２月別日と

日︑研修事業

㈱愛知県技能士会連△鼠云は︑

業などの反省や問題点など堅

の肥技能プラザ︑技能検定事

んりんぴつく﹂の行事︑吹上

昨年︑大府市で行われた﹁ね

ｒｊｌｊｌｊ

の一環として︑静岡県内のお

ｊｊｌｊ１ＪｌｊｌｊｌＪｌｊｌ４１４１４．１

茶の郷博物館と︑旧沼津御用
い話題と︑居酒屋風の話題で

驚驚⁝

；己

本大会は︑第迦回全国建築

麹諏嫉謹驚溌溌韓鍛蕊

板金競技大会の愛知県予選を

に始まったお茶の文化が日本
に伝わって日本茶︑アジアや
ヨーロッパには発酵茶として

露⁝

治君︵東三︶と決定しました︒

君︵岡崎︶・第３位に北河秀

位には藤井秀幸君︵束三︶・

また︑﹃建築技術の部﹄第１

・第３位には片山匡裕君︵岡

第２位には宇野勝義君︵岡崎︶

﹃技能競技の部﹄第１位の

崎︶と決定しました︒

﹃技能競技の部﹄の出場選

の開会宣言︑河田県青年部長

当日︑司会進行の岩崎会計

井君︑第２位の宇野君以上の

センター鳥取﹂にて行われる

﹃建築技術の部﹄第１位の藤
手は各支部より選ばれた次の

４名は︑平成ｎ年２月Ⅳ日㈱

酒井君︑第２位の砂塚君︑

旧沼津御用邸は︑明治妬年

の挨拶に続き来賓である県板

ルモナーク﹂及び﹁ポリテク

〜肥日附鳥取県鳥取市﹁ホテ

かねています︒

に造られ歴代の陛下を始め多

８名で今回の課題である﹁雨

村上理事長に激励のお言葉を

開催されました︒

くの皇族の方々に利用されて

樋︵樋・ラッパァンコー︶﹂

のが忍ばれる︒

きたもので︑昭和妬年から︑

いただいた後︑高柳副理事長

事となります︒日頃の実力を

に愛知県代表として参加する

第虹回全国建築板金競技大会

部﹄については例年どおり展

また﹃建築技術の部﹄の出

より大きくそしてスムー

の運営協力と選手派遣に

︵刈谷望月︶

発揮されることを期待します︒

修善寺温泉で一泊し︑躯日

査の結果﹃技能競技の部﹄

行われ︑慎重な測定︑審

いて別室で作品の審査が

その後閉会式があり︑続

競技終了後居査をとり︑

ズに行われました︒

板屋根﹂施工図に挑みました︒
一出場選手︾

場選手は次の３名で課題﹁銅

水のメカーーズム︑海洋動植物

の生態と機能を学術的に模型

支部名
東輩．

などつかって解説しているも
のを見学した︒

選手氏名

は︑東海大学社会教育センター

ク一宮支部︵小木曽幹事︶

会を担当した尾張ブロッ

組み︑また今回の競技大

んは各々課題に真剣に取

行いました︒選手の皆さ

課題どおり３時間妬分で

築技術の部﹂については

時間
間と
とし
しま
まし
した
たｃ
︒﹃建
間を３時

開図持参で競技を行い標準時

道具検査の後﹃技能競技の

きました︒

から競技に対する心構えを聞
した︒

材料は０．４ｍ銅板に挑みま

支部名

︽出場選手一

５年から御殿の改修を行い西
付属御殿の内部が観覧できる
建築物の細部にあたっては

ようになった︒

見学者の中に大工︑左官︑建
いて立ち止まっては批評と議

具︑板金等のエキスパートも
論の場面が時々あった︒

和風建築物としては現在と
や古い電気ストーブ︑扇風機

あまり変わりはないが調度品
など皇室の香りが今も残って

選手氏名

沼津市の記念公園となり平成

;
;
i
i
灘
鍵

お茶の郷博物館では︑中国

平成ｎ年１月加日⑧岡崎技

親睦をはかった︒

伝わった歴史と文化の展示で

術工学院において競技大会は

鴬
￨
驚
溌

のは味と香りを追及してきた

鱗；

日本の茶道を形とすれば外国

認議蕊蒸畿鎧嬢

:
天 驚鍵

海洋博物館で海底の地質︑海

いた︒

明介幸浩一宝幸治

義大茂朋幸耕克秀

