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けて︑新体制になった平成九

五月十三日に開く総代会に向

値上げ案が上程される︒

り︑これにもとづき総代会に

千円に値上げが承認されてお

二月の理事会で組合費月額二

なお予算不足分については︑

年度事業の総括をする為︑午
今期急速な予算不足の要因
はこれまで減価償却・保安設
するべき事がされて来なかっ

事会﹂を同日開催した︒
事務所より提出された︑

た事と十数年来︑組合費が据

備・職員厚生年金未加入など︑

平成九年度事業報告書案・

え置かれ長期的な見通しの甘

続いて五月十三日の通常総

さが上げられる︒

した結果︑事業・決算報告︑

をして総務委員会は終了︒

選定︑会費などの細部の確認

賀会の役割分担と来賓挨拶者

代会・平野前理事長の受賞祝

して原案通りとし︑十年度予

職員厚生年金半額負担など支

価償却費の計上︑保安委託料︑

と労保事務手数料の減少︑減

天候不順の中の晴天のためか

程する議案の承認を受けた︒

説明︑質疑を経て総代会へ上

での審議にもとづいた内容を

理事会は前記の総務委員会
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ター等捨てる︒そういう考え

が一因の一つでもあるかもし

樋︑木クズ︑紙クズ︑プラス

安寧な状態をいう﹂が今のと

れない︒

病弱でないだけでなく︑完全

ころ最も明快な定義だそうで

欠席が目立った︒

四月二十一日︑県板会館に

す︒その意味でも単にクロー

な肉体的︑社会的︑精神的に

監事の羽柴︒小嶋・伊藤・松

ネルギーの観点から断熱︑機

◎監査会

代の四氏にご出席願い︑組合

ズされた室内環境のみを対象

備の不備とライフスタイルの

密化が進むが一方では換気設

オイルショック以降︑省エ

三役立ち合いのもと︑平成九

にした居住者の健康だけでな

のバランスが崩れ︑その結果

及が複雑にからんで室内環境

うした工業化部材︑建材の普

変化や化学物質を大量にしよ

先進国で人間は一日生活時

として室内空気質の悪化を招

間の八○％以上を室内で過ご

︾つＯ

への負荷を考慮すべきである

く︑住宅そのものの周辺環境

Ｓ

年度会計監査を依頼し正確な

た︒

会計処理である証明印を頂い

無伸齢騨

すと言われており︑室内にお

いたと考えられる︒

今回は第一部と考えている

ける人間ｌ環境系のバランス

が崩れた場合︑居住者の環境

由来の疾病が徐々に増えてき

﹁科学物質過敏症﹂など建物

粋したものである︒

康住宅を考える﹂の中より抜

術大学助教授松本博氏の﹁健

いていきたい︒これは豊橋技

ているるこのように室内環境︑

は︑建材や塗料︑カーペット

機会があれば二部︑三部と書

特に空気環境の重要性がクロー

などから化学物質の揮発や防

適応能力の限界による結果と

なるが設計の段階で考えてみ

ズアップされている︒職人で

率

﹁住まいづくりと健康﹂
〃アトピーの

三月二十八日豊橋市のホテ

る事︑もう一つ業者にカタロ

良かった︒一日の中で八○％

して﹁シックハウス症候群﹂

ル︑ホリディインシアターに

る事と強調されていた︒

グを何種類ももらい︑良く見

実態を踏まえて〃

て︑東三河住宅研究会が主催

皮嚇科医師の講演で﹁シッ

室内に居る事ないもんね︒こ

その他物理的︑心理的要因と

化学物質の上昇によるもので

虫剤などの散布による室内の

﹁シックハウス症候群﹂と
した﹁住まいづくりと健康﹂

と題するシンポジュウムが開

ういう事も今後重要になる︒

です︒
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結びついておきる様々な病状

クハウス症候群﹂が病名で確

