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じめ︑東海北陸自動車道︑

東名・名神高速道路をは

東海環状自動車道︑三遠

南信自動車道等の整備促

進︑名古屋港︑衣浦港︑

三河湾の整備など広域交

通ネットワークの充実を

ザ﹂を活用した

物︒リサイクル対策︑伊

る社会を築くため︑廃棄

なりました二○○五年国

て愛知で開催することに

協力のおかげをもちまし

各界の多大なご支援︑ご

愛知県知事鈴木礼治
健康づくりの推

勢湾・三河湾の水質浄化︑

そして︑県民の皆様や

図ってまいります︒

進や︑在宅福祉

際博覧会については︑昨

協会を中心に︑県民の皆

身近な緑や水辺の確保︑

様や国︒関係団体等と連

サービスの充実︑

さらに︑本年四月に移

携︒協力しながら開催準

年秋に設立された博覧会

転開学する県立大学の充

備に全力を注いでまいり

注いでまいります︒

しい街づくりな

実をはじめ︑科学技術交

下水道の整備などに力を

ど︑﹁愛フルプラン﹂︵あ

流センターの整備など学

福祉施設の整備

いち８か年福祉戦略︶に

ます︒

促進︑人にやさ

添って総合的な福祉施策

術研究開発機能の一層の

あけましておめでとう
県民の皆様には︑すが

強化を図るとともに︑情
きとした長寿社会をめざ

文化活動を通じて生き生

誘導や中小企業対策︑雇

報通信など新産業の育成・

には一一○一○年に向けて

組を基礎として︑本年春

ございます︒

るとともに︑スポーツ︑

を積極的に推進してまい
す︒また︑皆様のご理解

さらには︑こうした取
こととお喜び申し上げま

すがしい新春をお迎えの

を得て︑県政が着実に進

を策定し︑皆様とともに

の愛知の地域づくりの指

一方︑交流新時代へ的

りたいと存じます︒

豊かな愛知を築いてまい

針となる新しい地方計画

確に対応するため︑グロー

本年も県民の皆様のご

でまいります︒

いたします︒このほか国

バルな交流を支える基盤

用の確保などに取り組ん

際交流の推進や文化・観

となる中部新国際空港に

りんビック︶を秋に開催

新しい年は︑県民福祉

光︒生涯学習の振興︑男

す全国健康福祉祭︵ねん

の向上を目標に︑魅力あ

女共同参画社会の実現の

くお礼申し上げます︒

る愛知づくりのための施

理解とご協力をどうぞよ

展しておりますことを厚

策を︑着実に推進してま

ついて︑関係者の理解を

す︒

平成十年元旦

ための施策などを進めて

すとともに︑この春に一

いりたいと存じておりま

部供用が開始される第二

ろしくお願い申し上げま
また︑﹁環境基本計画﹂

得ながら早期着工をめざ
に基づき︑環境と共生す

まいります︒

本年六月に全館オープ

す︒

ンした﹁あいち健康プラ

十数年来値上げなしのままで

すが︑県板としましては︑こ畠

・次は賦課金の値上げの件で

ての偉容も十年度には姿を現

都市基盤整備副都心ビルとし

建てビルも建設されつ狸あり︑

充実のもと︑一丸となって与

なりません︒私も組合組織の

分の城は自分で守らなければ

て︑どのようにして実践に取

金業界はどのような方策を立

るい材料のないこの一年︑板

新年早々︑不況感が強く明

り組んで行くのか︑真剣に考

のもてる︑明るい組織作りに

えられた職務に取組み︑希望

えなくてはなりません︒

します︒何と申しましても︑

当たらなければならぬ決意で

性も業態も様々ですから全員

国は行政改革に取り組んでい
ますし︑財政の見直しに伴う

燃えています︒一層の御支援︑

間︑全板連賦課金の値上げ︑

県板職員の福利厚生費の新た

今後も注目されます︒建設業

たします︒結びになりました

御鞭推︑お力添えをお願いい

運営をして参りましたがこの

く開催されます︒次に︑中板
なる発生︑他諸費用の増大に

更生法適用申請︑銀行の倒産︑

界では︑中堅ゼネコンの会社

理事長村上章
協では創立二十周年記念行事
ますので︑どうしても四月新

伴い赤字運営を余儀なくされ

す︒掴て︑愛知県板の新年祝
年度よりは五○○円のアップ

証券会社の廃業等々︑何やら

申し上げまして︑新年の御挨

事業の更なる御隆盛を御祈念

が︑皆様方の本年の御多幸と

を大いに利用した営業展開を

ら︑組合事業に協賛し︑組合

の事業所の特性を生かしなが

心掛けて頂きたいと考えます︒

目まぐるしく社会変革の事態

拶とさせて頂きます︒

を迎えています︒我々も安全
作業で日常業務につとめ︑自

の止むなき状態であります︒

事会に於て御説明申し上げま

理事会︑総務委員会︑常務理

したが︑現状のままで推移致

三日︑午後三時開会でクラウ
ンホテルに於て︑名古屋板金

しますと各委員会活動も消極

育訓練用全国統一テキス ト 策

基幹技能者像作りのため の 教

まず上部団体の全板連では︑

ましを述べさせて頂きます︒

関連する諸団体の行事のあら

た︒ここに本年の県板事業に

き︑始めての新年を迎えまし

まして理事長に就任させて頂

昨年皆様方の御推挙により

お慶び申し上げます︒

になられましたこと︑心より

八つの委員会︑即ち︑総務・

加入促進を始めとして︑次の

の普及︑スーパーがん保険の

たなる事業として全板ノート

非御参観下さい︒その他︑新

値ある催しでもあります︒是

れています方々は︑一見の価

れます︒ダクトエ事に関係さ

月十七日から二十日迄開催さ

於て︑会場ビックサイトで二

調ダクト総合機材展が東京に

クト業の関連行事ですが︑空

加を期待しています︒次にダ

インも出ました︒

部新国際空港の建設のゴーサ

なりません︒これに伴い又中

み︑万博成功をなさなければ

た︒これには県民あげて取組

知万博の誘致に成功致しまし

は御存知の如く︑昨年は︑愛

す︒当中部地方におきまして

十一世紀も目前に迫っていま

なげたいと存じます︒掴て二

の姿勢で取組み︑活性化につ

す︒皆様に御承認頂き前向き

ず︑尻すぼみの状態に陥りま

的に終り︑組合の発展もなら

て︑組合員各位の︑よりいっ

時代の流れに対応した︑前向

営業・技術・事務処理など

てお目出度うございます︒平
で︑従前にも増して多数の参

連合会が担当して行いますの

定について︑特別委員会 を も

広報・技術研究・技能・厨房

そうの資質向上に反映できる

に研讃し合う仲間を増やし︑

新体制発足から半年が過ぎ︑

数は力を鼓舞しましょう︒

改造された愛知県板の八委員

盛り上がりで委員会活動を進

み状態にある﹂とついに本音

めています︒これまでの事務

会は︑精力的にこれ迄にない

アジア各国の経済動向の落

局主導型から自主的活動を推

を発表しました︒

価の急激な下落は底が見えず︑

ち込みと絡み合い齢通貨・株

厨房・経営研究︑それぞれの

研・保証・厚生・検定・空調

分野で︑やる気満々の各委員

進するため︑総務・広報・技

振が追い討ちをかけた︑日本

長の統率のもと︑サポートす

昨年四月から消費税率の引上

経済は景気回復どころか︑益々

げなどによる︑個人消費の不

景気後退が加速する局面に展

明けましてお目出度うご座

各位には︑平成十年の新春

る事務局との息もぴったり合っ

います︒

をお家族一同様共々ご健勝に

開しそうな一年を感じます︒

は政治不況と言い切ります︒

内閣﹂そして現在の経済不況

待致します︒

の平成十年﹂で有ることを期

不況を吹っ飛ばす﹁行動力

す︒

せて﹁景気はこのところ足踏

秋︑これまでの表現を後退さ

ある識者は﹁感度のにぶい

の無策とまで言われます︒

て迎えられ︑心よりお喜び申
し上げます︒

ると言い続けて数年︑一向に
又︑金山地区にはボストン

弾みのつかないまま︑昨年の

期待するところも大でありま

美術館の誘致による三十二階

す︒

きで積極的な行動力と︑互い

うけて会議を重ねています︒

愛知の玄関口にはＪＲツイ

また︑大手証券会社の経営

よう︑努力を続けてまいりま

恥︑︑辞．城︑︑︾巡瞳．︑輪公︑呼ぶ︽・季︑評・︽・事﹄崇零﹄︑ふふ手鼻

今春には出来上るものと思っ

空調・経営研究・保証・厚生

ンビルの建設も︑本年は最盛

など︑金融政策の無策は政治

破たんや︑都市銀行の行詰り

