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組合員の皆様新年明け
ましておめでとうござい

慶び申し上げます︒

ます︒平成十一年の輝か
しい新春を御家族御一同
様お揃いでお迎えになら
れましたこと︑心よりお
旧年中は︑愛知県板の
事業運営につきまして︑

変わりませず︑御指導︑

を振り返ってみますと︑

今から段取りを願います︒

又︑本県青年部創立二
十周年式典が四月十八日

あります︒これ又格段の

に行なわれます︒青年部
幹部の方々が手配して行
事に遺漏なき様段取中で

御力添えを願います︒二
十一世紀初頭を飾る愛知

万博も推進され︑これに
伴ない愛知国際空港建設

もいよいよ軌道に乗り建
設工事も逐次発注が進ん
で参ります︒私共︑県板
組合員もこれにそなえる
べく万全の態勢をとる事
が肝要かと存じます︒組
合員同志がお互いに助け
合い︑又自らが最大の自
助努力をして日常経営の
合理化︒省力化につとめ

て︑自分の城は自分で守
るべく前向きの姿勢で臨
み︑仕事には安全作業を

会に又支部の行事にと︑

前向きの姿勢で取組んで

行い︑組合組織の強化を

さて︑本年の愛知県板
の問題では︑全板大会は
五月二十日隣県岐阜県長
良川メモリアルセンター

に御協力賜わります様︑

に於て開催されます︒中
板協の申し合わせで︑当
愛知県板で四百名の参加
要請が来て居ります︒隣
県の事ですので︑仕事で
御多用の事とは存じます
が︑どうか割当人員達成

とさせていただきます︒

本年が皆様と愛知県板に
とりましてよい年であり
ます事を祈念申し上げま
して︑私の新年の御挨拶

す︒結びになりましたが︑

ますので︑なお一層の御
叱正と御鞭漣を願いしま

私も全力投球で以て御期
待に答えるべく努力致し

図り前進致しましょう︒

下さい︒

も委員長の御指導よるし
きを得て︑委員各位が其
の本分を認識されて︑大
いに活躍なさって居られ
ます事︑心より敬服致す
次第であります︒どうか
組合員の方々も︑積極的
に各行事或るいは︑研究

本年も大いに期待致して
います︒又︑他の委員会

に心強い次第であります︒

果を上げることが出来誠

加者を得︑予想以上の成

理事長村上章
に当り︑今年こそ早
急な景気対策の実行
と所得減税・住宅着
工の増加・貸し渋り
の解消等を始め︑社
会資本の整備を図る
為︑公共投資の増額
を念願するところで
す︒公共投資については︑

早期の実行を断行して︑

紙上或るいはテレビ︑ラ
ジオ等多方面で是非が論
ぜられていますが︑先ず
景気が最悪の今︑経済立
て直しを図るには︑一番
の即効薬でもあるので止
むを得ざる状況と判断し
景況回復につなげて欲し
いと存じます︒

御鞭捷下さいます様お願

先ず全板の事業目標の一
つであります保証事業を
踏まえて︑当県板では保

又︑事業を通して昨年

昨年迄の世相は︑金融

証委員会︑技術研究委員
会が合同で二日間に亘り
中部ポリテクセンターで
研修会を行い︑多数の参

大変御理解と御協力を賜
わりましたこと厚く御礼
申し上げます︒本年も相

問題始め歪んだ政治に経
済に悪い事ばかりが眼に
つき︑明るい話題が見当
たりませんでした︒年頭

い申し上げます︒

一 、

副理事

食べ︑よく遊びよく眠る⁝﹂しよう︒
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で卯年にあやかりぴょんぴよ﹁健康は幸せの原点﹂です︒
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Ｉ新春を迎えて⁝