の中で︑消費されるエネルギー

かれた︒コーディネーターは

や廃棄物の環境への影響も大

住宅の建設の連用︑改修廃棄︑

したら体調が悪くなる︒そう

きな問題であると︑今や市町

再生といったライフサイクル

科医師︑大学助教授︑工務店

いう患者の例が多くなり︑研

村のゴミ収集は︑ほとんど分

立する前の担当医は精諏科だっ

社長の各氏による講演とパネ

ピル症候群﹂﹁シックハウス

究していったら︑﹁ミシック

たそうです︒例えば引越しを

ルディスカッションで行われ

別だとおもう︒私のカミさん

パネリストは建築主事︑皮膚

た︒最初は建築主事の方の講

症候群﹂がわかり︑今は皮膚

豊橋技術大学教授三宅醇氏︑

演でしたが︑ちょっとした工

日は危険物の日と別けている︒

では︑社で借りるゴミコンテ

も今日は燃えるゴミの日︑今

ナはどうだろう︒〃内心悪い

科担当になったと笑い話ふう
健康住宅の定義とは何か︑

な″と思いつつも窯業系︑雨
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ＷＨＯが一九四六年に明記し

におっしゃっていた︒

窓に︑温風ヒーターよりＦＦ

た︑﹁健康とは︑単に病気や

る︒例えば腰窓を掃き出しの

貼りの壁にする︒多少割高に

方式の方が良い︒クロスを仮
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市小坂本町の﹃豊田産業文化

︵安城︶の三名が村上理事長

同じく優秀省に酒井克幸君

弱︲︲︲Ｉ

る上︑訓練性が減少する中︑

部は毎月五日に平野支部長の

より一宮市市民会館に於いて

張ブロック一宮支部の設営に

議された︒質疑応答では訓練

今年は何とか頑張れるが︑来
事務所を御借りして定例会を

センター﹄に於いて開催され
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との意見があった︒高齢化が

年は予算的に相当厳しくなる

ました︒三浦誠治副組合長の

誰師から︑補助がカットされ

四月五日午前十時より高千

日は︑三月十五日に小牧ロイ

行っているのですが︑四月五

支部だより

穂会館において第五十九回通

い職業なのか？一支部だけ

進む上︑若者に魅力を感じな

顎青年部第相 哩通常総会熟

常総会が開催されました︒愛

議溌認識鍵詞一

板より村上理事長︑㈱ウチダ

午後一時三十分一宮支部支部

司会により開会した総会は︑

与されました︒また︑第七回

ャルホテルで行われた尾張連

長大原氏の司会で開会されま

の問題ではあるまい︒村上理

西俣章組合長の挨拶の後︑来

ルの入賞者として最優秀賞に

県板青年部建築技術コンクー

より葉山氏︑㈱竹浅より寺沢
から板金組合津島支部に新人

した︒開会の辞の後︑部長挨

合会定期総会の報告と︑四月

拶︵河田部長病気療養の為欠

事長に挨拶をいただいた後︑

賓挨拶を県板村上章理事長︑

氏のご出席を賜りました︒大

横山反久横山興業社長︑山

に宇野勝義君︵岡崎︶︑同じ

藤井秀幸君︵東三︶︑優秀賞

総会とは違うなごやかな顔が
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く優秀賞に岩崎崇君︵安城︶

竹訓支部長の司会で始まり︑

総会を津島の料亭河満で開い

が入会したことも兼ね︑定時

本清西三板金連合会会長に

ました︒来賓として出席され

ありました︒ちなみに今回出

いただきました︒続いて伊藤

が村上理事長より表彰状とト

黙祷︑平松支部長挨拶︑優良

た︒まず︑平野支部長の挨拶
で開会し︑報告をすませ︑つ

をいただいた後︑同じく来賓

ロフィーを授与されました︒

た県板村上理事長のご挨拶

ク平野副会長︑県板吉田専務

として出席された尾張ブロッ