３−８−６〒４６６−０００６

邸記念館︑東海大学社会教

灘鍵

佐藤

し競技大会の風景

鐸鐸識癖零＃嶺穂

咽

育センター海洋博物

鷲蕊

第１位に酒井克幸君︵安

灘

館の見学研修を行っ

:γ′・』

;譲灘鐸露

霞
宮宮宮宮宮崎城呈

名古屋市昭和区北山町

露
凸

た︒

F

識

城︶・第２位に砂塚耕二

職

愛知県板金工業組
が中部ダクトの役員

電話052‑732‑1226

▲富士をバックに日本平にて

愛知県板金工業組合
発行広報委員会

蕊
ノ

篭
河上安前ゴー砂酒北
尻田藤田田塚井河

藤井秀幸
片山匡裕
宇野勝義

悪

合からは村上理事長
を兼ねて︑石原技能

士会会長︑吉田専務

鱗

鱗鱗i繍灘
……‐．一一岡安東

岡崎
岡崎

蟻

;蹄

雌

鍵
●

；＃

理事︑佐藤技能副委
員長が参加した︒

当日︑８時半に名
て各団体の代表記名

古屋メルサに集合し

認
摸

がバス−台で出発し
た︒

パスの中では飲み
いだ雰囲気のなか︑

物も自由で︑くつろ

;
議
箪
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⁝
今一度原点に戻り︑全体的に

私の家庭では税金は納税し

らホームページにも登録事業

を貼ることと︑三月に入った

たわけで︑さて使ってもらえ

見直しが必要とあらば︑早急

ているが地域振興券の配布を

るかな？色々な方法で日頃

は夢を託せる若人の形成に耳

に対策を樹立し︑安全活動を

受けることは出来ない︒

か困っているお年よりもいる

を傾け︑大いに成果を期待し

通じて︑信頼関係を更に深め︑

券をもらっても︑何に使おう

望むところです︒安全の推進

堅い粋で連携を保てば︑事業

れなら私の事業所で使っても

頼を損なう事になりかねない︒

には頂点はなく︑自主自律の

らおうと特定事業所に登録し

も影響し︑折角築き上げた信

安全の励行に心掛け︑﹁人間

つき︑新たな指針で不況を脱

の繁栄に飛躍され連鎖に結び

出来得る人づくりに専念する

の命は地球よりも重い﹂との

事に意義があり︑近い将来に

諺の如く︑更なる基本的な要

〜知っていてほしい事業者〜

県板の組合員に於いて全体の

い︒ご安全に／

と願うのは私だけではあるま

互いにこの難局を制覇したい

皮して相互秩序の精神で︑お

先月号にて紹介させて頂き

はその理由を含みます︶

いにして重大災害にいたらな

０．５％の災害が発生し︑幸

のだが取り合えずステッカー

鷲見牧

者である事をＰＲとした貼り

つける︒

㈲創立加周年を迎えることと

県板青年部は来る４月肥日

の作品展示も予定しておりま

東三支部㈲建造の馬場喜郎氏

を予定しています︒其の中で

協賛広告で大変お世話になり

カー・問屋の皆様に名刺広告︑

当たり組合員の皆様︑各メー

・高千穂会館

会場案内﹄

周年記念式典︒記念パーティー

﹃第加回通常総会・創立加

参加をお願いします︒

青年部員さんのたくさんの

すのでご期待下さい︒

なります︒現在︑役員・幹事

創立別周年記念事業

愛知県板金工業組合青年部

﹃もらえない使えない﹄そ

から事業所のＰＲはしている

三︑その事業に於ける地位

素を学んで頂きたい︒我が愛

尚︑施行日まで参考となる

ようであると聞く︒

四︑賃金

労働基準法の一部

五︑退職の事由︵解雇の場合

改正される︵其の一一︶

する事を見落としましたので︑

ましたが︑大切な部分を記述
追記として掲峨致します︒

様式を各々の労伽基準監督署

安全の小話﹂

﹁聞いてよかった

退職の場合に︑労働者が使