；新春に あたり思うこと

副理事長高柳一男Ｉ

証委員会とともに保証関連の

まれた方が当初の計画より非

講習会を行いました︒申し込

不景気のことは一切口にしな

たいと思います︒そして不況

で楽しく働き遊びに切り替え

を取りまとめて再構築するこ

経験︑ノウハウ等の経営資源

自分自身が持っている情報︑

とが必要です︒しかしながら︑

どの果敢な対応をしていくこ

は︑経営の根本から見直すな

ろしくお願い致します︒

とうございました︒本年もよ

指導ご鞭捷をいただきありが

います︒昨年中はいろいろご

明けましておめでとうござ

ついては受講者に何とかご理

ります︒しかし講習の内容に

り︑受講を断念された方もお

その対処に追われることにな

上︑おりからの台風に遭い︑

由討

い考えないと誓いました︒も

ん︒見えない未来に対し︑自

とは容易なことではありませ

常に多くなり︑講習会場を変

ちろん時世の流れや出来事を

新年明けましておめでとう

長谷川信俊⁝

皆様にはご家族一同お揃い
よく見極めながら適正価格で

ございます︒組合員の皆様に

副理事長

で平成十一年の新春を迎えら
力が肝心です︒それには頭脳

適正利益を得るよう人一倍努

げます︒昨年における我が国

お迎えのこととお慶び申しあ

につけることが必要とされる

生産のステップと︑技術を身

がら見通しを立てていく情報

らの想いをエネルギーにしな

を持って前向きに対処してい

す︒この不景気の中︑緊張感

うです︒そうなったら大変で

り︑普景気になってしまいそ

続くと不が普通の普の字にな

不景気不景気とこれ程長く

ことに決まり︑平板スレート

動計画に︑保証種目を増やす

合同委員会で平成ｎ年度の活

います︒講習後の保証︒技術

有りメンバー一同ホットして

解いただけたとアンケートに

く思っております︒またその

更する事になり大変申し訳な

れ心からお喜び申し上げます︒

はご健勝にて輝かしい新年を

日頃︑自ら健康管理に留意

の経済は︑消費税率の引き上

時代なのです︒

います︒

戦後最悪のどん底に落ち込ん
明断・五体健康を保つことが

し年に一度はドック検診を受

げ︑医療費の本人負担の増加

リストラ︑収入減による自己

は貸渋り︑倒産︑整理廃業 ︑

全板国保組合では︑各自の

見直を心掛けたいものです︒

活習慣や食生活︑作業習慣の

アドバイスを受けながら︑生

マイナス要因が重なって雇用

による企業倒産の増加などの

ア経済の混乱︑﹁貸し渋り﹂

から︑株式市場の失速やアジ

した︒更に金融システム不要

し︑景気は一段と冷え込みま

をもって︑二十一世紀に向っ

らは光が見える様になる希望

午前四時頃の思い︒秋ごろか

﹁夜明のない夜はない﹂今は

ラなどが行われています︒

す︒ミクロにおいてはリスト

年延長だのと言われていま

マクロでは職業訓練だの定

て来ています︒

県板事業の活動にも力が入っ

のご理解で承認していただき

値上げの審議でした︒皆様方

題は総代会における賦課金の

昨年の県板で一番大きな問

この時代の中で我々の仕事を

人が考えてほしいと思います︒

て商売にするか組合員一人一

す︒この保証制度をどう使っ

計画を立てたいと思っていま

株価は低迷︑預金金利は最
低庶民の夢ははかなく消え︑

けて早期発見︑早期治療に努

破産︑税金のムダ遣い︑など

健康の維持管理を目的として

不安を助長し︑景気停滞の度

と窯業系サイディングの講習

めると共に︑医師や指導員の

国民の苦労など知らぬ下に

数えればキリがありません︒

組合員一万二千円・配偶者六

防衛庁まで贈収賄にワイロず

そして︑政・財・官・産・学

の通った政治は出来ません ︒

ど︑皆さんに気軽に利用して

費資金貸付制度︵無利子︶な

宿泊費二千円補助︑高額医療

腸ガンの無料検査︑行楽時の

ています︒また郵送による大

厳しくなるものと思われます︒

予想され︑経営環境は一段と

低迷や民間設備投資の後退が

るさが見られず︑消費支出の

国の経済は景気の先行きに明

合を深めました︒今後の我が

お祈り申し上げまして︑新年

のご健勝と商売繁盛を心より

らしい年になりますよう︑益々

とって︑明るく健康で︑すば

後になりましたが皆様方に

て行うでは有りませんか︒最

御家族おそろいで︑是非全板

プニュースが岐阜に集ります︒

機械工具等︑我が業界のトッ

す︒展示される新工法建材︑

市で五月二十日に開催されま

加があり詞今年は隣県の岐阜

います︒

役立たせていただきたいと思

るのか考えて︑自分の商売に

保証という看板をどう利用す

は保証制度を理解して頂き︑

保証するという事︑皆様方に
千円健康診断助成金を交付し

くしの体質では景気回復など

頂ける制度がきめ細かに用意

聞けば聞くほど︑考えれば

されています︒今年も一年Ｎ

べき次代を乗り越えるために

小規模企業と言えども︑来る

す︒

のご挨拶とさせていただきま

岐阜大会に参加して下さい︒

て新年のご挨拶といたしま

のご健康と︑ご多幸を祈念し

す︒

ＨＫ朝ドラ﹁よく働き︑よく

昨年︑技術研究委員会は保
にさせられます︒しかし個人

考えるだけ︑腹立たしい気分

最後に業界の発展と︑皆様

夢のまた夢です︒

県板の事業には全板大会参

に躍起の与野党︒これでは血

離合集散を繰り返し党利党略

かなくてはなりません︒

のみ有利の特別減税︑一方で

減税を打ち出せば高額所得者

などに伴い︑個人消費は低迷

⁝琴

だ日本経済は何時になったら
重要になります︒

せん︒今年は心気一転︑健康

のでは精神衛生に良くありま

しさと憤りを持ち続けていた

の力ではどうにもならない空

長斎藤充昭難唆

Ｊｂｂ、

回復するのでしょうか︒

明けましてお目出度う御座

蕊

⁝健康は幸せの原占
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愛知県亜鉛鉄板問屋会

会長伊藤嘉

バー各社と︑板金組合員の皆

より一層親密に︑問屋会メン

ません︒このような時代こそ︑

築板金業界も例外ではござい

いう間に人生の干支を一廻り

と思っていましたが︑あっと

ので︑私も自分では若い若い

卯年︒月日の経つのは早いも

でとう御座います︒本年は己

皆様︑新年明けましておめ

り︑新たな需要開拓に努力し

産量は最低のものとなってお

携わるものとしても現状の生

くものと考えます︒私共鉄に

意を示したので落ちついて行

は宣言し︑金融再生を図る決

かく︑公的資金の投入を政府

大同鋼板㈱名古屋営業所

平素は︑私共の問屋会に対
様とが︑今まで以上に︑お互

し︑還暦の年となりました︒

所長新美宜

し絶大なるご支援︑ご理解を
いの自助努力をした上で︑信

新年あけまして︑おめでと

げます︒

賜わり心より厚く御礼申し上
頼関係および︑協調︑助け合

〃力″をいれて︑タイムリー

展をお祈り申し上げて︑新年

最後に皆様方の御健勝と御発

す︒

の御挨拶とさせていただきま

に皆様方のニーズに応えるべ

き︑努力をしてゆきます︑各

ございます︒

と思います︒

して成長させることが大切か

二Ｂ官

本年も宜しくお願い申し上

層各位がそれぞれの立場で協

力︑努力して︑現状を打破し

げます︒
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平成十一年の己卯の年を迎
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てゆこうではありませんか︒