○円値上げして五○○○円に

三ブロックの赤川氏を議長に

吾氏の紹介がありました︒東

理事︑県板青年部担当高橋銀

働大臣賞︑酒井克幸君︵岡崎︶

山匡裕君︵岡崎︶が第一位労

﹁技能競技の部﹂に於いて片

金競技大会の報告があり︑

次に︑第二十回全国建築板

会計報告︑会計監査報告の後︑

する事が可決承認されました︒

た︒平成九年度の事業報告︑

選出して議案審議に入りまし

ます︒続いて報告事項に移り

旨報告があり︑西三ブロック

青年部規約により承認された

五十名以上の参加者を得て立

ならびに﹃青年部懇親会﹄を

築板金競技大会優勝祝賀会﹄

了後︑会場を移して﹃全国建

旨報告がありました︒総会終

が第七位に入賞︑又﹃建築技

よび予算案が上程され承認さ

次に平成十年度事業計画案お

青年部報告︑技能士会報告︑

西尾支部の筒井和彦君が紹介

食パーティー形式にて行いま

︵東三︶が第八位に入賞した

豊田高等職業訓練講師報告が

されました︒続いて主要議案

した︒愛板青年部として通常

術の部﹄に於いて藤井秀幸君

順次行われました︒そして平

である部会費改正案も可決承

会計報告︑会計監査報告が順

成十年度新班長さん十名の発

認され︑つづいて平成十年度

みでしたが大成功に終り︑次

総会の形としては初めての試

れました︒この中には︑組合

表がされた後︑平成九年度を

の事業計画と収支予算が上程

回第二十回の記念式典も同様

次可決承認された後︑次期部

もって組合を退会される田辺

案審議終了後︑表彰式に移り︑

され可決承認されました︒議

長︵平成十年・十一年度︶が

板金︵田辺孝之氏︶様に感謝

てや全板大会参加費が含まれ

状と記念品が西俣組合会長よ

安城岩崎崇

な形が取れればと考えます︒

豊田松井

第十九回県仮青年部技能競技
り贈られました︒

大会入賞者として︑最優秀賞

創立五十周年事業基金積み立

一人月額四○○○円を一○○

組合費値上げの件に移り現行

に入り平成九年度事業報告︑

席者六十一名︒
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づいて︑新入会員が紹介され
ました︒ここで彼について簡

単に紹介しておきます︒磯村
晶君︑二十六才︑瀬戸市在住
で板金学校在学時の友人が︑

二年程前に津島支部に入会し
ており︑その友人を通して︑

津島支部に入会となった訳で
す︒今後組合を盛り上げてい
くにあたり若者の意見をとり
だと思います︒この不況の中

あげていくのも大変結構な事
苦労を忘れられる一時を仲間
と過ごし︑最後に支部長の挨

鑑一氏を議長に選出して議事

従業員表彰︑識長進出があり︑

議案審議一号から六号まで毒

役員の奥様によるバーベ
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灘鈍鳶載録部︾篭職篭那或蒸篭縄議講⁝⁝
去る四月二十六日口︑十年

さまでした︒

理も大変なのに本当にご苦労

来恒例となり支部の皆さんが
毎年楽しみにしている地引網

東三吉田

を今年は場所を戻し田原町の
谷ノロ海岸で行った︒週間予
報では雨と予測されていたが︑

当日は晴天に恵まれ︑ゴール
デンウイークの日曜日は遊 ぶ
なら略れと言いたいが雨が続

いた月末の時れ⁝⁝挨拶も
﹁よＩ降ったの−﹂ばかり ︑

拶で閉会となった︒猪飼
傍挨拶する平野支部長

蟻

昨年はトラクターの援助があっ

たが︑今年は全て人の力の み ︑

雨のうっぷんをはらす勢いで
網を引く︑成果はまま大漁で
した︒刺身︑天ぷら︑焼魚と
青年部は︑お子様担当︑ゲー

各自のお腹に充分入りました︒

ムで一緒に遊んで︑どちら が
子供か？
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を早めに通り過ぎ︑新緑の鮮

