ｉｊｌＪｌｊｌｊｌｊｌＪｌＪｌｊｉｊｌｊｌＪｊ

板金工業組合青年部は魁怖 市 ・

平成ｕ年４月旭日佃愛 知 県
員帥名合計伽名の参加を得る

わらずご来賓⑩名・青年部部

ました︒当日は雨天にもかか

き村上理事長・二村東三ブロッ

議終了後︑県板青年部技能競
﹃建築技術の部﹄審査結果発

技大会﹃技能競技の部﹄及び

第６位全板連青年部長賞

藤井秀幸君︵東三︶

第４位鳥取市長賞

﹃建築技術の部﹄

砂塚耕二君︵岡崎︶

第６位全板連青年部長賞

﹃技能競技の部﹄

表が左記の様にありました︒

技大会及び建築技術コンクー
ルの入賞者表彰が行われ左記
の方々に村上理事長より表彰

た︒

上とトロフィーが渡されまし

︽技能競技大会︾

最優秀賞酒井克幸君︵安城︶
優秀賞砂塚耕二君︵岡崎︶
優秀賞北川秀治君︵東三︶

最後に青年部役員を退任す

宇野勝義君︵岡崎︶

最優秀賞藤井秀幸君︵東三︶

る河田・前部長以下４名に岩

︽建築技術コンクール︾

優秀賞宇野勝義君︵岡崎︶

崎部長より感謝状が渡されま

継続

奮裳

鍔錘︽

した︒

優秀賞片山匡裕君︵岡崎︶

続いて第皿回全国建築板金競

傍記念式典

舞螺寂全ｴ首組合責手部

し総会であいさつする

岩崎新部長

鍾霧

愛知県板金工業組ムロ
Ｊ塁蜜豆転圭目︾年深部
＊一第加回通一常総会一：
＊創立加周年記念式典／︑孔

高千穂会館に於いて第即回通

ク長よりご来賓の挨拶をいた

選出し議案審議に入り第１号

午後１時より︑東三ブロッ

議案より第６号議案までスムー

ク近藤泰則氏の司会進行で始

事長︵青年部担当︶・吉 田 専

ズな審議で可決承認されまし

だきました︒西三ブロック刈

務理事・二村豊東三ブロック

た︒其の中で西三ブロック安

谷支部の望月克治氏を議長に

長・高橋銀吾西三板金連 合 会

城支部の岩崎崇氏が新部長と

知県板村上理事長・高柳副理

副会長︵青年部担当︶が ご 来

して紹介されました︒議案審

まった第加回通常総会に は 愛

″第加回通常総会〃

記念式典パーティーを開催し

ことができました︒

ノ３−８−６〒466‑0006

常総会・創立別間年記今畢熱典・

型恵了泌翼︾開催︾す︽る判

兆創立加周年記念式典パーティー

1名古屋市昭和区北山町

田雅彦青年部長の挨拶にっづ

〜

;
愛知県板金工業組合
」発行広報委員会

賓として臨席されました ︒ 河

蔓

第３３８号

板

愛
(1)平成１１年５月１５日

Ｊ電話052‑732‑1226

″創立刈周年記念式典〃

になっており︑また銅板による

素晴らしい作品を製作してお

とで青年部が日頃よりお世話

られる㈲建造の馬場喜郎様の

記念式典は総会と同じ会場

ました︒司会進行は総会と同

で午後２時巧分より開会され

じく東三ブロックの近藤泰則

くと共に馬場様のご挨拶を頂

作品を特別展示させていただ

戴しました︒最後に監査役．

氏が担当しました︒書記の西

小木曽重男氏の閉会の辞によ

川喜久男氏の開会の辞︑岩崎

沢恒一郎氏によるご来賓㈹名

崇・新部長の挨拶︑幹事・沼

り記念式典は終了しました︒

なお︑加周年を記念して左

の紹介と続いた式典は愛知県

岩崎部長より渡されました︒

記の方々に感謝状と記念品が

中小企業団体中央会青年部副

工業組合青年部並びに社団法

部長滝幹夫様︑全日本板金

青年部担当高柳一男様
青年部担当高橋銀吾様
第四代部長野田和彦様

第五代部長林雅彦様
第六代部長松井繁様
第七代部長神谷聡様

第八代部長松井祐治様
第九代部長河田雅彦様

式典終了後︑十五時十

様に乾杯のご発声をいただき

協議会青年部部長前田能孝