戸やゆ

ています︒

各委員会をもうけていまして︑

経済企画庁は毎回々︑景気

副理事長

次に全板青年部の技能 技 術

動向は緩やかな回復基調にあ
杯御協力を頂いております︒

ボルとしても︑我々の県民の
尚本年も事業推進のため格別

期を迎えます︒愛知県のシン

躍を念願致します︶︒また︑

す︵上位入賞をめざして の 活

す︒

の御精進を願う次第でありま

には県板事業の運営に︑力一

五月二十日には熊本県に於て︑

担当委員長始め各委員の方々

ｐｑﾏ､篭･

コンクール大会が二月十七日︒

I
､
譜
､
?
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」

十八日︑静岡県で開催されま

︐長斎藤充昭

族御一同様お揃いにてお迎え

賀会は本年は平日の一月二十

八五三人の組合員は︑地域

亘り石川県金沢市で行われま

大会を六月十三日︒十四日に

同じ形にはなりませんが︑個々

織鰯

成十年の輝かしい新春を 御 家

組合員の皆様新年明けまし

蕊
全国板金業者大会が例年 の 如

麓
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さらに新空港は殆どの財源を

調達で賄おうとしています︒

います︒バブルまでの好況期

財界から調達する事になって

ません︒

国の借金は四○○兆とも言

たが︑その割には豊さを感じ

われますが︑経済成長期に何

しかしこれほどの経済不況︑

ならば可能かもしれません︒

告げています︒

特に昨年あたりから風雲急を

専務理事吉田政次
新年明けましておめでとう

をしていたんだと思います︒

ございます︒

ビッグバンを売り出す前に

長長谷川信俊
御家族お揃いでよいお年を

副理事長

事多難の一年でした︒長いト

金融不安となると果たして目

好況時に作った借金が不況に

標を達することができるかと

自然爆発が起ころうとしてい

心配になります︒取り越し苦

お迎えになられたことと心よ

さて︑愛知県の製品出荷額

なって返せる訳がありません︒

は三十五兆円︵平成八年︶で

ます︒

日本の経済成長は︑昭和二

りお喜び申し上げます︒

十年後半から平成のバブル崩

ンネルから今年は抜け出せる
本年は虎年とのことで︑期

労になれば結構ですが︒

待出来る年になって欲しいも

効果が試算されていますが︑

と信じたいものです︒近年若

二十年間全国のトップを誇っ

果たして我が板金業界はどれ

者の意識は大きく変化してお

分の間トップを走るでしょう︒

兆円程の差がありますので当

ける若者が増加しています︒

他の生き方を含めて︑捜し続

二○○五年の万博︑それに間

プロジェクトが目白押しです︒

が流れることは事実ですが︑

確かに建設業に大きな資金

ほど潤うかと言うことです︒

それよりも︑これらの経済

その愛知県には今後ビッグ

のです︒

怪しくなって来ていますが︑

ますが︑実感と思えません︒

り︑自分を活かせるものは何

になるのか︑組合のみなさん

るのではと︑思わせることが

回復どころか︑悪くなってい

ています︒二位神奈川県に十

二十一世紀を担う後継者育成

は︑じっと見つめてこられて

から目に見えるようです︒価

緊縮財政によるしわ寄せが今

各業界が対策を立てる必要が

に合うように新空港の建設︑

非常に大きな事業で︑これま

あるのではないでしょうか︒

さらに︑第二東名名神︑学術

で大きな事業がこれほど続い

うすぐ着工です︒我が板金業界

いっぱいわいているようです︒

しかし︑こんな時代を嘆いて
いるよりも︵嘆いていてはス
トレスも増幅されます︶悪け
れば悪いなりに︑毎日をより
緊張して︑いろんな方向を考

こで一つ心配があります︒そ

た県もありません︒しかしこ

バブル崩域後の日本経済が

に於ても︑各委員会が︑色々

を念頭におきながら︑当組合

か︑職業はもちろんのこと︑

に︑新しい年賀をお迎え下さ

と企画研究に取り組んでいま

壊まで長期間続きました︒そ
の間︑高度経済成長だの︑経
済大国だのと騒がれてきまし

いました事と︑謹んでお慶び
申し上げます︒昨年は非 常 に
す︒保証制度の普及︑平板瓦

え︑どうしたら上向くのか︑

ることを願って止みません︒

も潤って︑寅のような勢いとな

値を求め取り組んでいます︒

讃と経営環境の改善︑労働環

ニーズに対応する︑技能の研

保証委員会委員長大友堅治

いずれにしてもどの工事もも

しつけられないよう︑今から
代の中で︑我々の仕事を保証
するということがどうなるの

悲観しているより︑良い方向

れは財源の問題です︒万博は

格破壊となるような単価を押

組合員一人一人の積極的な参

か︑原点に返って勉強してい

何分の一かを財界からの資金

研究都市等の建設が予定され

加を希望します︒英知を結集

ます︒近いうちに︑その施策

に︑そして楽しくなる方向に

の施工研修など色々︑付加価

消費税アップによる住宅 着 工
戸数減︑大企業による利 益 供
与或件など泥沼の様に悪 い 事

が肝要です︒新しい年の始め︑

し︑時代変化に対応出来る事

は皆さんの元に届くことと思

ています︒どれ一つとっても

が広がっています︒保険会社︑

皆様の御健康と御繁栄をお祈

ん︒︵そうなればストレスも

向けて考えなければなりませ
小さくなっていきます︶この

います︒皆さんには保証制度
いう看板をどう利用するのか︑

状態をはずみに︑バネを大き

を理解していただき︑保証と
考えて欲しいと思います︒そ

新年明けましておめでとう

境の改善に努め︑この板金業

く弾ませるよう前向きにもの

ご家族お揃いで新年をお迎

たいものです︒皆様と共にや

界を全国にアピールしていき

して︑商売の方に役立たせて

させて頂きます︒

新年にあたり思うこと

長高柳一男

副理事長

昨年は︑消費税率引上げの

えの事とお慶び申し上げます︒

ございます︒

くるものと思います︒新年に

を考えていくことが大切で︑

あたり昨年を振り返り︑その

前向き思考こそが道も開けて
らずも副理事長に選任され︑

私は五月の総代会で︑はか
今まで以上に責任の重さを感

ろいろご指導︑ご鞭捷をいた
だきありがとうございました︒

て︑迩進しようではありませ

がて訪れる二十一世紀に向っ

本年もよろしくお願いいたし

為に個人住宅はもとより︑価

軌跡を良く反省し︑本年に向

格破壊が︑公共工事にまで波

じております︒今後とも村上

組合員の皆様とご家族の御

んか︒

れました︒私共にとって大変
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頭の痛い問題です︒しかし︑
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昨年は県板の理事長が平野

景気の動向は︑ここのとこ
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ろ穏やかな回復といわれてい

と思っています︒
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大きな節目が出来ました︒ベ
とうございます︒咋年中はい

ご多幸を祈念して︑新年のご

け︑計画を練ることを基本に
したいと思っています︒最後
に業界の発展と皆様のご健康

いただきたいと思います︒
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に有難く︑厚く御礼申し上げ

格別のご愛顧ご支援を賜り誠

をはじめ弊社外装建材商品に

雨どいを加え外まわりの改装

ング﹁はる一番﹂を発売し︑

ブⅡ﹂に加えアルミサイディ

い申し上げます︒

すので︑どうぞよろしくお願

技術の開発に努めてまいりま

すばらしい年になりますよう︑

が皆様方にとって︑明るく︑

最後になりましたが︑今年
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本年は︑ナショナル雨どい
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こんなに多いものかと改めて

