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穀戦縦滅新督
全国各県板から組合会議員︑

午前十一時︑加賀副理事長

理事︑監事︑合わせて六四名

いて第五七回・通常組合会を
の開会の辞で始まり︑臼井会

は三月十二日︑東京部港区

開き平成九年度の実施事業の
長は﹁これからは事前の予防︑

が参集して行われた︒

概況と終始残高の報告がなさ
だと思う﹂続いて大杉理事長

病気に掛からないＰＲが大事

と昨年来︑国保適用除外手続

は﹁日頃の全板国保への支援

れた後︑平成十年度の事業計

この日︑朝から雨天の 中 ︑

きで大変な面倒をかけたお礼
て検討した結果︑保険料の値

を述べ︑平成十年度は総合し

上げはしない予算組みをした

たい﹂と挨拶︒

ので宜しくご審議をお願いし
ここで議事に先立ち︑全板
国保職員・三沢庶務係長に二
十年勤続の表彰状と記念品を
贈り敬意を表した︒

続いて︑福岡県支部の今井
氏を議長に指名︑議長は山口
人に指名して議事に入る︒

議員︑吉村議員を議事録著名

づき︑会議の開催︑監督官庁

案は満場意義なく原案通り可

以上で上程された全ての議

り七万円に支給額変更

務担当者会議︑その他連絡会

に︑全国支部長会議︑各県事

前砂事務局長より資料に基
による検査︑被保険者︑保険

時前閉会した︒

決決定︑議事は終了︒午後四

理事会は会長以外に︑全国

当該事業所と各県板事務局の

◎平成九年度収支残高の推

て詳細な説明がされた︒

れているので参照されたい︒

聞﹂二月号︒三月号に掲載さ

詳細事項については︑﹁板金新

なお︑全板国保組合関連の

五名・理事六名と全板連職員

が互選で決められ︑常任理事

理事長︒副理事長・会計理事

監事三名を選出︑その中から

七ブロックから理事十五名と

努力と協力を得てすべて完了
計

報告の概況

給付︑老人保険医療︑補助金︑

①平成九年度実施事業中間
◎平成九年度初頭より﹁法

保険事業等の実施事業につい

議が適宜開かれる︒

続き﹂の促進に翻弄されたが

人事業所等の健保適用除外手

した︒

収入合計八三億七千万円
支出合計七八億七千万円

◎組合員給付率変更

差引残高四億九千万円

の富山県板・杉野理覗長︑理

中部ブロックからは常任理事

務理事一名で椛成されている︒

から推挙された国保専任の専

法改正により九月一日より

は︒

☆全板国保︒﹁組合会﹂と

九割給付より八割給付に変更︒

②議決事項

事に岐阜県板・宇野理事長と

全板迎の事業の大きな柱の

それは組合事務所が置かれ

金業国民健康保険組合﹂の理

愛知県板・斎藤副理事長︑監
出予算

ている所の県の管轄と決めら

事会︑組合会は事務局から提

一つである﹁全国板金業国民

一号議案︑二号議案は関連

れているからである︒したがっ

出される医療費の動き︑保険

健康保険組合﹂の直接の監督

保された︒

があるため一括審議する事と

て通知などは厚生省保健局・

二号議案平成十年度収入支

画について

一号議案平成十年度事業計

︵したがって組合員の医療費
負担は一割負担から二割負担
になった︶変更に伴い年度後

◎被保険者数

なり担当者から詳細な説明が

重黒都福祉局・全板国保組合・

半の国保組合全運営の礎が確

︵平成九年十二月現在︶

された︒この中で︑国は財政

ど難題が後を絶たない中で︑

事業︑国の動向︑老人医療な

事に石川県板・塩山副理事長

四三︑○八九人前期末よ

危機を回避するため昨年九月

県板支部の順で流される︒全

官庁は東京都である︒

り二︑一七八人の減少となっ

板国保組合には全板連傘下四

きる様︑全板国保組合の健全

組合員の負担を安定し軽減で

以上の様な組織の﹁全国板

が選任されている︒

たが︑適用除外による影響の

期も国の指針に基づいた厳し

医療費給付改正を行った︒今

ている︒支部長は理事長兼任

五の県板が支部として加盟し

ちなみに愛知県板の被保険

結果と思われる︒

い運営を図る事になると思わ

でいる︒また事務局体制は前

経営に全力を上げて取り組ん

れるが︑保険者としての責務

が多く︑ちなみに愛知県支部

砂事務局長はじめ十五名の国

者数は二︑二三○人で期首よ

を全うし組合員の負託にこた

は村上理事長が支部長である︒

保職員が煩雑な医療事務を高

加入者数では北海道︑亜泉︑

えるため︑保険料の賦課額を

また組合会議員は吉田専務が