た︒途中﹁矢車太鼓﹂の皆さ

楽しい歓談の時間となりまし

り︑お酒が益々進みました︒

んによる景気のよい演奏があ

ました︒

司会進行は東三ブロッ

過ぎ︑高柳一男初代部長の音

楽しい時間もあっと言う間に

頭で中締めが行われ︑幹事

した︒河田・前部長の開

の開演の挨拶の後︑愛知

パーティーはお開きとなりま

守山一巳氏による閉会の辞で

豊田松井

長・相談役・平野弘様より

した︒

県板金工業組合前理事

会の辞︑松井実行委員長

クの小山高広氏が努めま

してパーティーは開会し

五分より会場を三階に移

″記念式典パーティー〃

ブロックでの開催というこ

今回の記念式典は東三

した︒

づいて祝電が披露されま

ご祝辞をいただいた後つ

上章様のお三方よりの︑

長野溝年成様︑愛知県
板金工業組合理事長村

人日本建築板金協会青年部部

Ｐ曲叩〃

ご挨拶をいただきました︒

次に︑中部板金工業組合

桜も終って︑ツッジが咲き
皿年度通常総会

平成加年５月鯛日出

︵富士カントリー

名連合会ゴルフコンペ

平成Ⅲ年６月肥日㈹

︵名古屋弥生会館︶

始めた４月Ⅳ日出︑名城 公 園
近くの﹁名城会館﹂において
名古屋連合会の平成ｎ年度通
常総会が開催された︒

午後５時開会︑村上県板理
明智ゴルフクラブ︶

″Ⅲ月２〜４日⑧
尾張名古屋の職人展参加

会メーカー商社の出席を頂き︑

事長︑吉田専務はじめ︑問屋
恩田副会長の司会により始ま

工場見学︵日金工衣浦工

〃ｎ月ｎ日㈱
場及びマキタ岡崎工場︶

平成ｎ年１月肥日出
︵熱田神宮︶

新年安全祈願祭

〃１月皿日㈲
新春板金セミナー
︵県貿易会館西館︶

２号議案︵役員任期満了に伴
う役員改選︶の件が審議さ
れ︑全会一致により現役員
留任で承認された︒

方針﹁組合員相互の意志の

３号議案として︑新年度事業

疎通と連帯感の強化を目指
し︑事業活動の推進を図る﹂

と︵平成ｎ年度事業計画案
及び予算案︶が報告された︒

４号議案︵その他︶として
昨年度︑好評だった工場見
学を︑より一層充実したも

として︑ボーリング大会の

のにし︑レクリエーション

程の懇親会を終了した︒

にと︑時間の経つのも忘れる

腹を割っての意見交換︑親睦

カー商社︑問屋会を交えての

舌づつみ和やかなうちに終了︒

移し慰労会︑おいしい料理に

太田商事㈱︑㈱竹浅︑マルサ

組合長︑支部長

副組合長

二村豊

山下修一

松下博保

居平義和

菅沼秀行

会計

近藤泰則

書記

今後二年間よろしくお願い

組合長以下前役員がそのまま

次に役員改選が提案され西俣

東三吉田

平成ｎ年４月２日閏平成十

します︒

一年度豊田板金工業組合の定

議案審議終了後︑各報告事

長さんの発表の後︑最後に感

入会員１名の紹介︑本年度班

謝状の贈呈があり総会は終了

青年部報告がありました︒新

男西三板金連合会副会長︑

県板吉田専務理事︑高柳一

のレストラン蝶々に移して懇

しました︒続いて会場を１階

より開会した総会は︑西俣組

長谷川賢市豊田職業訓練校

合長の挨拶の後︑来賓挨拶を

校長︑横山興業㈱加納所長

る顔と美味しいお酒を酌み交

わし︑いろいろな話に花を咲

親会がおこなわれ︑久日に見

かせているうちにお開きの時

にいただきました︒続いて奥

に入り平成十年度事業報告︑

田憩氏を議長に選出して議事

会計報告︑会計監査報告の後

豊田松井

間となりました︒

予算案が可決承認されました︒

平成十一年度事業計画案及び

▲ 懇 親 会 風 景

東三の新役員紹介

された︒

︵熱田︑南︶伊藤

を含め︵五十名︶

出席者︑﹁商社︑問屋会﹂