新しいデザインの壁パネルや

うございます︒

さて本年も︑昨年来よりの

タキロン株式会社名古屋支店

問屋会といたしましても︑

御愛顧いただいておりますエ

ております︒弊社大同鋼板と

本年は一層新たな気持ちで新

飯田守

労働時間短縮の問題︑産業廃

さて昨今の経済情勢はまこ

﹁己に克って礼に復るのが

支店長坂ヨ

情勢は︑時々刻々と︑不況の

とに厳しく︑明るい見通しを

え︑組合員の皆様方には︑ご

仁である﹂と中国の言葉があ

しましても断熱パネルとして

様相を呈しております︒我々
いかなければならない事が︑

棄物処理の問題等︑解決して

バールーフも各種の成型品を

健勝にて輝かしい新年をお迎

りますが︑己卯の年は姿勢

年を迎え︑今一度青春の鋭気

業界を取り巻く環境も︑新設

つけるとは未だ時間がかかる

開発し︑今般﹁瓦﹂形状の

えのことと心よりお慶び申し

おります︒幸いにも当地区は︑

の効果が現れる事を期待して

おりますが︑少しでも早くそ

を祈念いたしまして︑私の年

合員各位のご健勝と︑ご発展

よう申し上げますと共に︑組

指導と︑ご協力を賜わります

どうか本年もより一層のご

わず︑何事にも前向きにとら

人一人がとにかく明るさを失

で持っていると思います︒一

多数を占める中小企業の活力

えて来ました︒日本の経済は

を組み︑現状打開の決着が見

バブル崩壊後よく言われて来

だけるものと思っております︒

ム市場にも有効に御利用いた

は新規物件のみな宮皇入リフォー

いたしました︒これら新商品

ストラというトラが大暴れし

しくなりましたが︑後半はリ

の球団のトラは前半でおとな

昨年は戊寅年で︑どこか

上げます︒

きにのあたまを使って頑張っ

してあかるくたのしくまえむ

筋道を通す︑そして元気を出

更なる無駄な枝葉を排除して

を正して︑糸のもつれを直し

つちのとう

中部国際空港︑第二東名︑愛

になかった重大な問題です︒

す︒最近の信用不安も今まで

いることが多かったと思いま

新たな景気浮揚の年となって

を振りかえれば不況を脱出し︑

とかと思います︒過去の卯年

え︑努力することが肝要のこ

して引き続き新商品の開発に

ものと思います︒メーカーと

知恵を出し合って築いてゆく

これには一人一人が努力し︑

てゆくことが必要と思います︒

拓し︑需要を拡げ︑定着させ

品群を活用し︑新規分野を開

ようということは︑新しい商

むべくもなく昨年に引き続き

うに右肩上りの成長路線は望

感が漂っています︒今迄のよ

今年も景気は先行き不透明

たかと思います︒

した枝になる一年ではなかっ

生かす枝を残して︑しっかり

時に伸びすぎた枝葉を勇定し

た一年となりました︒バブル

新年の御挨拶とさせて頂きま

ことを心より御祈念申し上げ

て︑二十一世紀を迎えられる

て今年が明るく良い年でもっ

とともに︑皆様方にとりまし

御支援をお願い申し上げます

今年一年も皆様方の暖かい

て参りたいと思っております︒

す︒

しかしこの問題も是非はとも

つらのえとら

知万博等︑大型プロジェクト

ました不況を普況として考え

す︒

頭の挨拶とさせていただきま

字が目につきます︒我々の建

を見ましても︑過去最悪の文

不況といわれ︑統計調査結果

しかし現実は︑戦後最悪の

る事を期待しております ︒

しでも潤いをもたらせてくれ

の事業が︑我々の業界に︑少

が︑目白押しであり︑これら

つらのとう

生かす枝をしっかりと手入れ

住宅着工の減少︑並びに民間

多々ありますが︑微力ながら︑

ものと思います︒しかし︑政

﹁かわら﹂の新商品も商品化

新年明けましておめでとう

設備投資の低迷などにより︑

一層の努力をしてまいります

府も昨秋には大型の補正予算

エコダッハ︵瓦状の断熱屋根

誠に厳しい状況に置かれてお

ので︑今後共よろしくお願い

パネル︶︑プリーッタイプの

ります︒行政府も︑数十兆円
申し上げます︒

こうと思っております︒

規模の不況対策を打ち出して

で新しいものに挑戦をして行

いこそが今︑最も重要な事で

伸

金融機関の破綻や︑大型倒産

鍵』鑑慕護

はないかと思います︒

灘灘瀞謬〃
の続発などにより︑経済社会

邦
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保証制度も役に立たないと

事務理事吉田政次
の声も聞かれますが︑これは

西三ブロックｗ坤鰐︲

つかりました︒浅学・非学で

会長毛利貞夫
新年あけましておめでとう

のより一層のご指導とご協力

させて戴きます︒組合員各位

御家族お揃いでよい年をお

新春にあたり︑本年が景気

迎えになられたことと心より

回復の第一歩が踏み出せる事

はございますが︑精一杯務め

題があると思います︒保証件

ございます︒

数を多くすれば︑それを実績

少ない実績や運営の方法に問

昨年は組合事業の運営に︑

を願っております︒

お喜び申し上げます︒

大変なご協力を賜わり︑有り
として︑所轄官庁との交渉を

年の初めに

︽誠鷺：名古屋板金連合会

隈︒︽少恥Ｄ小４今少珊﹂︒︑４︽少が栂Ｏ

８４︒

・ ４ ︒ｆ︲

︽必．﹃．４基挿詠盟単念必．尿盆

・・イ認．穂・該

ｒ電令︒院砂ヤ舎叱﹃
Ｊ盟働幸少寺＆争︑

・句︽誕沖秤冷・侭〆恥武

い交渉を行い︑諸官庁の発注
ブル崩壊後の経済界の急速な

様な事が多くありました︒バ

過去の常識では考えられない

と思います︒本年も景気回復

常に困難な時期を迎えている

支部における組合活動は︑非

公共事業も減少して私たちの

情勢は激動の一年であった︒

券会社や銀行の破綻など社会

昨年を振り返って見ると証

あった︒

く工場見学も非常に好評で

業に対する組合員の関心は高

この地方では福井県板︑滋

た︒また各地に於ける毒物混

業は社会不安を一層強めまし

関の経営破綻による倒産︑廃

の転換をしなければならない

ればならないか︑つまり発想

今何が出来るか︑何をしなけ

を待つ商売〃より一歩進めて

新年懇親会を受け持ち︑平日

名古屋板金連合会では県板

思われる︒

なりに落ち着いていたように

く利害関係がないので良かっ

また材料屋主催の見学会でな

てほしいとの意見があった︒

い人の参加の見学会を企画し

催してほしいとか︑もっと若

今後は会費を取ってでも開

賀県板︑岐阜県板の保証件数

入事件︑特に和歌山のカレー

分離分割発注制度の確立︑下

の組織力増強を目的として ︑

工事の一部に保証書が必要に

全てに︑また︑岐阜県の発注

阜市︑ＪＡ岐阜の発注工事の

と夢″を現実にしてくれた

明るい出来事として〃希望

毒殺は痛ましい事でした︒

を含めて︑訪ねてみる事も営

なったお客様にサービス精神

と思います︒過去にお世話に

功であったと自負している︒

席者を迎えることが出来︑成

開催にもかかわらず多くの出

としたい︒

たとの意見もあり今後の参考

他︑業界の技術向上のための

く取り入れ︑技術向上を図り

愛知県板も︑実技講習を多

最高齢の宇宙飛行士︑グレン

ある限り宇宙へ行きたい﹂と︑

井千秋さんの﹁チャレンジが

はすばらしいものでした︒向

〃宇宙への旅立ち″への成功

できるものではないと思いま

が︑私たち板金業界には期待

円の特別予算を計上しました

も緊急経済対策等に二十四兆

業の一つかと思います︒政府

二︑会員名簿を作成︒

一︑連合会の会則を策定︒

来た︒

十年度の事業を行うことが出

さらに︑以下のような平成

れる世の中で一番の幸せだと

事となったことは不況といわ

共済保険の配当も還付される

数だった事から︑二年ぶりに

故も無く︑また傷病もごく少

私たちの仕事は屋外作業︑

齢化が進んでいるため︑日頃

しかも私たちの業界でも高

きまとう︒

特に高所作業が多く危険がつ

を行えたことは副会長を始め

︲ザ

卓凸．

ざ鞍ｑｂ恥■

争甜へ︑蕊

工場には︑﹁要保証書﹂と言

の見通しはたっておりません︒

業界も不況ではあったが不況

このために工場見学の参加

修復工事が増えた︒

方に影響を与えて一挙に被害

もかかわらず諭二つも東海地

生が例年より非常に少ないに

湧鴬簿ぐず会長鷲見

新年明けましておめでとう

めまぐるしく一年が過ぎ今

ございます︒

年も初詣の神前で家内安全︑

うお願い申しあげます︒

う組合員でなければ受注でき

下降は︑誰れもが止める事は

より一層強め︑従来の〃お客

組合員相互の情報の交換等を

商売繁盛と手を合わせ願う時

さて︑﹁不景気﹂の声を聞

できませんでした︒証券会社︑

最近の県板各ブロック︑各

をお願い致します︒

行うことができます︒粘り強

くようになってから久しくな
ない工事が出てくることを期

銀行︑保険会社という金融機

者も減少したが︑しかし︑事

りますが︑姑息な手段ばかり
いと思っています︒

待しながらこの事業を進めた

このように苦しいときこそ
が群を抜いて多く出されてい

が来ました︒

で決定的な施策がないままの

組合の組織力が発揮できない
ます︒例えば岐阜県では︑岐

請け工事代金の不当な低 価 格
なっています︒

色々な施策を進めています︒

ながら保証制度を充実してい

学︒

各役員と連合会の組合員の協

康であるようにと願います︒

年の始めに今年も安全で健

の作業には十分注意したい︒

世界的な異常気象で台風発

う︹︾Ｏ

力があったことと感謝してい

このように計画通りに事業

田心︶つＯ

けば︑社会的信用も厚くなり

何よりも無事故で︑健康で︑

四︑日金工とマキタの工場見

三︑尾張名古屋の職人展出展
これからは特に組合員同志

す︒

ひとつで︑昨年の全板熊本大

こられる﹂と誰れでもが宇宙

さんは﹁ごく普通なら宇宙に

〃力と知恵〃を出し合って︑

組合発展に通ずるものと確信

旅行への可能性があると教え

しています︒組合員の皆さん
の絶大なご協力をお願いする

この不況を乗りきろうではあ

たが︑本年の全板岐阜大会で

も保証制度の話があるそう

てくれました事は︑暗い事の

さて︑私は昨年の第三十一

し上げご挨拶といたします︒

ご活躍されますようご祈念申

年頭にあたりまして皆様が

りませんか︒

に於て会長という大役を仰せ

回西三板金連合会︑役員総会

れました︒

多かった中でも夢を与えてく

次第です︒

方のご健康とご活躍を祈念し

最後になりましたが︑皆様

わが県板でも保証委員会と

いただきます︒ノ″″Ｉｒ

まして新年のご挨拶とさせて

強化に務めていきます︒

ただき︑この保証制度の充実

技術研究委員会にお骨折りい

推進の意気込みが伺えます︒

で︑このことからも保証制度

会で保証制度の話がありまし

﹁責任施行保証制度﹂もその

昨年は組合員の業務死亡事

排除等の所轄官庁への要請の

全板連では︑日頃から 組 合

かと悩むこの頃です︒

はたん

状態が続いています︒

昨年は厳しい社会情勢の中︑

年以上のご支援を賜りますよ

難う御座いました︒本年も旧

牧
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長蟹江利夫

知多ブロック
合員の皆様︑大いに盛りあがっ

出席下さる様︑役員一同お待

して︑新年の挨拶とさせて

の御健康と御繁栄を︑御祈

したいと思います︒今回受講

様に少しでも役に立つ様努力

の組合員さんは九十三名の申

ちしております︒

し込みがありましたが九月二

頂きます︒

■●Ｊ■ｇ︲●■且ＯＴＣ句且■？︑●●凸■︑●●且ＯＫ●●００Ｖロ●凸０汀■①Ｊ■▽▽①旬凸０︐■印且□７曲■ｌｏｇ︒■︑■Ｖ■車凸■▽●●２０７■●且−９７●●０−６ワｅ守凸ＯｒｓｅＡ０ｒ●●■一日・