り一八七人の減少である︒
大阪︑富山に次いで第五位︒

務め︑愛知県板厚生委員会の

に励んでいる︒

度な処理技能を駆使して職務

の説明をした︒

担当三役でもある︒全板国保

三十万円より三十五万円に

定数が決められており︑決議

事三名︑組合会議員四五名の

のも国保職員と県支部担当者

全板国保に加入していられる

国保組合員各自が安心して

第十一条出産育児一時金

について

組合の組織は理事十七名︑監

据え置く予算組みをした内容
一般被保険者一人当たり額

月平均一二︑四九七円
老人医療費一人当たり額

月平均七○︑六一六円
老人医療費については年々

年間の会議は︑組合会二回︑

全板国保理事斎藤

感謝しなくてはならない︒

皆さんの努力があってこそで

事項は理事会審議を経て組合

理事会三回︑監事会二回の外

会に上程︑決議される︒

支給額変更

険者の死亡の時は六万円よ

組合員の世帯に属する被保

第十二条葬祭費
事業について

◎平成九年四月よりの実施

不安材料である︒

顕著な伸びを見せて︑今後の

三号議案組合規約一部変更

◎医療費の動向

電話052‑732‑1226
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﹁郵貯会館メルパルク﹂ に 於

全国板金国民健康保険組合

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
画︒予算案を慎重恭議︑原案

猛

通り可決した︒
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があり︑県板及び尾張連合会

議長には蟹江重光氏を選任し︑

蟹江利夫支部長の歓迎の挨拶︑

山氏の司会によりスタート︑

９組月東巌氏

７組平野安男氏

板報告︑技能士会報告︑青年

たお祝辞と祝電を頂戴し︑感

の代表の方々から︑心のこもっ

総会も終盤を迎え︑ご来賓

表彰者は次の方々／

を︑より良い会にするための

いた︒

意見交換や︑新年親睦会に関

過組竹内広幸氏

︐︐︒︑〃・⁝牛︐●５︐斗蝿酔．〆璽ロー︿・巳︒毎

今回︑厚生委員長でもある

提案された議案も順調な歩み

︲りげ・

知多支部の沼沢啓二氏にも出

するさまざまな話し合いを行っ

で全て可決された︒続いて県

・・㎡．．

席して頂き︑労働保険︑年金
た︒
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等︑保険についてのさまざま

鹸鈎藤蕊評唖諜

で処分−してもらう場所さえ無

部活動報告︑永遠に灯を消す

無量の思いで耳を傾けた︒

今年こそは一致団結して難

ことなく続いている︑献血活

られた思いで一杯であった︒

局を乗り越えねばと痛感させ

動報告に移り︑併せて優良献

贈呈を支部長より手渡された︒

血者への表彰状及び記念品の

一足先に青年部は去る３月

にも勇気が沸いて来た様な心

頂き力強く感じ︑今後の活動

出席を頂き︑尚且つお祝辞を

課．日碇錐畿酔黛那驚︲ｆ︲︲●心歌堀儲

心のある川口常務にも︑ご出

６日㈹︑半田市内の神戸公民

ご来賓には蟹江支部長のご

るものである︒

沼津

新世代の活躍を大いに期待す

つか︑虹世紀も目下に迫り︑

尚︑支部との連携は如何に保

左記の通り決定しました︒

新役員調搾長沼峠施暗緬唾

なった︒

にと相談役として留まる事と

た︒尚︑前部長は後班の指導

月１日より就任する事となっ

次の方々が承認され︑来る４

に図った処︑全会一致により

あり︑綿密な検討により議事

た︒今回は役員改選の年でも

同を得︑全会一致で可決を見

提案された議案もすべて賛

地／

館に於いて榊原弘部長の発声
た︒

先ず副支部長である月東巌
氏の発声により開会誓言諭籾

により開会を誓言した︒

席を頂き盛大なる催しとなっ

方々を含め︑全仮ノートで関

理㈹事を初め︑問屋︑商社の

郷知多支部定例総杏云開催い︾
遜終鱈謹鍾癖

桜の雷も膨み︑春の訪れも

測知課青年部総会開ぐん熟
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春日井樋口

な話をしていただいた︒

あるくらいである︒

議事に入り︑９年度の事業
報告︑会計報告等を行い︑平
成加年度は︑事業計画として
愛知県板金総合職業訓練協会
の行う事業の協賛︑又︑組合
員の親睦を図るための︑工場
フ大会等を行っていくという