今年の桜前線は︑この地方

へつながる︑とのお礼の挨拶

りがとう﹈の心が二十一世紀

労体験話しと共に︷真の︑あ

をされた後︑祝宴に入り︑途

やかな中︑四月十四日︵午前
十一時三十分より︶名訳西の

におさまっておられ︑楽しく︑

ルを回られ︑笑顔で記念写真

現在の経済不況の暗い空気を

吹き飛ばすかのような明るい

半世紀創業五十年﹁夢の如

西三板金連合会は第一回幹

会の案内がなされた︒しかし︑

技術工学院が開催予定の講習

伊藤

雰囲気で盛況のうちに二時間

あまりの宴が終了した︒

板金業界でも鋲はブライン

事会を４月６日に開催し︑支

業所が直接申込みをする事と

定受験申込者数は１級が４名︑

告がなされ︑今年度の技能検

④西三板金技能士会より報

した︒

ていないが︑何か要望があれ

２級はｎ名あり︑実技試験は

全国技能競技大会の結果報

⑤西三青年部より報告

て実施されるとの事︒

７月田日に岡崎技術工学院に
いては︑幡豆支部が今年度支

③各種資格取得のための講

鯛日より妬時間実施する予定

﹁銅板のしぼり﹂講習を８月

告と今年度の事業計画として

習会の案内については︑岡崎

た旨報告された︒

部総会にて全役員の交代があっ

②支部役員移動の報告につ

も要望されなかった︒

言があったが︑現時点では何

ば計画したい旨︑会長より発

は︑今のところ特別に計画し

①岨年度事業計画について

の内容は以下の様であった︒

く﹂皆様に﹁ありがとう﹂

スなどそれに接看剤や一四回テー

以上鷲見

ドリベットやテクスとかヘク

紹介に当たり資料をお願い

プなどいわゆる接合の方法が

当連合会は受講希望者の取り

したところ毛筆の返事をいた

変化してきたからほとん

部長︑技能士会︑青年部長な

だいた︒少し雌いて電話をし

北東で菓子問屋の多い地

一
︾Ｐ︲︾毎︾

池田社長

ｑあいさつをする

以上で議事を終了した︒

組合員名簿を作成中である︒

理解と承諾を求められる︒

県板賦課金値上げについて

総代会の日程等について︒

について︒

全板大会の参加申込み状況

⑦県板報告

⑥訓練生募集の案内

との事︒

鼠５０

以下に会社の概要を紹介す
る︒

商号
合資会社鋲正商店
創業設立

昭和三十年八月十一日

猪飼正之

創業者

︵七階︑一扇の間︶において︑

中池田社長みずから各テーブ

名古屋市西区幅下二丁目七

名鉄ニューグランドホテル

者正之氏の﹁正﹂を使用して

㈱池田商店﹁創業五十周年
謝恩祝賀会﹂が開催されまし
招待客︑二七○名程の方が

た︒

招かれ︑開催に先立ち池田社

亜鉛鉄板など鉄鋼二次製品

長より︑この五十年間の御苦

あると語られた︒しかし︑少

事業内容

鋲とかリベット︑最近の私

従業員七名

たちは鋲をほとんど使わなく

墓
重

の感謝の姿勢

創業者の﹁熱き思い﹂で営々

雲
蕊
l

ⅡⅡ飛棉一糊蝿伽剛函鰐哩卿筒卿繍騨緬雷嗣鍔穏

たくなく︑すべてが金物店で

昭和二十二年十月生

代表者

番十九号

今ではエアーネイル用のコ

イル釘や番線と言った線材が

蕊

多く︑得意先は板金店はまっ

主流で鋲と言っても木工用が

猪飼清

﹁びょうまさ﹂の屋号とした︒

本社所在地

繕

まとめを行わないので︑各事

たとも話された︒

会社のモットー

及び化成品販売卸

なった︒
びょうｆと

今回は鋲を屋号にしている

塁
ど弘名の出席があった︒議事

たが﹃私の店は板金店とは取

の鉄骨建築ではよくリベッ

ど使用しなくなった︒昔
トをカシメているのを見

引が無いから﹄とあまり関心
は紹介記事が書けないからと

ンションボルトに変わっ

かけたが︑今ではハイテ

が無いようであった︒これで

て社長に面会を申し入れ た ︒

突然であったが会社を訪問し

域にあり︑白い事務所の

㈲鋲正商店は明道町の

ている︒

たくわえポニーテールにした

補
？

傍本社社屋

鼓

猪飼社長は身長一八○セン

髪は芸術家の風貌である︒趣

奥の倉庫には線材や鉄工

蕊
‐鴛童；

チのスラーとした長身に髭を

味はお聞きしたがついに教え

を侍っていた︒

二次製品が所狭しと配達
鋲正の由来は特殊鋲を主に

錨…

㈹鋲正商店を紹介する︒

練で使うからと鋲の注文があっ

し前に岡崎の工学院の板金訓

傍代表者猪飼清氏

取り扱っていて﹁鋲﹂と創業

難

蟻

てはいただけなかった︒

蕊
総
:
ル

淵
蜘

『､沖….…

蕊
霧
霞
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誰にも自慢があるでしょ う ︒
魂動﹃・篭︑恥韓