等々集中的に関連行事がある︒

理事長山本清

岡崎技術工学院
新年あけましておめでとう

を荷負うようになったのかと

思うのは︑僅かでもその一端

ございます︒皆様お揃いでよ
ろこび申し上げます︒

学割砂州畔紳峠窪掃舜儲喝蛙一目吋壷症鑑識鐸捗噌られると

愛知県板金総合職業訓練協会
れました︒

会長
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新年にあたり
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りたいと思います︒どうかよ

名古屋板金連合会会長

新年明けましておめでとう

平素は後継者育成に深いご

微妙なバランスで維持され︑

さまざまなつながりのなかで︑

図らずも会長に選ばれてしま

先輩方が大勢おられるのに︑

復基調になったと言われてい

底をついて︑以後緩やかな回

年が過ぎ︑九十三年十月には

ろしくご指導御協力下さいま

理解を得ての御協力に対して︑

その健全さが守られていて︑

すみぢさむ
いました鷲見牧と一一一一画います︒

ますが私たちの職業が回復傾

御座います︒

厚くお礼を申し上げます︒

その結果︑人間社会の秩序が

平野前理事長のご推薦があっ

改選にあたり︑村上理事長や

﹁心﹂は体と同じように︑

検定制度が始まって四十年
さて最近報道される事件の

生活をすることができます︒

維持され︑私たちは安心して

目出とうございます︒

を残して︑あわたぎしく過ぎ
を超えました︒本来の目的で
異常さ︑低年齢化などですが︑

も思い︑先輩方の御苦労を痛

いお年をお迎えのこと＆およ
昨年は世の中も私にとりま

て行った年︑平成九年︑九年

ある技能士の社会的地位の向

どの事件についても︑本人と

じる事は︑人間の本性に潜む

かけていることで︑とくに感

近頃の出来事が︑私等に話

けて友情を育てることが大切

に親切にできるか︑時間をか

す︒自分を犠牲にしても友人

たり︑互いに助け合う倫理で

す︒友人の有り難さを発見し

しい倫理が必要になっていま

今日若い年令の人達に︑新

他の職業に変わろうとしたこ

に入ったのです︒そのため︑

意志に反しながらもこの職業

私は昭和三十二年に自分の

ました︒

大役をお引き受けするに至り

て︑名古屋連合会会長という

になり︑しかも全板賦課金は

その反面︑医療費は二割負担

もＩどｌなっているのだ．．⁝．︒

減り単価は削られるばかりで

はないでしょうか︒仕事量は

とんでもない悪くなる一方で

向にあるといえるでしよ﹄？軒〆．

さて︑バブルが崩壊して六

すようお願い申しあげます︒

は苦年でありました︒せめて
なものはさして見えて来ない︒

上︑期待して久しいが具体的

か家族の心中を思うと心が痛

ハッキリ形となって表れてい

は大きいのではなかろうか︒

出るその恐ろしさです︒

否定的・破壊的な面が表面に

私は昨年五月に役員改選で

迎える平成十年は区切りの年︑

決して顕著とは言い難い︒後
みます︒

と行動力で組合を引張り︑俊
るのは︑あえてあげれば一級

感する︒

苦切の年︑よい年にしたいと︑

られた方々には一層その思い

進の育成︑検定事業に骨を折

しても︑多くの出来事と思い

歳々年々花咲けども年々歳々

敏に駈け抜けた十余年︑その
技能士の現場常駐制度にと普

願っています︒

人同じからず︒類希なる英智

ろ︑平野前理事長本当にご苦

私等も若い後継者の訓練に

今ではこの職業をとても誇り

す︒以来四十年になりますが︑

されて今日までこられたので

る中で︑組合費を値上げする

厳しい商売を強いられてい

の組合費も値上げをしなけれ

より正しい心を持った︑社会

携わる一人として︑技能は元

るが︑昨年役員改選で新理事

という事は組合員も大変であ

値上げになり︑その余波で我々

て︑その内目に良く見えない

に思っています︒なぜなら建

長になられた村上理事長も苦

とも何度かありましたが︑そ

徳育が戦後まったく教えられ

より信頼のおける人を育てる

の技術によって作り上げ形と

物に絶対必要な屋根が︑自分

渋であると思います︒

なことだと理解できる教育が

功績は勲五等に余りあるとこ

人が育つ時︑いわゆる教育

まるのではないでしょうか︒

して検定のみに有効でなく︑

んだり練習を重ねることは決

ていません︒人間は︑知・徳・

のが責務だと思います︒

して残せるからです︒しかも

組合費を︑組合事業に活かし

にお世話になったり教えてい

これまでには随分多くの方々

最後に︑今年の県板新年懇

あればと思っています︒

皆様からいただいた貴重な

ばならなくなってきた︒

むしろそれによって身に付い

でなければならぬはずです︒

体のバランスの良くとれた人

にありながら︑それに気付か

複雑な屋根になればなるほど︑

て︑より活力ある板金組合で

の都度まわりの人たちに指導

正に満を侍して時を得た感︑

新リーダー熟慮にして温厚︑

た技能は︑毎日の仕事に生か

戦後半世紀が過ぎた現在︑

ず不平不満の心で︑つい人生

揮する機会が多くなるのです︒

金属屋根が多くなり技術を発
得るために︑各自が心づかい

ただいてきました︒まだまだ

私たちが真に安心で幸福を

文部省では︑ようやく学校

とか︑行いを自らの責任で改

体育・知育︒徳育に分かれてい

三本の右腕とも言うべき副の

すというよりも︑生きて来る

社会生活の上で最低限必要な

を送りがちです︒

する時期には大きく分けて︑

布陣は︑三様の最いたる力量︑

ことが大きいし︑それこそが

モラル︑いわゆる﹁心﹂が大

必要と思われます︒

労様でした︒感謝を込めて︑

しかし乍ら︑考えてみれば

脇役を立て己を辞する象︑些

正に本意であり︑メリットと

病にかかっています︒

検定試験をクリアするため学

のゅるぎない舵取りで村上丸

考えるべきではないだろう軒〃．

重責のバトンを受けられた

心から喝采を賜るものです︒

は今年も順風満帆︑不景気波

とは言え︑やっぱりそれだけ

一方私たちも恵まれた境遇

と念じるところです︒

では満足すべきではないとも

を蹴ちらして突進んで欲しい
昨今︑とみに思うことは︑

善していくことが根本である

親会は名古屋板金連合会が受
見直しをして︑悪い事か良い

しをお待ち申し上げます︒

け持ちます︒皆様多数のお越

教育の基本である指導要領の

を皆様のお力添えを得て頑張

勉強不足ですが与えられた役

常々もう少し皆でねばり強

ようです︒

思えて来る︒

導するように各学校に通達さ

事かをはっきり子供の内に指

に十一月は技能尊重月刊︑技

く機会を取り︑各方面や関係

訓練や技能に関わること︑特

機関にアクションを起し︑リ

皆さま一人ひとりが人生改
能士大会︑能力開発促進大会

能プラザ︑技能五輪︑全 国 技

篭驚舗〃茅
知多ブロック

長蟹江利夫

ブロック長

です︒我々も価格破壊の混乱

かり︑努力することです︒

しをして営業活動の強化をは

の繁栄と御健勝を祈念して︑

最後になりましたが︑皆様

の中におり︑今はあせらず経

員の皆様方と一致団結をして︑

新年の御挨拶とさせていただ

済の安定を待っ事です︒組合

情報交換をし︑これから二十

きます︒

私達の業界は職人が主で営業
的な事︑事業のアピール等︑

一世紀に向かって前進するの

新年明けましてお目出度う
ございます︒皆様には爽やか

みです︒今は経営方針の見直

ｔ乱認

が︑この時期にこそ対外的に

特に不得意の分野であります
広く板金業を宣伝して︑自分

で希望に満ちた新春をお迎え
昨年より日本経済は︑ゆる

のこととお慶び申しあげます︒

新年明けまして御目出 とう

も毎価く﹁責任施工保証制度﹂

自身勉強不足と︑適当な物件

員会を担当しましたが︑自分

常務理事西俣章

に は ︑ 希望に満ちた新春を迎

ご ざ い ま す︒組合員の皆様方

の地域の仕事を自分のものに

さて︑私ごとですが︑昨年

やかに回復と云われながら︑

三月体調をくずしまして︑約

えられた 事と︑心よりお慶び

ます︒

は︑そのきびしさは一層ひど

一カ月入院致しました︒その

申し上げ

組合員皆様と︑責任施工保証

して行くことが大切だと考え

くなり︑混迷を続けておりま

間に支部長に就任致しました

制度に取り組む事を約束しま

回復どころか低迷を続けるば

す︒北海道拓銀の倒産︑総会

ので︑前支部長はじめ組合員

