセレントファ

間になるように努力し︑

︽鐸峰岬唾伊藤

良い商品を市場に出す

軸介する︒

格競争がこれまで以上になる

また︑労務費においても価

を進める必要がある︒

錘商号株式会社田中屋

鷲見

ことで社会の発展に寄
﹇月

創業地西尾市桜木町四

与する︒

安創業昭和一一十一一一年四

であるが現在は千代巳社

納入︒

工が出来る︒今でもＳ６０タ

及する中︑三河地方でいち早

女子九名

想され︑これまで以上により

教師を七年あまり奉職につい

す︒先日︑ある経済紙を見て

織溌議鍵
十六平成六年八月開設

蕊

受け貫通の怪我をして二十五

第十二回株式会社田中屋

凝議知違

島

蕊蕊愛募

本社はある︒会長の田中一二
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を発した︑岡崎板金組合の
マークが決定しました︒長 い
組合組織の歴史を持ち︑多く

我々組合員も認この事を良
機と捕え︑組合への認識︑責
任をいまいちど熟慮し︑素晴
らしい未来への分岐点となる
様努力すべき時期だと思いま

〃岡板マークに乾杯″
中西

９月各支部の動き
名古屋板金連合会

田日支部長会ｎ名
昭和支部

８日月例会
瑞穂支部

１日支部会・青年部合同
鯛名

名古屋職人展・名古
ペについて

屋連合会ゴルフコン

なる我が子と︑なかなかまつ

と︑素直に倒れてくれない

すぐにころがらないホール
ピンに奮闘しながら︑とて
も楽しい一時を送ることが

レーンに分かれて︑日頃の

村上理事長の始球式の後︑

リングをやら

始球式される村上理事長

す︒

支部だより
ボーリング大会開催

９月７日日小牧市のわ

できました︒

くわくボールにて︑毎年恒

らしいハイスコアが続出し

練習の成果を発揮し︑すば

尾張連合会

ボルとも言える組合マークが
が行われました︒

例となったボーリング大会

の素晴らしい職工を生み育て

思議に思えてなりませんでし

無かった事が︑私などには 不

︿団体優勝﹀西春支部

ました︒

があり︑総勢百十七名で優

︿同準優勝﹀春日井支部

各支部より多数の参加者

今年から組合長になられた

たゲームが行われました︒

勝を争い各レーンで白熱し

ら岡板工業組合のマークを組

ない私には︑

樋口

高柳氏︑そして新しい幹部の

合員の方々から募集してみよ

﹁年に一回の

普段︑ボー

うという事になり︑今回の組

とで︑順位な

ボーリング大

ど一切関係な

会﹂というこ

中︑この組合マーク誕生を 期

しで︑５才に

りました︒この厳しい状況の
に︑よりいっそうの組合員の

合マーク発表という段取にな

購入という話が出て︑それな

方々により︑ヘルメット共 同

た︒

た︑岡崎板金工業組合にシン

蕊

！
0KABAN

ヘルメット共同購入から 端

金
意識の高揚をと︑組合長は 望

熱田南支部

加日定例会Ⅲ名

購入配布・岡崎板金

く整備された山道を登る︒こ

めざして︑角材を階段状によ

しかし少々年式の古くなった

の間普通に歩いて約一時間︑

組合マーク決定

小生のエンジンは端ぎ端ぎで

西尾支部

鯉・妬日集団検診妬名

９日支部役員会過名

中村支部

肥日定例会旭名

県板賦課金．一日研

なく色が悪い︒どうやら少し

が一番の見所だが今年は何と

はこの八合目から九合目辺り

八合目に着く︒御獄山の紅葉

修旅行について・全

葉が見られなくがっかり︒そ

になり期待して来た山一面紅

前の初雪にやられて枯れ葉状

４日定例会塊名

まれそうだ︒

に囲まれ悠久の世界に誘い込

クに真っ赤なナナカマドの実

見え隠れする御獄山頂をバッ

青い空と緑の這い松︑ガスで

に真っ赤な実をつけて大歓迎︒

れでもナナカマドだけは見事

園一厘腰一国

青年部研修会妬名

妬日三役会５名

ｎ日青年部定例会８名

東三支部

板ノート実演肥名

肥日理事・役員合同会議

知多支部

中支部．

問屋さんより新商品

６日支部総会加名
等の説明有
尾張板金連合会

７日第６回ボーリング大

会︑名

春日井支部

８日支部定例会巧名

肥日役員会４名

５日支部定例会Ⅳ名

津島支部

会ｎ名

木曽の御嵩山から﹁紅葉が

５日支部ボーリング親睦

妬日臨時会組合旅行及

見頃になったから見に来てお

八月二十六日㈲雨
三二一号編集会議

くれ﹂の便り︒そこで山登り

午後五時終了⑧

委員七名出席

狸名

と写真撮りには天候第一と天

ばかり早朝に出発︒毎日

友人達は待ってましたと

時間を持て余している

年族の悪友三人を誘う︒

予報
報で
で快
快晴
晴を
を確
確認認
気予
しし
てて
︑︑定

び事務処理について

晦日支部定例会溶接講

犬山支部
習・県板共済制度の

推進について過名

過日支部役員会６名

江南支部

忙しい思いをしている自

分から見れば暇のある定

小牧支部

７日支部会合県板理事

年族は羨ましい一面もあ

も張り合いがあって楽し

趣味の時間を作り出すの

るが︑忙しい中に行楽や

会の報告皿名
西三板金連合会

ｎ日第２会幹事会別名
岡崎支部

御岳ロープウェイで七

いものだ︒

部組合員名簿作製Ⅲ

一師上の八合目女人小屋

合目へ上がりここから約

県板賦課金増額・支

４日支部役員会別名

月・ヘルメット共同

紅葉の八合目と女人小屋

§

んでいます︒
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