最後になりましたが︑皆様

て楽しい一時をすごすことが
また本年は全板大会が隣り

できました︒

が予想以上に大きく両日の受

十二日からの台風七号の被害

あった為︑次年度には同様の

講者は六十三名︑六十四名で

副委
長木
青木
治
農員青
久久治

愛技術研究委員会

二十日の両日にわたり開催さ

内容は主に計算方式は解りに

の県の岐阜長良で五月十九︑

知多支部としましては業者

新年明けましてお目出とう

思います︒

し合い助け合うことが必要と

に懇親を深め情報交換して話

︑畿妙＃︾卸 会長婆
明けましておめでとうござ
います︒

健やかに新春を迎えられま
れます︒この様な大会に皆様

た事と心からお喜び申し上げ
の親睦をはかるため昨年十月

る説明がほしい︑表式がよい

くい︑もっと簡単に理解でき

ます︒

ら技術研究委員会にご指導︑

ございます︒皆様には日頃か

講習会を開催しなければなら

ただきたいと思います︒

多数出席され見聞を広めてい

ないと考えております︒

い午後からはホテルで懇親会

等でありました︒今回はこれ

目を向けてみますと︑少子化

こっている最近︑住宅産業に

混乱など様々な問題が引き起

査の内容の中に︑窯業系平板

で︑これらの内容と又︑両調

多い結果になり︑今後委員会

先回とは逆の対象的な意見が

したが︑アンケート調査は︑

ては皆様の益々の御努力をお

と思っております︒つきまし

うに技術委員会も心がけたい

耳を傾け柔軟に即応できるよ

していく為︑たえず新情報に

技術は日進月歩の如く変化

ご協力をいただきまして︑誠

シーズンは数少ない中で︑七︑

傾向や︑住宅戸数が頭打ちの

スレート︑窯業サイジング︑

りまして本年も良き年であり

願いするとともに︑皆様にと

長引く不況︑アジア経済の

らの点に留意しながら進めま

十四日山海海岸で地引網を行

画呈
冒巳▽︒①ｄ−ｇＴ●●ＡＵ０●◆ＡＤＤ

にありがとうございます︒

昨年は日本中が不況一色に

９７●●ｂＯＵ⑧●ｌ０ｒ●①ＡワマロｃＡＵＤ●ｂＡｇ︐●●

を催しました︒出席された組
旬ｍＬ０Ｕ●■▲一日▼■●・一Ｐ・●■ｄＯＴ・句

■ＵＶ巴Ｇｄ■︒〃③むＡＵｒ●●Ｊ■ＰＴＱＧ上００・■

染まり大変な年でありました︒

日常会話の中にも﹁倒産﹂と
か﹁不渡り﹂とか言う言葉を

新年明けましてお目出とう

に被害が有りました︒われわ

八号と当地方に上陸し︑各地

毎日の様に耳にすることが多
本経済を立ち直らせるために︑

ましては︑輝かしい新年を︑

ございます︒皆様方におかれ

脳髄﹀息崖長
準悪細
運雌
云清
野清
野

いろんな手段を考えていま す ︒

状態︵一昨年の消費税の駆け

かったと思います︒政府も日

﹁金融安定﹂﹁信用収縮﹂﹁社

れ板金業界も修繕工事で忙し

年の挨拶とさせていただきま

ＵＵ旬①ｂ０ｒ●●ＡＶ■わ△守︒■●凸与ｇ・■︒且■Ｕ︑旬申ＡＢＴ
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農河田雅彦
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新年明けましておめでとう

草●７句■ＡＢｐｒ■■

宅建設を促進する為に税制の

一Ｇ７申●

二十年を迎えて
優遇措置等を検討しておられ

ということで豊橋で開催する

青年部部長
﹁ごく普通の七十七才でも健

んには多数出席をお願い致し

予定です︒青年部員のみなさ

県は﹁財政非常事態宣言﹂の

ます︒記念誌に関しましては

康ならば宇宙に来られる﹂と

活動を通じたいへんお世話に

過去の実績ばかりにとらわれ

緊急アピールし︑私達県民に

．︒

ますよう御祈念申し上げ︑新

お迎えされた事と︑およろこ

言う御意見もあり合わせて︑

も保証の適用にならないかと

会資本整備﹂﹁住宅投資促進﹂

は一二○万戸が普通の状態に

比べ︑今では一三○万戸或い

ステンレス鋼板︑金属雨樋等
明るい話題で︑スペースシャ

なる︶であると言った厳しい

込み需要による一六四万戸に

トル﹁ディスカバリー﹂に向

環境下にあります︒ただ小測

い時が有った事と思われます︒

昨年も︑バブル崩壊後八年

井千秋さんと︑同乗された

内閣も景気刺激策として︑住

び申し上げます︒

にわたる低成長で︑不況の直

ジョン・グレン上院議員さん

﹁雇用促進﹂﹁減税﹂﹁アジア

これがどの程度経済を回復さ

支援﹂﹁商品券﹂等々です ︒
撃を受けて国︑地方税とも︑

は︑〃老人力〃を発揮して

議論︑分析し今後組合員の皆

せることができるのかという

下回る見通しとなった︒愛知

総じて落込み︑見込を大きく

掴て我々板金業ももれなく

不安は残ります︒

不況の波をかぶり大変苦しい
一年間でありました︒

はまだ恵まれているのではな

なり有り難うございました︒

ございます︒旧年中は青年部
今後高齢化社会が一層進む

本年も昨年同様︑宜しくお願
ば︑建築業界もさらに落ち込

に︑一層の努力をし︑今年も

仕事に業界発展︑後継者育成

旅行とまでは行けませんが︑

六月にも今回と同じ講習会を

に開講致しました︒平成八年

年の九月二十六日︑二十七日

で︑保証制度関係講習会を昨

会は︑保証一委員会からの要請

に二十周年記念誌発行を計画

して︑二十周年記念式典並び

この節目にあたり記念事業と

は本年二十周年を迎えます︒

る人達はどう思っているのか？

らないのか？我々の身近にい

のか？今何を考えなければな

そうした中で技術研究委員

いかと思われます︒

ます︒その意味では住宅産業

多方面において︑しわ寄せが︑

ので︑健康である限り︑宇宙

中︑立派な技能が︑有ります

コメントされた︒

件数となり︑贈改築も減少し

の様な︑経済情勢が推移すれ

必至とされます︒今年も現存

理解と協力を︑要請された︒

ました︒少ない仕事に多くの

新築工事はほんのわずかな

業者がむらがるのですから仕

む恐れが有ります︒十一月二

良い年で有ります様︑お祈り

開き︑その中で講習内容︑講
期待しましょう︒昨年の台風

会に捉出︑可決されたならば︑

すので︑組合員各位多数︑御

が︑お世話させていただきま

を行った訳ですが︑その結果

師等についてアンケート調査

ましては︑東三ブロック担当

しています︒記念式典につき

６頁へつづく

一生懸命頑張っております︒

このテーマに向けて役員一同

ています︒今何を感じている
十六日政府が決定した﹁緊急

申し上げます︒今年の県板新

ず︑﹃現在﹄にテーマをおい

日頃からの宣伝広告と一軒

経済対策﹂減税含め︑二十四

年懇親会は︑尾張板金連合会

い申し上げます︒

一軒を根気良く営業して回る

兆円規模を決定︑内住宅投資

事を取るのも大変な事です ︒

という姿勢が大切かと思いま

促進︑一兆二千億円︑臨時国

という気迫が大平だと思いま

愛知県仮金工業組合青年部

のではなく出むいて﹁取 る ﹂

す︒これからの仕事は﹁待つ﹂

す︒そして業者同志がお互い

平成１１年１月１日（６）

板

愛
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十周年という節目に部長とい
二級二十七名
愛知県職業能力開発協会長賞