復 は お る か︑今時どこの会合

壊後七年 に も な り ま す が ︑ 回

かりであります︒特に年末に

万戸の住宅建築を目指す﹂と

屋事件︑野球選手の脱税等々︑

の皆様に御迷惑をお掛け致し

尾張板金連合会

の事ですが︑景気の即効性は

次々と暗い出来事が続出し︑

申し訳ありませんでした︒病

会長細野清

新年明けましてお目出とう

期待されないと思います︒愛

一点の明るさを見い出すこと

すべてをとりまく環境は暗く︑

板金業界もバブル崩

ます︒

ンバーが一生懸命頑張って︑

したが︑今年度は︑委員会メ

に取り組む事が出来ませんで

ございます︒皆様におかれま

知万博の開催決定︑中部国際

私共︑

しては︑輝かしい新年を︑お

空港の新規着工と︑地元愛知

話など一 つもありません︒こ

最後にお互いの企業が繁栄

良くなる事を祈る次第です︒

昨年は︑色々と御指導御協

混乱しています︒政府には一

ど︑あまりにも多く世の中が

金融機関の破綻や不良債権な

して︑新年のご挨拶とさせて
確信しま

ればなら

板金業界 の発展に努力しなけ

今年一年が少しでも景気が
りがたさが身に染みました︒

のような苦しい時代一 ﹂そ県仮

に結びつく様︑頑張りたいも

に出席し て も 景 気 の 良 く な る

か予測すら出来ない不況をむ

仕事ももちろん大切ですが︑

組 合 員 は ︑県板組合を軸とし

のですね︒ご健康と今年一年

迎えされた事と︑お喜び申し

気になったことで︑健康のあ

た︒我々業界においては︑す

かえてしまいました︒しかし

どうか皆様︑ご自分の健康に

て情報の 収集︑各行事並びに

上げます︒昨年中は県板︑尾

すら出来ず︑いつまで続くの

力を頂き︑有りがとうござい

ぐに直接・間接的には︑影響

この時期だからこそ︑不況の

留意され︑不況をのり切って

のご多幸をお祈り申し上げま

県にとって明るい出来事でし

ました︒今年も昨年同様に︑

は有りませんが︑期待する事

波にのみ込まれない様に︑努

が 親 睦 を 深め︑一致団結し︑

講習会等 に参加をし︑組合員

張板金連合に︑格別なる御協

よろしくお願い申し上げま

は大きいと思います︒当板金

いただきたいと思います︒

す︒

力してゆかねばなりません︒

東三ブロック

して﹁ガン保険﹂﹁共済保険﹂
﹁全板国民年金基金﹂﹁全板国

ブロック長

昨年は消費税５％に増税と

長平松良之

組合の福利厚生事業の一環と

。

昨年は銀行︑証券会社の倒

す

産など思いもしない出来事が
有り︑経済環境は依然として︑

不況から脱しきれず︑中小企

民健康保険﹂などに一層の御

りましたが︑下半期にはかな

上半期はまずまずの受注があ

皆様の御健康と御繁栄を御祈

力を賜わり︑誠にありがとう

また︑新聞紙上をにぎわす

りの減少となりました︒

なり︑厳しい年となりました︒

組合員の皆様におかれまし

新年あけましておめでとう

加入して頂くよう︑厚生委員

ては︑御健勝にて新年をお迎
えの事と︑お慶び申し上げま

ございます︒

のメンバーとして︑お願い申

理解を頂き︑一人でも多くご

制緩和による競争の激化など

し上げます︒今年もきびしい

業を取り巻く経営環境は︑規

の経済報告には﹁回復の基調

厳しい一年でした︒昨年ｕ月

を乗りこえましょう︒最後に

年ですが︑組合員一同︑寅年

上る時︑踊り場で休んでいる

りして︑新年の挨拶とさせて

︷９０

この所足踏み状態﹂﹁階段を

は失われていないが︑景気は

状態﹂と発表されました︒自

早く景気対策を望みたいもの

ございました︒本年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます︒

頂きます︒

て︑発表された﹁肥年一五○

民党の景気対策︑第２弾とし

な

す
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守る外に手はあるまい︒

最近の報道によると︑会計

作りと情報社会を先取った業

地から︑景気の回復を望みつ

今年の抱負を申し上げるべ

つ︑すばらしい年であります

の組合員の方も共存共栄の見

をと願い︑納得のゆく︑透明

事を祈願し︑新年の挨拶とい

界の運営を願うもの︑愛県板

感あふれる行政と環境に優し

が︑今こそ芯のある行政改革

く︑一方︑私共の上部団体も
たします︒

きを批判がましく述べました

経費の削減に努め︑良い組織

はきびしく︑又時にはやさし

で出来る様になります︒時に

もらい︑練習を重ね三時間位

委員長

長内山英臣

技 能 委 員阜貝今室

新年あけましておめでとう

組合員の皆様におかれまし

ぼとぼとと材料の上に落ちる

く︑夏のむし暑い日︑あせが

ございます︒

ては︑よい年を迎えられたこ

全国の百九十の社会保険事務

春を迎えられたことと存じま

います︒心新たな気持ちで新

明けましておめでとうござ

易に施工出来る事を体感し

金淫先生が他界された事でし

西三技能士会講師であります

出来事がありました︒それは

は私共技能士会に大変悲しい

伝達式︑合格者のほんとうに

験の合格発表︑十二月合格者

思います︒そして十月には試

体験出来た事を人生の良い思

感と︑今までにない苦しみを

時もあります︒一日仕事をし︑

所を通し調査した結果︑人材

﹁早速我が家の新築に平板瓦

た︒また人の別れと出逢︑そ

昨年中は技能士会の事業に

ととお喜び申し上げます︒

派遣業千四百業者の社会保険

平成八年度の年間住宅着工

で葺きたい﹂と言われる方も

れは毎年技能検定試験の講習

技術研究委員会

昨年は初年度の予測も外れ︑

件数は百六十四万戸であった

瓦工業組合では﹁講義︑実

おられました︒

一年間の疲れがとれます︒又︑

うれしそうな顔を見ると私共

ですが︑なんとしても合格出

景気の衰退も急速に進み ︑ 経
料の未回収が五十四億円に及

のに対し︑昨年度は百四十万

を受ける受験者との出逢です︒

十一月には毎年の行事であり

夜講習を受ける受験者も大変

済界はもとより私共の業界に
ぶとの報︑国民として黙認す

戸前後にとどまりました︒こ

習の御要望があればいつでも

まって六月︑七月︑八月実技

毎年四月になると申請から始

昨年は表札︑家紋︑レリーフ︑

ます技能プラザの参加です︒

うございました︒今年も組合

まで波及し︑工事業の減少と︑

る訳にはゆかず︑早急に徴収

の原因として消費税３％から

これからの委員会の活動は︑

応じます﹂との御返事でした︒

初は四時間位かかりますが論

学科講習︒製図の展開図も最

より毎年ステンレスちりとり

鉢受皿と東三の大栄製作所様

ご協力下さいましてありがと

度外視した価格の削減とによ
民に負担を課せない様要望し

法を適用しそれらの付けを国

５％への引き上げ︑株︑債権︑

組合員の皆様方の御意見︑御

指導員の熱心な指導により︑

と︑丸かんの寄付もあり大変

副委員長青木久治

り︑一層深刻な状況の中で死

円の三つ揃ったトリプル安値

要望に基づいた計画を立て︑

一級︑二級共三十分から四十

好評でした︒組合員の皆様今

膨大な血税の使途不明に加え︑

活問題にまで追いこまれ 苦 悩
たい︒今回の健康保険の適用

等︑社会的情勢も大きく影響

実践する事により組合員の方々

分位で書ける様になり︑実技

年こそ一度御家族でお出かけ

検査院の監査報告によれば︑

の極まり︑しかし経済企画庁

団体が総てと理解していたが︑

除申請が︑一律に各々の業種

したように思われます︒

のお役に立てばと考えており

に入っても一つの課題を作る

お家族揃ってお迎えられ︑皆

の談話では︑緩やかな景気の

一部の業種団体と聞く︑不合

こうした中で技術研究委員

ます︒

のに六時間から七時間位かか

れました︒一日半の日程で︑

はすべて手作業で行います︒

なくなっています︒検定試験

し木﹂をつかって折る事が少

中でも平板瓦葺は比較的容

して検定試験当日のあの緊張

回復が望めるとの談話︑しか

理な行政にいら立ちが隠せな

会は︑昨年競合業種に目を向

最後に希望とプラス思考を

来る様に指導しています︒そ

し裏腹に最悪の実態︑香港返

い︑法政上は法人であるなら

け︑愛知県瓦工業組合様の御

常に持ち続け︑今年も良い年

員皆様の期待にそえる様︑委

還後急速に円安の煽りを受け︑

ば強制適用だと国は指導して

配慮により平板瓦︵Ｆ瓦︶屋

最近では縦割行政が先行︑