名古屋市瑞穂区関取町

圃冨固団

一泊ということになる︒是非

しい︑かといって消化して行

候不順に悩まされ︑仕事は忙

Ｆ︑︒︽・●

ともおすすめしたいのが萩原

上呂

や荘川村方面へ足を延ばすと

次に紹介する人も昨年何度

皿︵０５７６５︶４１１０４０

が開催される︒

かテレビや雑誌で紹介された
ある︒四十一号線沿いにあり︑

町の﹁赤かぶ﹂という民宿で

２１１１︲別

国後千種区大久手東でフラン

ソーセージの製法を学び︑帰

ス地方でフランス料理とハム

末で不潔な思いをするが︑こ

と食堂やトイレに風呂がお粗

けの天井が高い︒民宿という

に炭火が入っていて︑吹き抜

造した︒玄関を入ると囲炉裏

じのアトラクショ

．︲︲＃錐錬帆遮︐．

名古屋市昭和区御器

マジック松浦天海

ハムソーセージアルザス

４月各支部の動き

ｎ日三役会４名

名古屋板金連合会

津島支部

５日支部総会略名

岨日夕食会狸名

小牧支部

江南支部

胆日支部役員会５名
春日井支部

８日定例会狙名
記日役員会４名
岨・加日支部総会︵兵庫

西春支部

ｍ︵０５２︶８３３１３１１９

岐阜県益田郡飛騨萩原

民宿赤かぶ

一泊二食六千八百円税別

県湯村温泉︶妬名

西三板金連合会

６日第１回幹事会拠名

新規組合員の募集︒

事業について︒

岡崎板金組合印周年

て︒

４日県板保証事業につい

岡崎支部

豊田支部

７日加年度総会鉛名

羽日第１回役員班長会
碧南支部

８日青年部総会
西尾支部

９日第３回役員会Ⅳ名

の四月は例年に無いような天

し﹂と言われるように︑今年

かない工事に連日いらいらは

募るばかり︒これも暖冬︑異

話題になるエルニーーーョ現象

常気象などとともに昨今よく

の時期一年一度の花見の季節

とかの関係なのだろうか︒こ

なのに短い花の命ははかなく

た︒自然界の計り知れない力

悪天候にのみ込まれてしまっ

間もなく春の大型連休ゴー

量はいかんともしがたい︒

不況のためか︑すでに先週

ルデンウイークが始まる︒

の土曜日から休みに入った企

業も有り︑十六連休や十四連

休も多く十一連休は一般的だ

とか︒不況対策の一時帰休を

ははたして何日位の休日を予

占める割合の高い板金業界で

はまだしも︑小規模事業所が

絡めて連休の取れる大手企業

６日役員会

定しているのだろうか︒ある

大工さんの話﹁世間並の連休

はとても取れない︒日を詰め

て働かないと食べて行けない﹂

会議釦名

には真実味が込められていた︒

午後五時終了③

委員八名出席

四月二十七日㈲晴
三二七号編集会議

肥日地引網大会噸名

皿日三役会７名

８日青年部定例会皿名

７日定例会町名

東三支部

５日総会伍名

Ⅳ日第１回理事役員合同

知多支部

ｎ日ボーリング大会申込

刈谷支部

﹁春に三日続きの晴れ間な

手作りハムやソーセージの店