びだとかすばらしさを感じで

今の若い後継者は働く事の喜

きがいと喜びに満ちた生活で

が心の底から願うことは︑生

す︒そのための条件は︑各自

片山匡裕

が平和と安心につつまれ︑健

伝達式に先立ち村上理事長

いない様です︒板金技能の基

う大役を努めさせていただい

礎の教えと同時に︑目には見

さて︑本年最初の青年部活

伊藤幸治

愛知県技能士会連合会長賞

のお骨折りで︑職業能力開発

が充実して発展し︑子孫が繁

康で長生きをし︑事業や仕事

協会より会長賞と︑技能士会

えない心の持ち方の大切さを

たことは私の人生においてす

学ぶ事の必要性を感じていま

ばらしい一ページを刻むこと

石川博崇

愛知県板金工業組合理事長賞

に全国建築板金競技大会の愛
連合会からも会長賞を出して

動といたしまして︑一月十日

頂き︑又︑当組合の理事長よ

るようです︒

栄していく事が真の幸福であ

は財産です︒お金では買えな

であり︑しかし現代の家庭及

す︒彼等は善良な若者ばかり

今年は私個人も少しでも幸

座を受けて楽しい毎日に心が

がけたいと考え︑各種生涯講

せな気持ちで生活できる様心

社会の一員として︑正しい

び学校では教わっていないの

心を持った後継者の育成に務

十年度の技能検定試験の伝達

一年は早い物で︑先日平成

以上六名の方々です︒

ができました︒私にとって人
り理事長賞を出して頂いた︒

ここで﹃技能競技の部﹄︑﹃建

いこの財産を得ることのでき

知県大会を開催いたします︒

た﹃県板青年部﹄に感謝の気
一級

晴の受賞者は︑

名ずつが全国大会に出場され

築技術の部﹄それぞれ上位二
持ちでいっぱいです︒

早々には平成十一年度の技能

が道徳の教育です︒

検定試験の説明会が行われる

式を行ったと思ったら︑三月

杉浦秀一

愛知県職業能力開発協会長賞
愛知県技能士会連合会長賞

年であることを望みます︒

皆様方が今年も﹁幸﹂ある

ける予定です︒

今の世の中︑悪い情報にま

めたいと思います︒

年も昨年以上のご支援ご協力

と思いますが︑皆様方には本

愛知県板金工業組合理事長賞

︲・
うです︒短期的には対処療法

は︑ご家族共々︑清々しい初

組合の皆様におかれまして

を頂き厚く御礼申し上げます︒

位には格別のご理解とご支援

子どもに喜んで貰え︑表札は

日と三日目の祭日が奥さんと

に人気が良く︑レリーフは初

ご協力を心から感謝申しあげ

会に対して︑御理解を得ての

昨年も皆様方には私共の協

られた事とお喜び申ＩＦずま竃

ことに気付きつつあるようで玄

でいましたが︑どこか変である

物質文明の発展に目がくらん

現存の日本はここしばらくは︑

利己心を取り除くことです︒

厚くお礼申し上げます︒

事業に大変お力添えを頂き︑

訓練並びに資格取得に関わる

昨年中は若者育成のため︑

お慶び申し上げます︒

春をお迎えのことと︑心より

屋﹂と化したのが実情であり

いう作業を激減させ︑﹁取付

の仕事の中から﹁つくる﹂と

産化をもたらし︑我々の日々

ハイテクによる高品質化・量

構造の変化は︑特に資材等︑

社会経済の進展に伴う産業

であります︒

適切な施策が望まれるところ

様子︑この際︑官民あげての

１︲釧一吟婚︾岡識窯唯繊清
苧長山本清

句●︒＆Ｖ●●且●■▽︒︒ＡＶ●■凸■官Ｇ■且■Ｕ︑●︑凸ｎＶ●︒△■・■●且●▼●旬凸０Ｖ⑤●ｄ０ｖ●ａｎ二も▽①■４ワワ巴各ＡｇＤ●●■０▽︒③００▼ＢｓＡＢＦ●ご口−０７弓⑧ｂ０ｒ●●Ａ０ｒ

どわされがちで︑すべての人

▼ｒ■ｃ４国■ＴｃＣｎＯＵＢ●・Ｏｒ●ｏ１０ｒ①●凹凸７口●Ａ■・●①凸■ＵＶ︒●凸０ｒ●草ｕＱｖ

します︒

をお願いし︑新年の挨拶と致

■︒Ａ▼︐●︒△宮Ｂｒ⑧︒且■Ｕ︑●●ｊ■▽・●句ＯＢ７ゆむＬ１ｇＴ●●Ａ▼▽●■凸Ｇ７●■血一■ワ●●凸

二級

加納琢巳

堀雅彦

幸とご健勝を祈念致しまして

きます︒

新年のご挨拶とさせていただ

最後に今年の皆様方のご多

ます︒毎年優秀な成績の愛知
県は今年もすばらしい成績を
本年四月十八日の総今薯 も っ

残すことでしょう︒

て任期満了となりますが︑ 二
●●０−■ｒ●●且一回ｙ⑨︑０国刊？■ｓＡ９・■●且ＯＵ●吾６０口①︒Ｊ０７■●且９７巴●凸︒■●●凸Ｂｒ●■８６７●■Ｏ０Ｔｅｑ１０ｐｂ●Ｏ＆Ｙ①●０一○ｒ●■ａ０Ｔ●■日与句守●も０画ロワ守●０日ｒ