瓦製造の工程︑屋根寸法の決

半日は瓦の歴史︑名称︑粘土

とご協力をよろしくお願い致

本年も組合員皆様のご理解

です︒

これが技能士会一年の行事

よる雨仕舞︑釘打ち工程によ

歩調を合せた如く不景気 の 兆

いるものの︑放置され市町村

根葺の講習会を開催致しまし

下さい︒

からお慶び申し上げます︒

候あり︑国内の株価は下落し︑

窓口ではそれらを確認せずに

ります︒今日はなにをするに

員一同がんばります︒又昨年

バブル崩壊後の雛寄せが一驚

安易に国保加入を受理し︑行

でありますように御祈念申し

る平板瓦葺を行いました︒

に浮上し︑至難の技といえよ

た︒受講人員十五名の予定の

徹底して縦横の綿密な連携を

す︒

う︒身近な問題として都市銀

政の運営に憤りを憶えてなら

も機械の時代です︒﹁ひょう

も含め海外投資も激安︑ 海 外

保ちつつ一体化し︑年金制度

行︑証券会社並びに大手ゼネ

上げます︒

進出企業にも影響を及し ︑ 閉

り︑時には自分達でやって見

私共指導員は受験者に手を取

ない︒

鎖も余儀なく信頼性を損 い 懸

め方等の講義で︑もう一日は

せ︑道具の使い方等を覚えて

仙善︑夢
の破綻のなき様︑安心して掛

の会社で実習︑カラー鋼板に

念が心配されよう︒

す︒

三班に分かれて各瓦メーカー

し︑業界の歩むべき進路を見

今後の政財界の動きを 観 察

けられる様配慮を望むもので

コンなどの連鎖倒産︑それら

ところ三十一名の方が受講さ

様方のご健勝と︑ご多幸を心

ございます︒輝かしい新春を

新年明けましてお目出とう

一委員長

厚生委員会

書這
雪雲

＃藤第三十回西三板金連合会蝋＃
法はないかと提案があり各支

︵建設廃材処理安城市

部の活発な意見が出された︒

るのでゆっくり温泉につかり

当日の夜は宿泊となってい

一つのパートナーとして必ず

板ノートは景気不安の中で︑

け原点にたち帰り自分の城を

いと思いますが︑地に足をつ

１時間講演して頂き︑我々の

は︑おそらく景気は良くなら

守り頑張りましょう︒今世紀

業界に役立つ良い勉強になっ

確信いたします︒

皆様の役にたつ商品であると

懇親会に入った︒野田

諸国が特に不安定で︑隣の韓

れています︒アジアアセアン

います︒今後我々は組合を中

成る︒今︑正しくその時と思

た︒

は万博の決定と中部国際空港

ないと思いますが︑東海地区

で我々の業界の楽しみも多く

の新設︑東海環状線の着工等

さて国内景気は長いトンネ

りません︒大手の北海道の銀

ルに入ったままで出口がわか

行が倒産しゼネコンも青息吐

議事のあと︑吉田専務理事

昨年はたいした事も出来な

方と一緒にスクラムを組んで

心にこの厳しい時期を皆様

ます︒旧年中は県板工業組合

トの普及販売が経営研究委員

かねません︒

第二第三の銀行の倒産になり

債権を抱える事になりますと︑

さて︑世の中はこれだけ変

の担当と言う事で︑この事業

化が速く︑先行不安定で事業

を成功させたいと思っており
ます︒組合員の皆様のご協力

の事業︑行事に御協力いただ

ご理解をいただきますよう心

き厚く御礼申し上げます︒

昨年の役員改選で新たに経

乗り切ろうではありません

最後に組合員皆様の益々の

か︒

実のある年になりますよう︑

新年のご挨拶と致します︒

心からお祈り申し上げまして

ですか？と問うのが好きで

︵私より年下の方︶に夢は何

１●

エティーに富んだ発想は︑頭

す︒夢は人それぞれ︒そんな

１１・

の堅い私には羨ましい限りで

１・Ｉ

す︒いろいろな情報や意見を

ても﹃いい顔﹄をしているも

夢を語る時のその人の顔はと

１︐１．

受け入れることのできる柔ら

のです︒当然︑私も語るのは

１︲

ものです︒私が本年度より︑

かい頭と︑ハートを持ちたい

シャーをかける意味もありま

大好きです︒自分自身にプレッ

１１．１．１．１︲︐︲︲．Ｉ．︲︲．︐︲●１．１．１︲ｌ

愛知県の青年部員数は︑約

青年部長を努めさせていただ

１︲●１．１．！︲・

二百名で全国一位です︒今私

いて一番楽しいことは︑いろ

ｆ︑〃■可ニグ︑

はこの二百名の青年部員の方

いろな人と出会えることで

ｒ︑二Ｆ︑宮ｆ︑４ｒ︑二Ｆ︑宮〃︑〃■︑．Ｆ︑︒ｆ︑二Ｆ︑ｆ︑二Ｆ︑〃︑ｆＬ〃︑〃︑〃︑〃ｒ︑宮ｆ︑二Ｆ︑〃■︑〃︑

新年あけましておめでとう
ございます︒旧年中は青年部
活動を通じたいへんお世話に

が何を考えているのか︑とて

ｆ︑二Ｆ︑〃︑

︐︲︐︲︲●︲︲︐︐１．１１．１１．１．Ｉ︲︐１︐︐︲︐︲︲．︲︲

営研究委員長の重席をいただ

１．１●Ｉ

意欲もなかなか沸き上がらな
１︐１︲Ｉ︲︲︲

１︲︲︲︲Ｉ

からお願い申し上げます︒全
１︐１︲︲︲

き身に余る思いです︒
︲・

なりありがとうございました︒

も興味があります︒一人一人

迷状態のままである様です︒

さて︑依然として景気の回
復は見込めず︑建築業界も低

い申し上げます︒

まし合い前進する︑これから

ます︒お互いに助け合い︑励

ら何かが見つかる様な気がし

の考え方は違っても︑そこか

とってお金では買えない財産

人間同志のふれあいは︑私に

びを持っています︒そうした

る我々は︑同じ悩み︑同じ喜

す︒同業者であり同年代であ

りたいものです︒

れぬ様︑前向きな心でがんば

が﹃正夢﹄になる様︑夢を忘

あります︒新年を迎え︑﹁夢﹄

と自分に言い聞かせるためも

す︒再認識し︑がんばるぞ／︑

大切に努力していくつもりで

私は常々︑若い世代の方

す︒

だきます︒

て新年のご挨拶とさせていた

多幸とご健勝を祈念致しまし

最後に︑今年の皆様方のご

はそんな時代ではないでしょ

いる方がみえます︒彼のバラ

人に海外でビジネスをされて

であり︑これからも出会いを

誰もが︑暗闇の中から一筋の
光を見つけだそうとして必死

このままではだめだ︒じゃあ︑

話は変わりますが︑私の知

うか︒

どうすればいいのか？常に

このままでいいのか？いや︑

になっておられるはずです︒

頭の中を廻ります︒

部長河田雅彦

本年も昨年同様︑宜しくお願

℃〃■︑︒ｆ︑．〃︑Ｊ︑二Ｆ︑．ｆ︑二Ｆ︑．〃︑ｆ︑二Ｆ貼阜ｒ︑

青年部

昔の諺に辛抱する木に金が

より県板現況の報告があった︒

国も大手財閥が倒産し︑その

あります︒

参加が有り︑総会は藤井氏の

高柳副会長の閉会の辞により

くあっという間に一年が過ぎ

息︑生命保険会社も最後に生

司会で進行され︑まず西俣副

上げます︒平成十年の新春を

あいさつをする西三板金会

残れるのはわずかな数と言わ

会長の開会の辞が有り︑続い
総会を終了した︒休憩のあと

アセァン諸国の融資等で不良

財閥に日本の銀行が融資し︑

ビ︑サイディング等の残材処

連合会会長山本清氏

謎んで新年の御慶びを申し

て全員で物故者に黙祷を行なっ

合の事業の一つで有る全恢ノー

後悔しております︒今年は組

には﹂と題して

講演﹁労働時間短縮に取組む

所長大野実雄先生より

た事を心よりお慶び申し上げ

伸次

雲

御家族様一同で迎えられまし

委員長滝

経営研究委員会

綴

役員総会開催

西三板金連合会はｎ月即日
午後１時別分より第釦回役員
株式会社キトー商会

総会を形原温泉ホテル新葵荘
に於いて開催した︒当日の出
電話呈奈ｌ程

鱈

大野経営労務事務所

七一一一七一一一参考︶

席者は会員弱名と来賓哩名の

鎧

た︒そして本日の担当支部神
谷氏︵安城︶山本氏︵西三板
金連合会会長︶さらに村上理
日頃から西三板金連合会に

事長の挨拶があった︒

対し御尽力いただきまし た 清
水氏・杉浦氏・奥谷氏・奥田
氏・村松氏の５名の方々に感
謝状と記念品が贈呈されまし
︵名古屋板金連合会会長︶横山

た︒来賓の挨拶には鷲見氏
興業社長様より挨拶があった︒

議長に毛利副会長が選出さ
れ議事に入った︒平成９年度
経過報告を久世氏︑会計報告
を高橋氏︑監査報告を加藤氏
が報告し三案は満場一致で承
認された︒続いて内山氏が西
三技能士会の活動報告を岩崎
あった︒その他では︑高柳氏か

氏が西三青年部の活動報告が
ら今︑産業廃棄物︵建設廃材︶

●､43h℃.蔀→凸転T盛.
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ましては︑御本人からのお申
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内 田 昇