見学︑ボーリング大会︑ゴル

最後に︑村上理事長の挨拶

案が出された︒

総会が終了した後︑食事会

くなるのではという不安さえ

艇 涯 維 赦 溌 連 今 頁定期総会脇
弛曳

し細野連合会長

３月賜日⑧小牧ロイャル
があり︑平成Ⅲ年度の県板新
るように︑各支部の役員︑組

て述べられ︑建築業界だけの

すぐそこ︑当日は日曜日の晴

灘
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ホテルに於て︑銘名が出席し
会の初めに︑稲沢支部の故
合員が︑今以上に協力してほ

濃謬必溌彰群溌率織

問題ではなく︑各メーカーに

天に恵まれ︑絶好な日和りと
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し青年部総会支部長挨拶
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春懇親会が︑滞りなく行われ

溝口和男氏に対して黙祷が行

しいと激励のお言葉をいただ

︾︑

も︑今後︑産業廃棄物の処分

なり︑知多支部は会場を東海

し蟹江支部長歓迎挨拶

方法等について︑考えていた

先生にもご出席を頂き︑尚︑

衆議院議員である久野統一郎

開会︑ご来賓には地元選出の

去る３月８日伺午前加時より

市内の商工会館に席を設け︑

現実問題として︑年々増え

た︒

る︑残材や古材の処分方法に
は頭を悩ましているところで︑

鶏§
急
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爵
し知多支部懇親風景

藤津噂

て︑定期総会が開催された︒

われ︑今後の物故者に対して
の心遣いについて︑理事会で
話し合っておくとの報告示 あ っ
た︒
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八年四月一日
本社所在地