長石原銭司

の受け皿とレリーフを行い︑

︲一ｒ霊馴１雲●．︲一一一一一一一一一一一一︑︐愛郵鵠金蝿感云瑛司

新年明けましておめでとう

愛愛知県板金総合職業訓練協会

平成十一年の新年あけまし

がとられなければならない経

一番人気が有ったのは鉢の受

け皿で︑直径１８０ｍ位で厚

済の問題の解決も︑根源的に

ございます︒

さが０．３ｍ位のステンレス

てお目出とうございま魂御家

新年あけましておめでとう

ご家族お揃いで良いお年を

族お揃いで良い新年を向かえ

又︑技能士会の役員諸氏に

名前を書くのに習字の先生を

ます︒

ございます︒

お迎えの事とお慶び申し上げ

るのですが︑これが奥さん達

を特殊なヤットコを使って作

会長
長羽
羽柴
柴弘
弘和
和

の行事に対しまして組合員各

ます︒旧年中は板金技能士会

は例年より昨年は行事が一つ

お願いしたせいか室尿を見て︑

又昨年は︑平成十年度の技

ことに他人の金を預かりなが

常に悪い情勢を招いています︒

バブル化して︑反動により非

も急な経済発展から利己心が

衣食住に満ちた人生を望みま

があると思います︒

身近な事でやらねばならぬ事

ておりますが︑私共としては

のままゆけば︑訓練の継続へ

しております︒この様な状態

さにその連動性を浮き彫りに

新入訓練生の数に比例し︑ま

業での新規雇用の手控えは︑

のであるが︑昨今︑必ずしも

する中に進歩・発展を生むも

なスタンスを保ち︑共に作用

は︑技術と技能が互いに適度

私達も後継者育成に携わっ

中年以上の方達が多くチャレ

能検定試験の合格証を︑愛知

すが︑私等はその中に住まい

の影響も心配されます︒

さて今日の日本の資本主義

いち技能プラザ肥の他に県か

多く︑技能検定実技試験とあ

回ねんりんビック肥愛知・名

県板金技能士会の合同伝達式

ら︑政治的に保謹されて﹁欲

に関する職業にたずさわって
をいっそう困難にしているよ

心感を与える立派な職です︒

を入れて景気浮揚に取り組む

政府もようやく対策に本腰

７頁へつづく

が技術と手を繋いで量産と高

そうではなく︑むしろ経済力

本来︑産業﹁モノづくり﹂

ます︒

古屋大会″が大府の﹁あいち

と高慢﹂をほしいままにして

いますが︑住む人に対して安

長びく経済不況による各企

健康の森﹂で開催され︑台風

を︑名古屋国際ホテルで来賓

きた︒一部の金融関係者の人

ンジされた︒

の後の多忙の中︑役員の皆さ

をお迎えし︑厳粛の内に執り

格的甘さと無能さは︑後始末

本年度合格者数

ら協賛を依頼された〃第十一

まには多大なご協力を頂き厚

行なわれた︒

ねんりんビックの出し物は

建築板金一級二十二名

人間は生活するにあたり︑

く御礼申し上げます︒

鋼板の表札とステンレスの鉢

第３３４号
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度化に向かって突き進み ︑ 技

６頁 よ り

処理の必修化は︑訓練に於い

した新学習指導要領案の情報

昨年十一月に文部省が発表

皆様方のご支援と︑更なるご

も頑張りますので︑組合員の

最善の努力を惜しまず︑今年

充実を計り施策を企画しつつ︑

⑫年の４月よりとなっており

介護の費用徴収に関しては︑

へお問い合わせ下さい︒尚︑

の方々は最寄りの職業安定所

給されますので︑対象事業所

ている皆様は共に精鋭ぞろい

す︒渥歪鰹組合の捨星体今生去残っ

だくよう期待したいと思いま

沈没しないよう頑張っていた

真剣になって我々の日本丸が

喜びを語ろうではありません

願いして皆様と楽しく新春の

でも多くの皆様の御出席をお

尾張地区が担当ですので一人

せんか︒さて今年の新年会は

能が付いて行けない部分 が 少
指導を賜わりたく重ねてお願

意見やお知恵を拝借し︑次の

な事業について︑皆様方のご
言っても過言ではありません︒

事業主に課せられる義務と

な制度が発足され︑それらは

やすい職場環境となる事でしょ

現しても過言ではなく︑働き

業所で働く人々には朗報と表

て福利厚生面が充実され︑事

いずれにしても創世紀になっ

なくありません︒
て﹁養成訓練﹂﹁向上訓練﹂を

の御繁栄と御多幸を心から念

か︒最後に組倉貝の皆様の益々

問わず︑即︑取り入れるべきと

と思います︒この皆様が組合

しばしば耳にする〃若者の

を中心に今後益々二十一世紀

のかも知れません︒むしろ技

﹁介護・育児﹂制度であり︑

う︒更なる経営基盤を築き明

宮９７■●０口ＧＴＣｅ０

ｇ▽■●凸■ロ▽●●△０．●●ＡＵｖ●●凸一日▼●●

新年明けましておめでと
るい展望が開花する事を祈願

０▽●・

一ｅＶ④●０■回ロ●●００・●ｃｂＯ・●●ａ０ｒ●●Ｂ０

じて新年のご挨拶と致します︒

０ワ●ｂＡ０ｒ●●且０■■■日昌Ｖ■■

安員中西利夫

フォームから出る廃材処理の

ら生まれる単価の下落︑リ

住宅メーカー同士の競争か

広報委員

新たな年に向けて

ゆ・ＡＵＤｃ●

に向って迩進しようではありま

て頂きます︒

い致します︒

能の方が技術や産業﹁モノづ
世代を担う若い人達が未来に
一方介謹に当っては︑勤務時

ユ

ますので︑念のため報告させ

本年も︑訓練をはじめ様々

考えているところであります︒

くり﹂から遅れていて︑未来
期くための︑更なるご支援を
間の短縮の措置も一律に与え

さて︑今年の４月から新た

ると少し間違っている言葉な

技能離れ″は︑よく考えてみ

に敏感な若者達が離れてゆく
ます︒終りになりましたが︑

賜りますようお願い申し上げ

なければならないとの事です

重々しく︑不況︑不況とい

そこで﹁技能後退﹂の現象

のかも知れません︒

皆様方にとりまして︑素晴ら

う言葉が︑合い言葉の様に︑

うございます

に歯止めをかけるためにも︑

に健康に留意され︑事業のご

し︑組合員におかれては充分

問題︑仕事を生み出すための

の機会に報告させて頂きます︒

れた課題は︑きびしく︑且つ︑

営業面への参加など︑与えら

言えば︑個々の板金業者の生

り越えたいと思います︒

たな気持ちで︑この一年を乗

昼▽

日本中を駆けめぐり︑我々板

が︑詳細な内容については次

Ｂｖｂ●０口Ｂ・●■ＡＵＴ●●Ａ⑨Ｕの●

繁栄を心から願い︑新年のご

とご健勝をお祈り申し上げ︑新

０ｒ的●人口▽⑧●且︒▽●■００Ｕ●■４百・●ｏ８９ｒ■■日０．■︒重■守り●①Ⅱ■ワＰｂ●且■Ｕ・■①４０Ｆ●毎４Ｇ画︑●●０

これらの制度を導入された事

しい年になります様︑ご多幸

９７句●

年のご挨拶とさせて頂きます︒

新しい時代の要求に応え得る

■Ｂｒ■旬

早急に考えなければいけない

金業界にも根をおろし︑いま

だに消え去る様子もありませ

挨拶といたします︒
①●■二Ｕｇ■匂＆︒ｒ●色Ａａ７●●１二︒︐●●凸鼻▽︑■●００７句や００刃印︒且０７●●且０写●●ｄ０ｙ●巳■０口︒●︒Ｏ▽●■且凸７●●凸０汀●●ｂＯｒ●●■０Ｕ色●Ｊ一○■句●凸凸７弓●ＬＤＵＤ