田中吉康
（中）

（瑞穂）

（中）

浄友竿霊蚕す

出も有り従来通り総代会にて

野村吉男

（中川港）

平成九年度は次の組合員の方々が表彰されましたので紹介
します︒組合員こぞって祝福しこれからも益々お元気でご活

躍されます様祈念したいと存じます︒︵順不同敬称略︶

平野弘氏

昨年十一月三日秋の叙 勲 に
行うことと致しました︒皆様

秋の叙勲
時に非常に有意義なこ

多大な喜びであると同
とと存じます︒平野
御祈念申し上げます︒

弘様の今後の御健勝を

際し︑前理瓢長平野弘様に
方の多数のご参加をお待ち申

長谷川信俊

内藤政紀

（中）

（碧南）
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尚同氏の祝賀会につき

て業界への御尽力と地域社会
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中で唯一の﹁月刊誌﹂として

るのと︑﹁全板組合新聞﹂の

も楽しみを持ってやられてい

﹁編集﹂と︑たいへんな中に

諸先牽がたの﹁記事﹂集め

ぬいて﹁五割﹂の出筆率を︑

ましたが︑なんとか肩の力を

どこまで出来るか不安になり

本語も正しく書けない自分が︑

事は書けないし︑ましてや日

だ︒

ている人はそう多くないよう

二支を﹁エト﹂というかを知っ

誰でも知っているが︑なぜ十

と︑十と十二の最小公倍数は

を順繰りに組み合わせていく

いま聯す︒

広報委員として
そして職人としての今

実のところエトというのは

サイクルとなる︒したがって

六十だから︑六十通りの組み

六十年で元に戻ることから︑

合わせができる︒これがワン

六十歳を﹁還暦﹂と呼ぶわけ

正確にいえば十二支ではなく

﹁甲・きのえ﹂﹁乙・きのと﹂

十二支を﹁ね︑うし︑と

だ︒

ら⁝⁝﹂と読むのは通俗的で︑

﹁戊・つちのえ﹂﹁己・つちの

﹁丙・ひのえ﹂﹁丁・ひのと﹂

がある︒十干というのは︑

十干︵じっかん︶と深い関係

そして︑この十干と十二支

﹁金﹂﹁水﹂のことだ︒

民主主義の本質は︑物事の決
全国の組合︑及び関係機関へ

ＷＨＡＴ＆ＨＯＷ
員大橋政保
あけましておめでとうござ
め方︑ＨＯＷだと思います︒

発送されていると聞き感心し

広報委員

います︒新任広報部員の大橋
この考えは民主主義に反しま
ました︒それだけに下手な記

めざして頑張りたいと思って

です︒本年度も斉藤広報委員
ある銀行や証券会社の不祥事

す︒信用が命で経済の基盤で
と経営不振が報道されていま

長を始め︑諸先輩の御指導の
として任務を果たしたいと思
すが︑日本の景気回復の為に︑

下で︑西尾支部の代表の一人
います︒昔︑ハイディガーの

正しくは︑﹁し︑ちゅう︑い

と読む︒

と﹂﹁庚・かのえ﹂﹁辛・かの

くからこの名がある〃え〃は

これらの企業に対し政府の助

﹁兄﹂を表わし︑〃と″は﹁弟﹂

けが一番だと思います︒でも

私たち広報委員は︑紙面の

を表わしている︒また︑﹁き﹂

︵何故︶とＨＯＷ︵如何︶は

広報委員としての始めての

上から︑何か新しい情報︑もっ

﹁ひ﹂﹁つち﹂﹁か﹂﹁みず﹂は︑

実存主義の講義でＷＨＡＴ

せん︒今の景気不振は︑金の

盗人に追金なら納得はできま
新年を迎えようとしている今可

と良くなるための知識︑そし

それぞれ﹁木﹂﹁火﹂﹁土﹂

ん︑ぼう︑しん︑し︑ご︑び︑

並立すると教わりましたが︑

流れの歪や︑国民の心理面

は︑かってなかった程の苦境

私たちの生活を取りまく状況

て提案を与えつづける必要が

と﹂﹁壬・みずのえ﹂﹁美・み

﹃ＷＨＡＴがなければＨＯＷ
︵将来の不安や不信感︶も関

に立たされている様に思えま

あるのではと思います︒

広報委員︑中西利夫

︵手段︶は意味がない︑ＷＨ
係し︑これが投資マインドや

す︒︑バブル崩壊以後︑不況不

しん︑ゆう︑じゅつ︑がい﹂

ＡＴの下にＨＯＷがあるので
消費マインドを冷やしている

況と言われながらも︑建築業

の組み合わせを繰り返してい

はないか︒﹂と質問したとこ
様に思います︒ＨＯＷ︵王段︶

ずのと﹂で︑﹁え﹂と﹁と﹂

ろ︑教授は﹃そう︑君のはま
が大事です︒規制緩和を言わ

と考え始めている次第です︒

想に近づけたらと︑ぼんやり

ほんの少しでも︑そんな理

状況が続くのでしょうか？

さに古典的な考え方だ︒現代

ると︑まだまだある程度の好

界にとっては︑他業種と比べ

最後に若爺ですが私の好き

ちのえ︒とら︶で︑ぼいんと

読む．プハ州淵Ｉ筆

私は広報委員一年生

がく︑卵は世界だ︑生れ出よ

﹁烏は卵を出ようとしても

には︑聞くこと見ること分ら

になりました︒初めての会議

私は今年６月から広報委員

いて︑私にも出来るかなと不

ぱきと仕事をこなす姿を見て

直します︒私は先遊方のてき

広報委員野田和彦
この業界は︑〃遅れてくる

うとするものは︑一つの世界

で﹁愛板﹂を読む所は自分の

安にもなりました︒私は今ま

な言葉を書き添えます︒

ちなみに今年は︑戊寅︵つ

科学では本質をＷＨＡＴ の 代

れていますが︑これからの日

きた様に思います︒

調な景気というものを保てて

本は先進国として︑公平さと
公正さと透明性の下で経済活

れば説明できない事象がある︒﹄

動をしなければならないと思

わりに︑ＨＯＷで説明しなけ

果で評価される︒過去に過ち

と言われました︒政治家 は 結

んだよ〃と︑誰かに言われた覚

ないことばかり︑しばらく先

います︒

が大事と考える人がいますが︑

えがあります︒しかし︑今こ

を︑破壊しなければならぬ﹂

輩方の仕事ぶりを見ているこ

を犯しても能力のある事の方

そは︑〃本当に来たな〃という

勇気を持って︑新年を迎え
く︑ましてや﹁広報委員﹂が

員松永勝康
ご存じのように︑十二支は

す︒記事の行数・写真など︑

の中でも編集は大変な作業で

︵校正︶配布︵毎月１回︶そ

かった︒

います︒広報委員になってよ

て頂けるようになりたいと思

﹁愛板﹂の発行を楽しみにし

でした︒これからは皆さんが

﹁子丑寅卯辰巳午未申酉戊亥﹂

うまく収まるよう何度も組み

かった︒何か恥ずかしい思い

新年明けましておめでとう

である︒これが︑一年ごとに

記事集め︵支部だより︶編

ございます︒今年は︑寅年で

順繰りに交代していくことは