名古屋市中区新栄一

古屋駅前のホテルキャッスル

三月七日午後一時半より名

かなくなり︑店を売り払い︑

大型スーパーが出来てたちゆ

れたそうです︒経営は近所に

たさや人情の温かさを経験さ

三十

プラザ三階孔雀の間において

十三

山善会総会を行いました︒山

六

岐阜県羽島郡岐南町伏匡血

どこでも﹂と題して︑自分の

子女史の講演で﹁チャンスは

善会の今回のメインは内藤洋

在にいたっています︒弟の謙

同じ職場の人と結婚され︑現

薬局務め︑婦人警官を務め︑

その金で弟を大学に通わせ︑

岐阜営業所
九十四

生い立ちを話して下さいまし

昭和四十九年一月十六日

野々山保高

代表取締役社長

開設

はもとより岐阜市内や近郊を

在ロッテマリーンズのコーチ

氏はドラゴンズに入団し︑現

南町に営業所を開設︑名古屋
始め岐阜県西部を営業範囲と

野訓氏の姉で︑随筆家として︑

た︒内藤女史は旧姓平野・平

にする事︑結婚の相手は金で

﹁健康である事︑母を大切

の拠り所だと言われました︒

彼女は父が残した手紙を心

をしています︒

昭和二年八月二十五日生

して展開している︒名古屋及
び岐阜の物流センターには豊

のバラエティージャーナル﹂

また東海ラジオの﹁松原敬生
火曜日のレギュラーコメンテ

事業内容

屋根材︑外壁材などの金属

イターとしても活腿しておら

資本金一千万円
従業員五十五名

きには︑たとえ遠方のメーカー

建材の販売︑加工窯業系建

が万が一在庫が切れていると
の倉庫にでも走って調達する

富な在庫をストックしている

﹃よい製品を即納する﹄を

傍山善会総会風景

なく人である事︑しゅうとめ

れます︒

平野一家は中村区に平野金
円

材の販売等年商二十四億

のある所へは嫁がない事︑子

などお客様本位のサービスで

物店を営んでいましたが︑彼

に口で聞かせて育成する事︑

供ができたら︑手でたたかず

信頼を培ってきた︒この信頼

女が小学六年生の時︑父が肝

して心がけている︒今回は創

臓の病気で︑中村高校二年の

した︒内藤女史はもともと才

ドラマの様な話だと思いま

き出した時に働く摩擦抵抗を

抗を静止摩擦抵抗と呼び︑動

は︑運動摩擦抵抗は静止摩擦

こで強調して申し述べたい事

抵抗より小さい事です︒もし

連動摩擦抵抗と呼びます︒こ

と思うけれど︑断

私達が屋根にいて︑いったん

滑り始めたら止まりません︒

してくれた店を手

命綱か︑掴まるところがない

西尾大橋

人の出合の中で︑

と落下します︒

大橋

ように思います︒

彼女の道が開けた

放した時︑新しい

腸の想いで親の残

能豊かで︑強い意

静止している時に働く摩擦抵

ある一定以上の力で物体を

摩擦について
名古屋市内及び近郊と知多

の時に摩擦抵抗が働きます︒

押すと物体は動きますが︑そ

営業範囲

地区・岐阜市内及び近郊と

兄弟仲良くする事︑人を憎ま

関係が野々山商店の財産であ

する︒

る︒以下に会社の概要を紹介

ず自分を見捨てない事﹂読ま

以上鷲見

多感な年頃で世間の風の冷

しました︒

惨講演する内藤氏

志の持ち主である

れた目には涙がありました︒

時︑母が胃ガンで亡くなり︑

惨本社社屋

氏を養いながら金物店を経営

高校を休学し︑小学六年の謙

株式会社野々山商店

商号

業が明治時代という㈱野々山
明治・大正・昭和・平成と

商店を紹介する︒

四時代をトタン屋を商いとし

会 創 創 創
昭社近井千業太野業八年明
和設の種地郎々者七へ治業
二 立 坂 区 山 、 ‑ ／ 一
十 付 古 藤 八 十

てきた野々山商店は明治二十

年︵一八八七︶飯田街道 の 古
井ノ坂付近で初代野々山藤太

郎が商売をはじめた︒二 代 目
の野々山彦太郎が東陽町九丁

目で今のような鉄鋼二次 製 品
や建材商品を扱うようになり︑

現在は三代目野々山保高氏が

東陽町八丁目に移り住所 表 示
が変わったが中区干早の北の
東陽町通りで板金業者に﹁よ
い製品を即納する﹂をモットー

昭和四十九年には岐阜市岐

にニーズに応えている︒

罫

岐阜県西部

百年来︑一貫したサービスと

野々山保高氏

傍代表取締役社長

蕊

六回株式会社野々山間店

蕊釧識徽筆護蕊

第３２６号

板

愛
(3)平成１０年４月１５日

平成１０年４月１５日（４）

板
愛
第３２６号

支部だより

そのためにも﹁施工計画書︑

﹁ながら﹂族の小生︑テレ

︑固園固園

間施工検査﹂など公官庁工事

要領書﹂の基本マーーュアル及

プル図の制作︑及び勉強会を

ムアップして東海地方の開花

び﹁施工図﹂の各種基本サン

それに対応するためには我々

問屋会または各メーカー商社

要になってきます︒

た共立石原氏︑そして幹事の

職人も︑各種提出書類の書き

にお願い出来ないかと思って

程度の管理が全ての現場に必

３月皿日下山ロイヤルカント

加納氏︑山内氏︑本当に御苦

方︑施工図の書き方︑などを

岡板ゴルフ大会にて
リーにおいて︑妬回岡板ゴル