業主に対しては︑助成金が支

技能者の育成のための対応や

●■

施策を急ぐ必要があります︒

新春を迎えるにあたって

き残りを賭けた大きな一年に

虹世紀を目前にし︑私も新

ものだと思います︒

すが皆様にお役にたてなくて

この新しい年も︑大げさに

ん︒

残念でなりません︒今年は今

なるのではないでしょうか︒

即帰斤叩聖﹄罪ふく

謹んで新年のお慶び申し上

迄の経験をと反省を活してた

且長滝伸次
げます︒新春をお家族様一同

とえ少しでも組合員の皆様の

塁経奉︒悪一篭員会

周囲に視線を傾斜する時︑工

で迎えられました事を心より

などにより︑激動の年であり

厚生委
会沼
沼翠
星員会
津啓二

事量の減少と単価の圧縮によ

お慶び申し上げます︒

新年明けましておめでとう
平成ｎ年の輝かしい初春 を ︑

る︑資金の調達の影響により

■５７句●Ａｇ・●●ｊ毎ＢＴ●■０■■▼●●

与回・■■凸阜▽︒●●０一日ｒ●●ｂ０ｒｅ●凸０︐

て︑不況から脱皮を早期実現

経済大国日本が他国に先駆け

新たな年を迎えるに当り︑

街えて待っ事は許されず︑打

残念でならない︒私達も指を

が阻止出来たのではと思うと

早期実現しておれば︑倒産劇

や福利厚生等についても景気

心に参集して行う色々の事業

思います︒同業者が組合を中

即応した組合活動であったと

トなリーダーシップが時代に

旧年中は村上理事長のソフ

は回復の年にしたいと必死に

で終止符を打って平成十一年

年に及ぶ不況をなんとか今年

申し上げます︒さて政府も十

御協力︑御鞭推のほどお願い

て頑張りたいと思いますので

お役に立ちたいと初心にかえっ

思います︒すなおに正月を向

の心持ちがあてはまるように

このところの新年にあたって

この聞き覚えのある句に︑

事﹂は探すのでなく︑何でも

先輩方の言われるように﹁記

も無かった様に思えますが︑

ございます︒

止むを得ず倒産︑融資政策が

皆様方に御多幸を祈ります︒

ご家族共々お揃いで迎えられ︑

．●Ｂ邑了■●０画ＢＴら●ムワ▽●■且■ＵＴ●●Ａｖｐｂ●ＡＵＵ■●ｂユヮ０■●ｎＯＵや⑧ムワＰｂ●■０︐●●

心からお慶び申上ます︒

し︑私共の業界が安心して事

開策として上部団体及び政治

がよければ総てがスムーズに

﹁初春やめでたくもありめでたくもなし﹂

業に専念できる︑即ち社 会 環

の進言を求め︑私達の属する

連盟などを通じ︑早急な施策
業界全体が繁栄に導く様︑最

いくのですがこれだけ不況が

におさまり協力し合って不況

なって︑与党も自由党が元の鞘

の経済不況︑今年こそは明る

いられない様な︑このところ

えて﹁おめでたい﹂と喜んで

白さも出てくるとの言葉に︑

記事に出来るようになれば面

一年と七ヶ月程︑なんの進歩

広報
藤公
公一
一
歪委
員員
伊伊藤

る景気回復と持続できる体勢

境の経世を願い︑希望の託せ
と思い切った転換により︑減

脱出に本腰を入れるようです︒

今年後半には必ずこの成果が

広報委員の仲間入りをして

愛

ワープロのキーをたたく機会
るのが精いっぱいです︒私も

続きますと自分の事業所を守

現れる事を願います︒政府が

私も県板の厚生部担当とし

代に一番必要な地位におりま

経営研究委員長として今の時

が多くなる様に頑張ります︒

善の決意を望むところです︒

の方々と共に︑福利厚生面の

て︑地区より選出された委員

さの見える年になるかな？

税にもメスを入れ︑希望に満
ちた明るい政策を求めたいと
昨年は余りにも景気の衰退

ころです︒

平成１１年１月１日（８）

板

愛
第３３４号

貫猪飼直樹
いました︒組合の役員を色々

守りがあったればで︑ほんと

度を構築しなければなりませ

の国の文化の高さ︑国力のバ

ていそん﹂吉凶占い︑増長花

ユ⑤︒■●ＡｐＦ︒●凸昌ワヮ●●４画︒▽●ｑロニリワ︒■

二句Ⅱ●弓ロユ■▽●●

■ＵＵＱ●０︽■ワ■●０口守口句●凸■守り●●凸ロ守口①●

御苦労が具体的に分かる様に

の組合活動に於ける御活躍や

急でエゴが感じられます︒

①●且一■ワ●●ムワマ●︒Ⅱロロヮ②●

昨年は不況といわれていま

歌手グループのアバは重税の

ｉ録へ聯︑
報委
大政
橋政
害広貝
大員橋
保保

したが︑台風の影響で忙しく
なりました︒

為にスウェーデンからアメリ

こんな時は苦しい時の神だの

来七福というのは︑たくさん

ようにいわれていますが︑本

ノ訓鍵１噸広
報松
委員
永勝
貫
永松勝
康康

みと言うように︑七福神めぐ

税は政府の財政赤字︑銀行の

施しようとしていますが︑減

日本にいてもらう為に優遇し

な人材や企業は国家の宝です︒

カに去って行きました︒優秀

こぐてん﹂飲食︑縁

る神︒大黒天﹁だい

い︑商業の繁栄を司

安全︑造酒︑まじな

びすてん﹂漁業︑医業︑交通

現在の日本は以前の発展途

安︑裕福︑科学︑農

組︑勤労︑経営︑治

心主義へ︑足尾銅山の鉱毒事

生産者中心主義から消費者中

福徳︑超克降魔教化︑

しやもんてん﹂財宝

る神︒毘沙門天﹁び

クリ死を司る神︒布袋尊﹁ほ

ださい︒ｉ″〃Ｉ寺＃

巡拝されて︑御利益を得てく

るので︑一度興味のある方は

美濃七福神︑伊勢七福神があ

神︑三河七福神︑高蔵七福神︑

この近くには︑などや七福

を記る人もいる︒

命﹁おおくにぬしのみこと﹂

る︒大黒天のかわりに大国主

うてん﹂を加える人たちもい

りに吉祥天﹁きつしよ

れて︑寿老人のかわ

一人格であるといわ

福禄寿と寿老人は同

また︑七福神中︑

れです︒

恵比寿天は日本生ま

袋尊は中国生まれ︑

福禄寿︑寿老人︑布

天はインド生まれ︑

天︑毘沙門天︑大黒

われています︒弁財

室町時代であるとい

七福神ができ上がったのは

す︒

の福徳を意味する事でありま

ような台風が来れば︑今年の

なければなりません︒

七福神とは︑恵比寿天﹁え

りなどをしてはどうですか︒

卯年に上じて︑板金業界も跳

が伴います︒また企業の体質

支援は道徳や国民感情の問題

家ですが︑テニスのボルグ︑

９７●●且■■▽︒①α巳■▽ｑ■凸一■Ｔ⑧旬凸一■・

実端円満完成︑平和安穏︑家

ロメーターだと思います︒

明けまして︑おめでとうご

たのですが︑いざ︑できあがっ

政府は景気浮揚の為に減税

ね上がりたいものです︒しか

強化はリストラなどの問題が

耕︑機械の繁栄を司
ものはなく爵どんな政府の政

名誉︑権力︑地位︑

日本は新しい富の分配の制

▽▽●●且宮■ｖ●●且■■▽●●△草９７●︒且０ワ●■■

れからの愛板︑また板金業界

ざいます︒みなさんは︑去年

た愛板を通して読みかえして
なられた方が多いのでは︒被

や銀行の支援などの政策を実

ＵＵｐ■凸０・●︒△ＵｖＱや血■Ｕ︲●●且宮口Ｔｂ●ＡＵＤ●●Ａ▼▽巳●Ａｇｇ●●且０７●■△

の発達につながるのではない

空地帯があり︑ここには世界

みると︑記事の内容がうまく
いのですが︑毎年一度昨秋の

害にあわれた方には申し訳な

︒︒Ｏ

新年︑あけましておめでと
でしょうか︒別に記事がなく
明けましておめでとうござ

一般には役割が右にのべた

運隆盛︑無碍自由を司る神︒

ん︒富の分配の善し悪しはそ

うございます︒広報委員会に
ても他の支部の活動を代表の

の景気はどうでしたか？今年

た︒

参加させていただき︑約一年
方を通し︑記事では書きあら

恐慌などの危険因子がありま

も先が見えないようですので︑

うに︑ありがとうございまし

が経ち何度か自分の記事を採
います︒広報委員の末席に加

す︒アメリカのこの要求は早

とさせていただきました事は︑

用されましたが︑書いている
わせない話も聞けるかもしれ
えていただいてから︑先輩方

これも皆様方々の暖かい諦見

時は読まれる方々に十分内容
ません︒

伝えられていない気がして後

スウェーデンの国は福祉国

悔し︑文章を書く難しさをひ
また︑愛板の製作にあた り ︑

し調子にのりすぎて︑亀に抜
かれないよう注意しましょう︒

の歪みが表面化してきました︒

上国でなく先進国です︒制度

しひしと感じています︒

で︑各支部の方々の参加を頂

各支部の出席率もいまひとつ
き︑各支部の活動状況などを

でます︒つまり政府の取るべ

策も痛み止めの薬か対処療法

件や四日市市の煤煙問題︑水

神通自在を司る神︒

口包ｒ●●▲■守

き景気浮揚の政策に決定的な

０口︐●●歯−９７●●Ｊ与国■●●且笛Ｕ●●且ｇｒ■●■ｌｇＵＧ色

唖曇
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記事にしていただければ︑こ

でしかなく︑日時が本当の薬

俣病などの地元住民の犠牲は

苔員岩室鐘

して長い間させていただく中

許されません︒また国際化や

４雛一一︾鋤一ｒ広報委員岩室鐘
明けましておめでとうござ

の様な気がします︒水に浮か

弁財天﹁べんざいて

んだ球を持ち上げて放すと球

技術の進化の激しい時代では

ん﹂音楽︑美芸文学︑弁才︑

で︑自分より前から役員をさ

は沈み︑沈んだ球は浮きあが

上からの管理は難しく程度問