集︵見出し・割り付け︶印刷

確に知っていますか︒

すが︑この十二支の事を︑正

広報委員

気に入った所しか目を通さな
トンネル︑しばらくはこんな

気がします︒出口の見えない

どんな活動をしているのかも

とにしました︒

われ︑これまで板金組合新聞

﹃愛板﹄新春号に広報委員

たいと思います︒

﹃愛板﹄など読んだこともな

広報委員伊藤公
明けましておめでとうござ

の一員として貴重な枠をさい

います︒

て頂きましたので︑新年への

広報の一員にくわえて頂い

になりました︒

て半年︑斉藤委員長をはじめ︑

しらないまま引き受けるはめ

昨年五月︑支部長様より広報

抱負を書かさせて頂きます︒

委員をやってくれないか と 言

かなければと︑子供が励みに

はり子供のために一生懸命働
りとの報告あり︑事務局にて

料の未納の事業所が５件程あ

全板国保加入者の中で保険

て︑理事長名による﹁スーパー

現在県板の事業の一環とし

となりご理解の程を︒

し︑ご支援を募る事との結論

を通じて強力に勧誘をお願い

ける様︑要望を重ね︑支部会

になればと願い︑委員会の報

大いに活用され覇組合員の量

促す事も可能なので︑是非共

告とさせて頂きます︒

蕊慰．

広報委員佐藤忠雄

の依頼を支部を通じてお願い

で︑取扱は慎重を要する︒

今まで︑何げなしに見てい

督促するも応答なしとの事︑

ガン保険﹂の斡旋及び︑加入

員猪飼直樹

た愛板新聞も︑支部長の一声
なり︑親馬鹿になるのでしょ

果︑個々の事情を考慮しつつ︑

何らかの方策をと検討した結
該当支部長宛に極秘に書簡を

広報委員

は︑広報委員会の作業に加わっ

で広報委員をひきうけた今で
を読まれた方は︑もう一度あ

うか？みなさんもこの記事

一一一一潅矩一一犀一健一蓑握潅毒這一潅一産一至一匿一医一一一一一一一一

て新聞を製作する側に立って
の頃の新鮮な気持ちになられ

功したとか︑他のことよりも

みると︑文章の区切りや文字

技能を評価していただいたこ

今後も︑今までと変わりな

く進めています︒

ています︒

新しい年を迎えて︑組合員

日頃の作業において研究や

の皆様方にはお喜びを申し上

平成９年の秋には皆様のご

えとして︑採用される事を切

て︑仕事に励んでみてはどう

指導のおかげをもちまして愛

をしている処で︑万が一の備

でしょう︒私もこれからどう

最近は特に疾病の中で︑ガ

の結論︑﹁何人も業務上知り

の量など︑一枚の紙にうまく
得た個人の秘密は漏らしては

ンによる死亡率が第一順位と

あり︑又︑毎日の仕事を楽し

創意︑工夫することに興味が

送り︑督促をお願いしてはと

文字を収めていく苦労を感じ︑

ならぬ﹂との保護規定に基き︑

知県の﹁名工百人﹂に選ばれ

とは︑最高の名誉なことと思っ

進展して行くかわかりません

慎重に取扱う事が望まれ︑今

優秀技能者の表彰を受けまし

げます︒

が︑気がつくと︑責任感を感

なっている観点から︑福利厚

更に全板国民年金基金への

この身にあまる贈り物に︑

た︒

に望むところです︒

通すようになりました︒

愛板新聞を隅から隅まで目を
じ︑子供のために仕事に励ん

生的要素が含まれている関係

さて私事ではありますが︑
後の課題となった︒

また広報委員の役目も任

でいるのでしょうか？

ｎ月でとうとう父親という立

場になりました︒正直ま だ 実

したもの︑最近は健康保険の

ッコッと続けていきたいと思っ

く︑後進の指導育成と共にコ

上︑是非にと要望が強く採用

よろこびと感謝の気持ちをお

加入促進の運動を展開中で︑

伝えしたいのですが言葉では

将来に向ってゆとりある老後

め成人病検査の受診も奨励し

負担額も２割︑早期発見のた

うまく表現できないので︑お

期の間は他の委員の方々の足

の基盤を築き︑安定した生活

察しいただきたいと思います︒

を引っぱらないよう頑張りま

をと願い︑加入を推進してい

ている処であり︑関心も深く︑

私は職人として聯事業に成

合会

ありがとうございました︒

最後に︑受賞にあたり誠に

ています︒

る現状であり︑メニューの設

ている現状︑早期発見で医師

直腸ガンの検診の予約も受付
の指示のもと︑早期治療を施

と当初の試案より好成績で事

散３件︑適用除外手続船件︑

方は︑髄才迄据置となり︑到

於いて基金に加入されていた

切換えられた方々は︑過去に

から万全の対策をと願うもの

家庭崩壊を招く恐れあり︑今

合は自己負担が極めて重く︑

一旦﹁ガン﹂と宣告された場

治する病だと表現されるも︑

ントリー可児クラブ美濃ゴル

初秋の十月十七日︑富士カ

板金︶加藤富生様がカップを

優勝は︑予想大本命の︵加藤

くプレーに薄い汗をながした︒

ゴルフ日和に恵まれ︑たのし

した場合は︑２人に１人は完

て︑吉田専務理事同席のもと

務処理が済まされた由︑これ

通知状が届きますので︑その

達した時点で基金連合会より

フコースにおいて開催されま

尚今回の改正で厚生年金に

準備しておく事も望ましい︒

の受給が可能となり︑今から

さんも今の私の立場を経験を
す︒

︑の内︑市の国保へ移行旧件︑

開催︑議案の趣旨説明に基き︑

からの事後処理に於いて︑社

した︒幹事︵堀口工業︶の堀

社会保険へ移行２件︑法人解

定により︑厚生年金受給並み

感が湧いてきませんが︑みな
してこられた事でしょう︒や

当委員会は去るｎ月Ⅳ 日 ㈲

組合員の福利厚生の充実 を 尚

会保険移行並に適用除外申請

である︒色々と審議の内容を

別３時より３Ｆ会議室に於い

一層充実し︑事業の繁栄 に 結

分別して申上ましたが︑全板
類を︑所轄の社会保険事務所

ては所定の指定された届出書

無用︒次に県板として共済制

り込まれる事となる︒心配ご

保険などの取扱いを行ってお

国年基金︑共済制度並にガン

愛板理事長の村上章様の出席

口正様のおほねおりにより︑

をさせてもらいました︒

させて頂き︑たのしいゴルフ

手にされました︒

フコ

びつく事を願い︑徹底し た 活

となり︑年６回指定口座へ振

時点で基金の年金請求が可能

に就いての報告︑今回は急局

をいただき︑他問屋会からも

１ｋⅦ蝋迦︑伊藤

ちなみに︑私も初めて参加

な要請に基き︑届出の期 間 延

㈱大栄商事︑㈱神谷商店︑㈱

池田商店︑㈱三栄商事様等の