労様でした︒こんな不況の折

宣言を伝えている︒それを眺

一宮板金組合

フ大会が開催されました︒６

います︒

役員のご苦労があったようだ︒

となり人選や︑下準備など旧

して間もなく小雨となり︑そ

るものと思いきや︑スタート

さん達の集まり︑天も見方す

さすが日頃心掛けの良い職人

く頃は空も少し明るくなり︑

優勝は那須金属の二代目︑

いるものです︒

も︑そんな想いが続けさせて

しょうか︒岡板ゴルフの集い

る唯一のスポーツではないで

みながら︑会話しながら出来

スポーツ﹁ゴルフ﹂は︑楽し

小生はというと︑ニアピン

熱田南支部

虹日定例会
皿日青年部会合

Ⅳ日定例会

中村支部

中支部

６日役員会７名

２〜４日支部総会とスキー

ッアー肥名

瀬戸支部

７日定例会合８名

津島支部

５日定例会皿名

小牧支部

４日支部会合７名

保険の件その他

組合費値上の件
保証制度の件

ｕ日支部会合皿名

ペ下山ロイヤルカ

ントリー塊名
豊田支部

肥名

７日第Ⅲ回役員︒班長会

肥日青年部総会
碧南支部

４日青年部ボーリング大

会妬名

西尾支部

ｎ日支部役員会過日

テレビの映像は桜花をズー

めながら︑視線は夕刊の紙面

トルワールドに﹁世界文化遺

を這う︒野外民族博物館・リ

オープンの記事︒何でも見た

産・アルベロベッロの家﹂が

がりやの小生︑早速﹁忙中閑

あり﹂いや﹁忙中閑を作り出

して﹂ドライブ好きのかみさ

りに犬山のリトルワールドへ︒

んと長女が同調して︑久し振

で大賑わい︒﹁一周２．５ｍ

桜は少々早かったが家族連れ

の周遊道に沿って︑世界の民

見て︑食べて体験するパスポー

家を移築・復元しています︒

トのいらない一日世界旅行が

楽しめる﹂のガイドの通り︑

なくその国へ来た雰囲気だ︒

民族衣装も貸し出されて何と

ベッロの家は石灰石で作られ

目的の南イタリア・アルベロ

たとんがり帽子屋根の農家︒

の古典芸能︒旗振りショーを

おとぎの国のよう︒イタリア

見ながらワインを飲みパスタ

プチーノで気分最高の一日︒

とピザを食べジェラートとカ

６日青年部総会別名

午後五時終了⑧

委員七名出席

三月二十六日附晴
三二六号編集会議

８日支部総会ｍ名

知多支部

ビを見ながら新聞を読む︒

２月羽日午前加時より︑市
パーティー躯名の参加でした︒
います︒

勉強する必要がでてくると思

定例総会開く

内の活魚料理﹁江美﹂で 定 例
ですが︑互いにコミュニケー

郭業報告︑会計報告は難な
して雨︑雨︑雨︒うまい人に

砂塚紀弘さん︑同じパーティー

久しぶりのゴルフなんだと

岡崎中西

賞２つ︑まさに︑上出来です︒

伊藤

ションを確認し合いながらの

く承認され︑三役は選考委員
もうまくない人にも︑ゴルフ

だったので喜びも格別です︒

緊張気味だった組△冒垂高柳氏︑

３月各支部の動き

曇り空の中︑ゴルフ場に着

総会を行った︒

により指名で選ばれ新組合長
の神様は試練を与えてくれる

今年度は︑役員改選の 時 期

には湯浅伸明氏が満場一致で

様です︒

合理事長村上章氏と︑平 野 弘
体調万全でないの腰多皿卜さっ

来賓には愛知県板金工 業 組

承認された︒

氏が出席され︑理事長からは

岡崎支部

新組合員２名

羽日健康保険の更新と中

９日支部月例会ｎ名
緑支部

尾張板金連合会
ホテル

過日総会小牧ロイャル
江南支部

山梨下部温泉肥名

１．２日支部親睦旅行

び新役員会

躯日支部旧役員慰労会及

晦日支部役員会

一宮支部

四日妬回岡板ゴルフコン

組合員名簿の件

これまで﹁ＩＳＯ﹂といえ

全板大会の件

ば生産メーカー主体のものと

昭和支部

いっこうに先の見えない景

での﹁材料受入れ検査﹂﹁中

﹁施工図﹂の提出︑及び現場

間集会

気状態の中︑特に建設業界の

ゼネコン業界にもＩＳＯへの動き

１５ｌⅡⅡＩ１１１１１１１１１１１１１１００ⅡⅡⅡ！０１１１１１１１１１８００１１１１１１１１１１１１１

新年度の抱負と︑挨拶が あ り
平野氏からは昨年︑秋の 褒 章
にあたってのお礼の言葉と︑

今年度の総会は組合結成以

今後の展望などお話があった︒

のどなたかがいっていた︒

来最高の参加人数如名と 役 員

種︵たとえば運送業界︶にも

思われていたが︑いろんな業

きた現在︑各業界の生き残り

修得するところが出てきた︒

低迷がますます深刻になって

が行われ︑賑やかな宴の一時

をかけて︵将来的にも︶これ

それにより︑我々下請け業者

正午より席を移して懇親会

で幕を閉じた︒一宮佐藤

もこれまで以上の﹁施工品質
ろな仕事が必要になってくる

管理﹂及び︑書類上のいろい

ルする意味で︑ＩＳＯ︵国際

．．蕊

様になった︒

でＩＳＯ︵９００１︶の認定

﹁施工計画書﹂﹁施工要領書﹂

と思われます︒

をうけた︒︵業界初︶

けゼネコンも全国支店すべて

ちなみに︑当社取引の元請

標準︶認定の動きが見られる

まで以上の品質管理をアピー

湯浅伸明氏

し一宮板金組合新組合長