れている方々の中に入れてい
ただき︑一から十までおしえ

ります︒バブルに浮かれただ

平成十年も︑あっという間

います︒

ていただきました事は︑今お

にすぎてしまいました︒

私は広報委員になり︑一年

歓喜︑智恵︑記憶︑思索︑福

幸福︑秩禄︑慶祝︑因縁︑家

徳︑財産︑子孫の繁栄を司る

内安全︑よい配偶者を得るを

る時代となりました︒

民間活力の重視は貧富の差が

司る神︑寿老人﹁じゅろうじ

題ですが︑民間活動を重視す
気浮揚の政策もアメリカの意

できる事を意味し︑中流層の

け後遺症が大きかったようで
ない事も︑後になってわかる

向が感じられます︒

減少が想像されます︒そうな

す︒バブル時も今の政府の景
事もあり︑先輩方々の暖かい

アメリカは日本やアジアに

ん﹂不老長寿︑妙薬︑秘呪︑

かりでした︒その時はわから

心を持って教えるのだと言わ

貿易の国際化や自由化を求め

ると大衆消費が減少し消費傾

開運︑厄除︑健康︑安楽︑ポッ

もえば自分のためになる事ば

私が商売を始めて三十五年

れた事もありました︒時には

ていますが︑どんな国にも国

向が変化するでしょう︒

しないうちに一年のたつのが︑

がすぎてしまいました︒過ぎ

厳しく︑時には優しくと言わ

に︑国と国との間には法の真

内にしっかりした法があるの

六ヶ月がすぎました︒なにも

て見ますと︑早いもので昨日

れました︒技能検定が終ると

神︑福禄寿﹁ふくろくじゅ﹂

のように思います︒

自分で反省をするようにして

優秀な人材や企業の優遇と

今までには色々な事があり

早いとつくづく思います︒

ましたが︑技能検定の役員と

七福 神の話Ⅱ
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が伝えられていると思ってい

広報委員

〆

平成皿年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

技能職団体連合会一

名古屋市

︵順不同敬称略︶

お元気でご活躍されます様祈念したいと存じます︒

愛知県
優秀技能者表彰一

謹誉雲

松野茂︵熱田南︶

愛知県中小企業
団体連合会
組合功労者表彰
青木久治︵知多︶

石田領治︵江南︶
唱野ｆ誼卜

岡部鈴行︵刈谷︶

伊藤銃一︵豊田︶

邸

Ｌ

蟹江利夫︵知多︶

村和利︵熱田南︶

細野清︵西春︶

愛知県技能士会
連合会
会員功労者表彰

﹄

ｉ1

蕊

全日本板金工業
組合連合会
組合功労者表彰
大友堅治︵東三︶

加納重幸︵岡崎︶

伊藤司︵熱田南︶

蕊蕊識撚慈

︑︑１︐１︐１§１︐１︐１︐１︐ｔ︑１０１︐１︑Ｌ

ｉ
識
；

名古屋市
技能功労者表彰

議鋳

優秀技能者表彰

粥騨野

鼎
､

蕊鍵
林喜八郎︵中川港︶

︑瞬・︑金

蕊蕊

・鴇浄噛︲・噸鱒甲・叫叩咽

窯浄

蕊

・砧﹃武画

鈴木準一︵西︶

、
芋
f
ト

沼津啓二︵知多︶

久世明男︵岡崎︶

伊藤理由︵碧南︶

１議

レ群霞

瀞

溌蝿噂

／

鶏
河合幸夫︵中川港︶

大参久男︵安城︶

宮崎毒夫︵中︶

縦山泰弘︵豊田︶

片山匡裕︵岡崎︶

優賞︵技能鏡技の部︶

全日本板金工業
組合連合会

、
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平成ｎ年度役員

″高橋銀吾

″西俣章

副会長高柳一男

会長毛利貞夫

″山本清

相談役石原鎮司

顧問杉浦武

西三板金連合会役員総会開催

西三板金連合会の第別回役
員総会がｎ月Ⅳ日に吉良温泉
た︒出席者は会員船名と来賓

竜宮ホテルにおいて開催され
８名であった︒今回の開催担
当は知立支部があたった︒

総会は野田氏︵知立︶ の 司

会計補佐鳥居松男

議事の後︑吉田県板事務局

会計監査加藤孝幡豆

書記補佐野田和彦知立

書記久世明男岡崎

で親しく見学する事が出来︑

る身近な電動工具ばかりなの

ンでは日頃お世話になってい

線機には感心した︒組立ライ

小型モーターのロボット巻き

思います︒特に今回﹁日金工﹂

けられ次回の参考になる事と

希望︑注文などの時間がもう

途中車内で参加者の御意見︑

して今回の見挙工云を終了した︒

が多く聞かれた︒

の見学は有意義だったとの声

″酒井芳生安城

リー式工具の新製品に目をひ

最後に製品展示室ではバッテ

︵西尾︶の開会の辞があり ︑

鷲見会長はじめ新役員のお骨

まれた︑十一月十一日︵水︶

の熱延工場での真っ赤に熱さ

のは１９９６年だそうで最新

ステンレス一貫工場になった

碧南市の衣浦港に面した臨

の見学地﹁株式会社・マキタ﹂

前﹁日金工﹂を後にして︑次

て質疑応答がおこなわれ︑昼

柵月各支部の動き

マキタ岡崎工場

日金工衣浦製造所

ｎ日工場見学犯名

名古屋板金連合会

昭和支部

ｎ日月例会ｎ名
２日支部及び青年部合同

瑞穂支部

会議羽名

緑支部

日平成⑩年度納会

南の﹁だい忠﹂で昼食を取り

５日定例会９名

津島支部

Ⅳ日役員総会船名

唖博邸・票険解．舶屈弓・課Ｌ砿・版岐唾吋罷レヂレロ圃甲
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謹賀新春

不況に暮れ不況に明けた平

に何となくすっきりしない新

成十一年︑目出度いはずなの

で以上に厳しさが増すとも言

春です︒そして今年はこれま

こんなとき︑広報委員会で

われます︒

は少しだけでも皆さんの力に

なれる︑明るい心の和む記事

を掲載した﹁愛板﹂をお届け

日金工見学胡名

ｎ日岡板ゴルフコンペ

岡崎支部

したいと考えています︒

強く逼しく生き残りをかける

かりの事業所が沢山あります︒

も不景気などどこ吹く風とば

板金業界にも異業種の中に

ｕ日青年部役員会６名
幡豆支部

皿日役員会６名

板金専門業者の参考例なども

路日幡豆・西尾・碧南三

支部合同忘年会主催

昭和鷲見収

知多斎藤充昭

取り上げたいと思います︒

参加者合計訂名
碧南支部

館・羽日青年部旅行肥名

妬日三支部忘年会７名

妬日支部役員会過名

西春井藤和美

刈谷岩室鋒

会議妬名

江南松永勝康

広報委員会

春日井樋口弘司

３日定例会別名

事務局北出明治

妬日三役会９名

東三支部

ｎ日青年部定例会９名

加日第４回理事役員合同

知多支部

皿日第８回役員班長会

豊田支部

妬日三支部忘年会ｎ名

西尾支部

の打合せ

熱田南伊藤公一

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

県板報告・支部総会

週日青年部勉強会

即日定例会９名
Ⅳ名定例会ｎ名
尾張板金連合会

躯日理事会ｎ名
一宮支部

加日青年部定例会
小牧支部

製の工場群には驚かされた︒

概要説明の後トランシーバー

午後２時頃岡崎工場へ着いた︒

西三板金連合会

県板報告

訂日夕食会皿名
まず会議室において工場の概

を耳にして工場内各ラインの

津島猪飼直樹
西尾大橋政保
知立野田和彦
岡崎中西利夫

旭日支部役員会略名

中村支部

熱田南支部

︵熱田・南︶伊藤

長より県板の現況報告があり︑

続いて物故者に対して黙祷が

折りにより︑第一回の﹁見学

れたスラブ︵鋳造母材︶を圧

海工業地帯の一角に氾万㎡も

岡崎工場へ向かった︒途中碧

かれた︒４時頃マキタを後に

高柳氏︵岡崎︶の閉会の辞に
より総会が終了した︒

又︑当日総会の前に碧南市
にある日本金属工業㈱衣浦製

野田

造所の工場見学を行い的名の
参加があった︒

行われた︒担当支部長の家垣
勉強会﹂が開催されました︒

所が原料溶解から製品までの

氏と山本会長︵岡崎︶の 挨 拶

る様は壮大でした︒又２５０

やホットコイル材に加工され
ｍもの工場内で５〜６人程の

延して冷間圧延前のプレート

あり︑名訳西口を８時弱分に

作業員しか見当たらなかった

理事長はじめ銘名の出席者が

道路より衣浦へ︑最初の見学

出発︑名古屋高速〜知多半島

平日にもかかわらず村上県板

議長に西俣氏︵豊田︶が選

の挨拶があった︒

出され議事に入った︒皿 年 度

のには驚かされました︒

経過報告を久世氏︵岡崎︶︑

監査報告を酒井氏︵安城︶が

の敷地の中に緑の芝生︑樹々

見学が終って会議室におい

報告し承認された︒西三 技 能

に囲まれたオールステンレス

会計報告を高橋氏︵碧南︶︑

崎︶︑西三青年部の活動報告

要説明とビデオを見た後︑ヘ

説明を聞きながら回り︑特に

江南支部

役員改選については９名の

ルメットと作業上着を来て工

略日支部役員会４名

選考委員により次の様な案が

場内へ案内された︒衣浦製造
た︒

示され︑万場一致で承認され

を岩崎氏︵安城︶が行った︒

士会の活動報告を内山氏︵岡

衣浦製造所へ向かった︒

地﹁日本金属工業株式会社﹂

があり︑来賓の村上県板理事

秋晴れの﹁仕事日和﹂に恵

名古屋板金連合会︒見学会郷

西刈碧豊岡西岡岡西
尾谷南田崎尾崎崎尾

長と㈱富士商店専務の瀬 戸 氏

会で進行され︑まず毛利氏

会計岩室錦

▲就任の挨拶をする
毛利氏