したい︒一旦発生すると︑日

かっただけ不幸中の幸と表現

六︑退職時の証明︵法第型条︶

に備え付けるとの事︑必要あ

沼淫

に於いて記念事業実行委員会

を作り各種の事業を計画推進

しているところであります︒

特定事業所の登録は地方自

治体から代金が振り込まれる︒

先般も加周年記念誌の制作に

新聞報道に寄れば東海地方

る必要がある︒登録が終了す

の申込書で登録の手続きをす

治体に﹁特定事業者の登録﹂

るのでなく現役の青年部員

たる目的は過去の羅列に終わ

であります︒この記念誌の主

印刷会社にてゲラ刷りの段階

ました︒現在は原稿も出揃い

この地域振興券が使用でき

現在過支部となった県板青年

に現金同様に受け取り指定銀

のチャンスではないか︒振興

の存在を知っていただく絶好

に立てると共に自分の事業所

加周集記念式典・記念パーティー

となり第別回通常総会・創立

当日は︑東三ブロックが担当

即周年事業実行委員長松井祐治

ＴＥＬＳ五︿一一︶一一一一１つ天︿三

豊橋市新栄町東小向布ｌｌ

でも二月二十五日から地域振

あなたも﹁特定事業者﹂の登録をしては？

東海地方でも配布が始まる

◆３話題の地域振興券◆３

常の生活を脅かされ︑事業に

ればそれぞれの管轄の労基
沼津

は次の事項です︒
署へ︑ご相談下さい︒

用者に証明書を請求出来るの
一︑使用期間

二︑業務の種類

﹁一口安全メモ﹂

信頼される事業者は
責任ある教育を／

この振興券は十五歳以下の

ると登録証明書とステッカー︑

興券の配布が始まった︒

子供を持つ世帯主と六十五歳

換金手続きの資料が送られて

い今日︑不安が募ることしき
そんな局面の中で︑学窓を

を満たす人に配布される︒

以上のお年寄りで一定の条件

例年の如く繰返される人事
一方では事業縮小によるリス

方々︑異業種からの衣替え︑

巣立った若者達︑転職される

るのはその地域に登録された

振興券で樋の取替えや屋根

ています︒また︑４月肥日⑧

部紹介窪盃号昔云付き︶も載っ

り︒

トラ︑事業継統不可能など貸

夢を膨らませ希望に満ちての

外壁の修理が出来ますとＰＲ

行に持ち込むと口座振替の方

日興画賃重り了瓦小内芯‑1Ｔ江､ ]ユ]］1毛 ］

の刷新︑不況によるリストラ︑

し渋りにより︑次金不足など

就職︑不安を募るような事が

商店や事業所となっている︒

をすることにより地域のお役
に併合して道徳感を意識付︑

法により指定の口座に地方目

︵家族の方︶の今の思いを未

の煽りを受け︑やむなく倒産

あってはならず︑正しい規律

域振興券を代金支払いのとき

特定事業者の登録をすると地

徐々に技術・技能を取得させ︑

来へ残そうと言うものです︒

に追い込まれた企業︑失業者

に基いた教育をする義務があ

政府が如何に︑どう変革する

安全教育を含め︑社会に貢献

謡唾

Ｆ ﹃ｌ宝

誇︷︾率区

■四町風例■

旦即■周■・■Ｉ■

=
Ｉ
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所となる︒

も戦後最大ともいえる︑日本

る事を忘れてはならない︒更

のか︑試練を模索し︑危機感
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きて地域振興券取り扱い事業

アップされ︑班世紀に先駆け

経済の危機が俄かにクローズ

に対し︑指針が見い出されな

鯉高千穂会館案内図

平成１１年３月１５日（２）
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▼新 問 屋 シ リ ー ズ ▲