り︑早急にそれぞれの説明を

出席を頂き︑秋晴れの絶好の

要望される支部団体は︑直ち
に県板事務局へ︑担当の保険

合の健全な運営と︑組合員の

会社の職員を派遣し︑加入を

度の拡充を奨励しており︑組
福利厚生的な要素を含め︑一

並に県板事務局へ︑届出は原
るので︑怠ると遡及され不利

組合員が一口でも加入して頂

則として５日以内となってい

内容を説明するならば︑ 県 板

な取扱となる事もあり得るの

的が達成されたとの事であり︑

に於いて全板国保加入事 業 所

長措置などにより︑諸般 の 目

先ず全板国保適用除外 申 請

いては︑従業員の増減に当っ

グ

により認可された事業所に於

ル連

用を願い協議に入った︒

グググ
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知多夷 競

親睦旅行

ブルーメ丘へ

するドイツ風の施設に到着︑

園内に一ブルーメの丘﹂と称

のに︑大勢の人々で大賑いを

うで︑当日は日曜日でもない

た満足感に浸る事が出来たよ

も色彩に富んだ構築︑充実し

罰啓○○○巳との様相︑如何

会話に笑顔がこぼれ︑く画詞

の絶唱︑散策に汗を拭き乍ら

参加者は口癖に最高だったと

すめ︑手にはお土産が一杯︑

肥日支部役員会加名

別日青年部定例会肥名

一宮支部

賜日定例会９名

熱田南支部

周囲は色とりどりの花壇や︑

演じていた︒我々支部員は施

江南支部

れた季節花︑自然との調和に

に好評だったかが伺える︒季

花畑にはバランス良く配置さ

設内は各自が自由一口動となり︑

天高く馬肥ゆる秋となり︑

﹁マッチ﹂した配慮︑建築物

季節感も一層肌に染みる委即︑

；〃；

Ｉ″；〃；
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﹁謹賀新年﹂

新体制発足と共に広報委員

§＃燐：＃篭＃

の顔ぶれも少々若返った雰囲

会も編成替えが行われ︑委員

気になりました︒

過日定例役員会６名

春日井支部

節によっては独自のイベント

躍して来た委員に加えて︑各

も用意されているとの事︑短

支部から推薦された新委員合

好み好みのイベントに参加︑

茄日役員会３名

満喫感を味わった事と思う︒

時間での散策であったため︑

津島支部

㈹︑早朝よりの集合で地域ご
食文化に触れる事となり︑

又の機会にと車中の人となり︑

全部を観覧する事が出来ず︑

いがやがやと︑楽しみながら

わせて総勢十七名で︑わいわ

これまで個性的な健筆で活

地ビール︑ソーセージ︑パン︑

西三板金連合会

︑５日支部定例会加名

盛り上げて頂くよう︑ご意見

重な資産です︒組合員全員で

張ります︒愛板は皆さんの貴

期待される﹁愛板﹂編集に頑

健康管理の話︑今後

過日役員会︵組合費徴収︑

や要望︑そして各地のニュー

岡崎支部

加日役員総会的名

８日支部定例会略名

菓子類などの試食︑これらも

が︑意義ある社交の場となり︑

年一回の懇親旅行ではあった
新たな交流が芽生え繁栄に結

すべて製造直販で人気は上々︑

鼓し満足感に溢れている姿は

びつく事を祈念し︑又の再会
を約して散会となった︒沼淫

講習会︶

皿日支部会︵研修会・職

西支部

緑支部
調日平成９年度納会

７日役員会︵ガン保険等

知多支部

委員会報告︶躯名

姐日理事及び組長会︵各
東三支部

鯛名

６日東板会ゴルフ大会

皿日青年部役員定例会

８名

妬日三役会６名

広報委員会

熱田南伊藤公一
春日井樋口弘司
事務局北出明治

岡崎中西利夫
西尾大橋政保
知立野田和彦
津島猪飼直樹

刈谷岩室蝉

知多沼津啓二
一宮佐藤忠雄
碧南高橋銀吾
東三吉田万作
豊田松井祐治
西春井藤和美
江南松永勝康

昭和鷲見牧

知多斎藤充昭

スを奮ってお寄せ下さい︒

の板金業について討

論︶皿名

調日青年部忘年会

碧南支部

マンガ画による模写︑子供達

やはり家族の事が脳裏をか

昔を偲ぶ思いであった︒

欧州風の秋の味覚を堪能し舌

我が知多支部は去る加月 虹 日
とにピックアップ︑バス は 高
る︒当日は好天気に恵まれ暖

速にて一路滋賀方面へと進め

しての参加︑今回の企画は居

かい日和となり︑衣も一 枚 脱
所にして︑欧州︵ドイツ︶の
感触を堪能出来るとの事にて
の行動︑目的地は滋賀農業公

Ⅷ月各支部の動き一
名古屋板金連合会

豊田支部
も積極的に試みの挑戦︑大人

年懇親会役割分担

週日職人展反省会及び新

も混じっての製作に真剣その

地域産業まつりに
積極的な参加
大いに賞賛さる
の活動︑大変好評だったとの

妬︑肥日の２日間にわたって

もの︑担当者の組合員も指導

について︶虹名

最近は住宅関係のリフォーム

中村支部

肥日定例会過名

肥名

報告を頂き︑同支部員として

人展結果報告︑忘年

過日全辰ノー上謡里云虹名

８日第８回役員︒班長会

最近は各々の市町村に於い

賞賛を贈りたいものです︒取

に汗だく︑休憩もま径になら

会計画︑全板ノート

毎年参加が物語っている︒次

の展示が目につき︑関心を探

７日支部例会

て︑特色を生かした年一回の

扱種目は銅↑仮加工による表札︑

なかった程の盛況︒

昭和支部

地域特有の生産物の展 示 並

これらは数ヶ月前から商工会

ては︑地元在住の組合員の積

に亜鉛及びカラートタンにて

る事が出来参考となった︒毎

中で内容も変化に富み︑特に

極的な申合せにより︑毎 年 継

の加工品﹁チリトリ﹂も好評

理日支部会︵職人展の報

中支部

新年会について︶

告︑新年祈願・県板

西尾支部

びに即売会を催し︑地元 住 民

の方へ予約が殺到した程で︑

続しての活動︑参加する事に

回の度重なる催事も充実され
一層の活躍を期待し︑お疲れ

地域住民の顔となり︑今後尚

さまと申上げたい︒沼津

を頂き販売も順調な歩み︑一

は銅板及びステンレスによる

﹁レリーフ﹂の加工︑これら

方では子供達に人気絶唱の

よう︒今回の参加は数週間前

換の場としても最適とも言え

からの準備により︑去る ｎ 月

意義があり︑一方では情 報 交

収穫期を迎えての催事︒

に理解度を深め︑共に喜びを

人気は最高であったとの事で

産業マッリも恒例化される

はなかろうか︑参加するに 当 っ

分ち合う事に意義があるので

親睦旅行参加者