実施︑などの事業予定が出
最後に来賓として県会議員

杉山登氏が挨拶され閉会し
た︒続いて懇親会に入り︑メー

会が豊橋市﹁高千穂会館﹂に

ン金属建材㈱︑横山興業㈱︶

豊会︵問屋五社㈱ウチダ︑

て村上理事長︑マルサン金属

ン金属㈱鈴木社長は生命保険

を代表し︑挨拶されたマルサ

四月四日⑧第六十回通常総

建材㈱鈴木社長の御出席を賜

会社のコマーシャル︵織田信

るが︑﹁このままじゃいかん

んぜよ﹂は日本中に言ってい

時総会が豊田市小坂本町の

項の発表となり技能士会報告︑

に上げ︑﹁このままじゃいか
の年に当たり︑二村豊氏が組

進みました︒今年は役員改選

ぜよ﹂は︑私自身に言い聞か

﹃豊田産業文化センター﹄４

豊田高等職業訓練校講師報告

長︑坂本龍馬が出てる︶を例

合長に選出されました︒不況

せたい︑と力説された︒︵個

ました︒三浦誠治氏の司会に

階視聴覚室に於いて開催され

議案審議は第一号議案より

の風が吹く中︑全板大会︑来年

エールと思う︶その後は席を

人的に解釈すれば︑業界への

再選されました︒

においては最適の人材が配置
されたと自負して良い︒

〃天は行動を行さな
い者に救いの手を差し

べられた︒

出さない〃と抱負を述
村上理事長は東三の
専門校に新入生が０人
と間かれ全板へ補助金
たい︑全板ノート︑保

等出来るだけ働き掛け

れた︒

証制度の拡充と挨拶さ

し東三支部新組合長二村豊氏

度の新年会等が控える中東三

第七号議案までほぼスムーズに

開催されました︒

り︑組合員六十名の出席にて

：

必

︵吹上ホール︶

蕊蕊

篭

唖

り︑鷲見連合会長の任期満了
︵２年間︶に伴う挨拶の後 ︑
議事に入った︒

蕊

篭壁撫

蕊

告︑及び決算報告︶が行わ

蕊

灘

姥

１号議案︵平成皿年度事業報

溌議§鰯蕊

れた︒﹇主な事業報告﹈

名古屋板金連合会通常総会
傍あいさつする鷲見会長

平成１１年度

平成１１年５月１５日（２）

板

愛
第３３８号

Zｑ

些考ごｊ﹄

母︑蝿︑垂︾

︒︾︑今今・空啓唖・︽ｗ︶岳

・か誰茨︐全︽・祇唱例恥・画曝も盈乎砥

肥ロ︾群溌︒挫鯉﹄ｑ辞︾ｒ壁・も雪浄・・﹃︒︒・・令覗酔

▼新 問 屋 シ リ ー ズ ▲
﹄噌争︑鈍串吟ｄ︾・年学

誌︒弘汽▽噛崎︑可〆勺乎瀞も

︾．ｄ哩凸則．︐︲函叩・︾︑夕酷評手軽・

号︒ｑ℃︑︒

︾︾乎心諺桝や誤叩︑ｗ垂

・狙汁奄暢・

唖鈴叫呼げ堵．

・・︑群呼必︼・唖ｂ︾邸・今・唖・ＬｍＰ平

一義溌灘蕊蕊獅職批正
官

現在地に移した︒

〜叫日に行われた︒オーティ

山善会総会旅行が４月過日

とのお言葉︒﹁斉藤会長は平

い︑津坂氏の死はとても残念

志でドイツのロマンチック

りのバスで以前︑山善会の有

たが地震の傷跡だそうだ︒帰

ラック︵ひび割れ︶が多くあっ

食事だった︒店内の壁にはク

五月七日に急逝され現在は吉

成大不況は政府の責任が大で︑

ヘンの旅行のビデオを放映さ

︵ローマ風の︶街道︑ミュン

山善
善会
会総会旅行 鍵鋳懲
嬢鶏鋳山

田勝彦氏が三代目を引き継い

ス︑東洋科学︑ターータハウジ

りとした代表者を選ばなけれ

我々は選挙の際には︑しっか

二代目吉田登氏は平成八年

でいる︒

ングウェァ︑大洋製鋼など賛

西尾大橋

れ︑懐かしかった︒

助会員さんの斎で︑淡路島︑

登氏の兄︑伊藤二郎氏も翌
六月二十六日に他界された︒

ばならない︒愛知県には万博．

蕊

第一一六回㈱吉田商店最終回

神戸市内散策の旅に出かけた

クトがあると言うが︑

中部国際空港の大型プロジェ

§

以下に会社の概要を紹介す

山善会会長の斉藤充昭氏がバ

景気は全体の問題で︑

スの挨拶の中で﹁平成７年度
に阪神淡路大震災があったが

はたしてそれだけで愛

ゼネコンや銀行は︑程

畜鍵

で四男の登氏を養子として吉
る︒

商号株式会社吉田商店
創業大正八年

その年の山善旅行の際︑大洋

くなるものか︒昨今の

知県の景気が単純に良
興ぶりも見所だ﹂と言われた︒

ンの企業資質は最低で

度が悪い︒特にゼネコ

、

田商店の跡継ぎとした︒また
口健氏︵森口健商社長︶の母

藤七氏の妹は森口家に嫁ぎ森

製鋼さんの協力で視察をした

創業者吉田藤七
昭和十二年十一月亡

が︑今回の旅行はその後の復

親となる︒

吉田登氏が健在の頃お話を

創業地名古屋市中区祢宜町

過日は神戸︑北野の異人館

三丁目六番地

お聞きした︒戦前から大きく

街を散策し︑明石海峡大橋を

板金屋を営んでいたのは栗田
板金︑香取板金︑日比野板金︑

渡り︑北淡町震災記念公園を

吉田博氏

足かけ四年をかけ愛知県亜

昭和二十八年十月九日生

会社設立昭和二十六年十月
代表取締役社長吉田勝彦

ある︒この様な不況の

太郎︶等のブリキ屋であった︒

は健康である事︑情報

中で我々のなすべき事

山口板金︑後藤飯金︵後藤治
後の板金組合の発起人となっ

見学した︒神戸は震災時と違

鉛鉄板問屋会の会員会社を五
で最後となる㈱吉田商店を紹

本社所在地海部郡大治町西

十音順で紹介してきたが今回
介する︒

い︑建物など外見上には傷跡

や知識の修得︑仲間と

条字城前田十九ノー十五

力を合わせる事︒山善

た大脇千代作氏は︑日比野板

公園では︑断層が建物で覆わ

して欲しい﹂との事︒

さんの売り上げに協力

がなかった︒北淡町震災記念
れ︑保存されていたが﹁建造

山善の社長の挨拶には

営業品目カラー鉄板及び外

物は大地の上に浮かんでいる

資本金三千万円

様な物だ﹂と授業で教わった

スリム化には問題が多

があるが企業の急激な

い﹂との事︒ｕ日は大

﹁小錦のパンツの例え

い取られるそうだ︒午後５時

れたが︑近く記念館として買

公園ハイウェイオアシ

鳴門橋記念館︑淡路島

フェリーに乗り︑世界

スに寄り︑岩屋港から

に洲本温泉のホテルに着き︑

議題は会計報告と︑役員報告︑

橋を船から見上げた︒

明石で眉一食を取ったが︑

最長吊橋の明石海峡大

名物の蛸を中心とした

津坂昌宏氏に代わって︑名古

の中で︑津坂氏の労をねぎら

出された︒総会の会長の挨拶

屋地区役員に松代一郎氏が選

今年３月鯛日に亡くなられた

第肥回山善会総会を行った︒

の家は︑当時テレビに紹介さ

お聞きした︒

し本社工場

事を思い出す︒記念公園の隣

金で修行されて独立されたと

装建材一式

以上鷲見

鱗

㈱吉田商店は大正八年に柳

戦時中はトタンも配給制で

登氏が昭和二十四年営業を

瀞識幾､徳

橋交差点の西︑最初の道を南
に入った中区祢宜町︵現在は

で七割を三割を豊橋で配給
していた︒当時の問屋は野々

切符が必要であった︒名古屋

山商店︑山菩商店︑吉田商

再開︑順調な事業発展に伴

、
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氏が﹁洋餓及亜鉛引平板商﹂

として創業した︒その後︑屋

藤七氏は義兄伊藤久次 郎 氏
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恥

中村区名駅南１︶で吉田藤七

号を吉田藤七商店と改め遠く

店︑梅木商店︑大河内商店︑
等であった︒

は根羽村方面まで手広く商い
をしていた︒馬車馬時代で当

第二次世界大戦で一時営