雛驚知舟

溌蕊鉄警

隣代表取締役社長

横山員久氏
今ほど何もかもステンレス
と言われる前︑樋受けもほと
んどがメッキ製であった︒黄
色身をおびた電気メッキの打
込み樋受けを使用した記憶が
ある︒製品は横山興業の製品
であった︒昭和四十年代建売
ていた︒

分譲住宅が最磯期で沢山使っ
今回紹介する桃山興業㈱は
建築資材を始め自動車部品の
製造やロボットを導入した溶
接組み立ても行っている︒

横山興業㈱は昭和二十 六 年
七月横山商店として初代横山
俊三郎氏が豊田市若宮町にト
タン板専門店として創業した︒

昭和二十九年にはプレスエ業
所も併業︑昭和三十一年十二
月横山興業株式会社として日
之出町に本社を設立︑事業の

;社蕊蕊
瀞礁蕊

従業員

鉄鋼部︵プレス・金型・
八十二名

組み付け︶

板金まつりを開催︑新製品の

また毎年五月の最終日曜日に

織商品説明会を開催している︒

建材部ではヨコャマ会を組

開催する︒以上鷲見

工センターで盛大にお祭りを

三十日に昨年と同じ秋葉町加

展示や販売を行い今年は五月

鍵義一達童

パソコンのディスプレイの

建材部加工センタｉ

フィルターを買いに行った時︑

でつまみでディスプレイを暗

暗くするだけの単なる気休め

豊橋営業所

バレーボールを世界一にまで

くすれば同じ事ですとのこと︒

店員さんがフィルターは光を

経理部

した苦労と作戦︵時間差攻撃︶

しかし良心的だと思うが彼の

岡崎営業所

出︑その後点在していた工場
を森町に集約︒その森町工場

建材部経理部計四十九名

を考えた経緯や︑本にも出さ

豊田営業所

も平成十年八月に豊田市大見

れている︑よき指導者となる

ディスプレイのブラウン管か

見解は間違っていると思う︒

営業品目

鉄鋼部自動車部品製造

ると溶接仕事の様に目が痛く

ら紫外線が出て︑一時間位す

ダー学﹂︑我々︑経営者にとっ

てこの厳しい中︑いかに乗り

ための︑著﹁勝つためのリー

工・カラーベスト・

越えるか︑従業員をどの様に

建材部折板・外壁材加
サイディング等

築の総合プロデュース機能の

工具をトータルで提供する建

て個々の業務にあたるとき︑

永遠かつ無限の創意工夫をもっ

社是スタッフすべてが︑

販売

製鋼所東海地区総括所長の小

セールの説明があり︑㈱淀川

この後︑懇親会に入り池田祭

の即売が行われ好評でした︒

書﹁勝つためのリーダー学﹂

るお話でした︒講演の後︑著

指導するか︑非常に参考にな

太陽光線がガラスを通る時︑

から赤︶︑赤外線となるが︑

い順に紫外線︑可視光線︵紫

びる︒

同じ様な痛みが四時間位に延

なるが︑フィルターがあれば
太陽光発電施工・

充実を図っている︒時代を切

その積み重ねが企業としての

い光線がガラスを通る量は紫

波長の違いから︑入射角が違

ソーラー事業部

拓く企業であり続けるために︑

野雅夫氏の音頭により乾杯が

詞冒も｜■ｎＪも

︲ｆ割く言︲．

傍大見工場

ショー︑カラオケと賑やかな

光線の消耗量は紫外線Ｖ可視

赤外線となる︒また通る時の

外線八可視光線︵紫八赤︶八

西尾大橋

は通過してしまう︒

く遮蔽︵消耗︶されるが低音
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