皿︵０５２︶８８１︐１６４４９

ス料理店アル

の﹁赤かぶ﹂は風呂は桧をいっ

８日支部例会ｎ名

昭和支部

や店ぷらが出るわけではない

Ⅳ日青年部ゴルフコンペ

旭日定例会

尾張板金連合会

熱田南支部

ブルグの食肉

が︑おいしい旬の料理が食べ

がある︒喫茶コーナーで紙切

８名

きれないほど出される︒また
オーナーの尾藤さんは寄席文

ソーセージの
製法を勉強︑

字を書かれる︒相撲の番付表

学校でハム・

現在は瑞穂区

肥日ゴルフコンペ
の﹁めくり﹂を書く︒この関

に似たような文字で高座など
係で﹁赤かぶ﹂には多くの落

９年度会計報告

定︶の打合せ

関取町で﹁デ
リカテッセン・

語家も宿泊している︒また尾
の店を開業し

りをを見せてもらい︑落語の

２日潮干狩︵５月叩日予
アルザス﹂と

藤さんは紙切り芸という特技

瀬戸支部

ムソーセージ

言う手作りハ

ている︒無添加のおいしいソー

いＯ

﹁友達の友達はみな友達だ﹂

鷲見収

地を掲載するのでお尋ね下さ

以下に自慢の人︑店の所在

れて楽しい旅の思いでになる︒

話に花が咲く一夜は仕事を忘

であるが︑高山祭りや明宝村

帰りでもいける手頃な観光地

会えない︒下呂高山方面は日

宿というのはなかなかめぐり

が︑安くて気分良く泊まれる

る︒私は旅行によく出かける

もう一人紹介したい人がい

ある︒

セージはお勧めしたい一品で

自慢のお店など

一一ハ一一

﹁アルザス﹂オーナーで熊谷
わかりやすい場所で明治二年

﹁愛板﹂で紹介しようと思う︒

ザスを開店し

ぱい使い︑清潔でとてもきれ

ンで紹介した手
品師マジシャン

屋市中区の若宮八幡宮と名大
ク教室をどちらも月二回月謝

病院の裏側の出雲会館でマジ ッ

ビにも何度か出演しているの

三千円で開講している︒テレ

・つＯ

でご存じの人もいることと思
六月七日には滋賀県大津市

自慢の知人友人

：鴬曜お称店︾︾紹牛介需￥．

自慢は人に話して初めて自

建築の飛騨民家を移設して改

はじめに私の自慢から紹介す

ていた︒髄年

いで気持ちがいい︒食事も観

そこで︑みなさんの自慢を

自慢のお店︒

慢になるものである︒黙って
スのドイツ国境付近のアルザ

猛さん︒彼は妬年に北フラン

自分の自慢︑白慢の友人知人︑

いては自慢にならない︒

の県
県板
板新年会に出席
る︒今年の

にはソーセー

光ホテルや旅館のように刺身

された方はご存

ツのアウグス

ジの本場ドイ

の松浦天海さん

は私の友人で十
九歳で松旭斎天
洋の門下生にな

り︑Ⅶ天海賞最
優秀演技賞を受
賞︑Ⅶ天海を襲
名︑明年アメリ
カ国際マジック

大会で世界第２
い詔罷力マジシャ

位となったすご

教えて下さい

クを習いたいという方は名古

ンである︒マジッ

、

／

の教育会館で大マジックショ ー

ノ
、

平成１０年５月１５日（４）

板
愛
第３２７号