の長男敏夫氏を吉田藤七商店

い昭和二十六年には株式会

業を停止したが二代目吉田

の大番頭に据え次男の二郎氏

社に改組︑昭和三十七年に

枚一円十四銭とある︒

時の伝票には平板二十八番一

︵後の伊藤二郎商店創業 者 ︶

大治に成型加工工場を建設︑

昭和五十四年七月に本社も

も迎え入れた︒藤七氏は跡継
ぎに慰まれず伊藤二郎氏の弟

叩、

▲異人館のある街散策

▲ 風 見 鶏 の 館

し代表取締役社長

、
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ている︒見掛けさえ良ければ

事︑診断書は打撲１週間と書

きさせてくれた桜の開花も︑

な春一色で人々の心を浮き浮

野も山も公園も︑絢瑚豪華

ない人々が多くなって来たの

の旬が何時であるかも分から

題ありである︒ましてその物

いい商品と思う消費者にも問

かれてありました︒１週間し

あっという間に過ぎて鮮やか

函冨固一園

いくら自分が気を付けてい

て警察に行き色々と聞かれま

欝箪交通事故について農磯
ても︑相手のあることであり︑

して︑私の方には︑免停︑罰

この一説は友人にすすめら

ので︑間に合わず︑衝突して

出して︑雨もふっていました

るのではないかと思う︒組合

れば︑事故はかなりさけられ

街道路では徐行運転に心がけ

旬の味覚がいい時だ﹂とでも

の快適な季節になった︑春の

頃なのか分からないが﹁新緑

表︑繁盛習慣表︑間題解決表︑

事もなく︑その日のうちに自

員の皆様も気を付けていただ

言うように︑四季の移り変わ

増えている︒㈱山善の山田社

らか自然食・健康食志向者が

いる︒そのためか健康重視か

問題に国民の関心が高まって

近頃︑自然破壊︑環境破壊

違いない︒

の路地物が一番うまい事は間

りを一杯吸収した無農薬の旬

わりはないが何より太陽の光

形が悪くても味も栄養価も変

れぞれの食材は不揃いでも︑

れて購入した︒月刊仕事の記

しまいました︒幸い入院する

いつの時代でも売る人にな

いた︒しかし日本経済が高度

りと旬の味は自然体で流れて

この句が詠まれたのは何年

録帖四月号の中より抜粋した

と︑つい一句を思い出した︒

山ほととぎす初がつお﹂

﹁目に青葉

な新緑の頃となった︒

ある︒私は︑さる１月妬日に

金もなしとの事︑ほっといた

交通事故はおきてしまう事が
交通事故を起こしてしまいま

に︑スピードは控え目︑カー

しました︒事故の事を考える

め︑﹁おはよう／・﹂﹁こんにち

るくしていくのです︒仕事も
した︒見通しが悪く︑カーブ

ブの手前では十分な減速に心

は／・﹂といって︑じぷんで明

人生も毎日の積み重ねです︒

を曲って皿︑前方の自転車に

がけ︑交差点︑三叉路︑住宅

売れない厳しい時代といわ
もない？紙裁断機シュレッダー

乗った方を発見しましたが︑

れます︒しかし齢必需備品で
を売りまくる明光商会社長の

毎日を一番いい日にしていき
時速妬加くらいのスピードを

は残念なことである︒四季そ

高木潅二さんは︑﹁どんな時
ましょう︒

は︑よく売る人が少なくなり︑

ものです︒予定表︑繁盛計画

い人は売れない︒ただ不景気

代でも売る人は売り︑売れな

といいます︒

売れない人が多くなるだけだ﹂

ることが大切ですが︑そのた

きたいと思います︒

岩室鋪

の日検査の結果異常なしとの

間︒主食の米は﹁発芽玄米﹂

長は強度の自然食こだわり人

宅まで送って行きました︒次
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成長をとげ︑国民の生活も豊

まで毎日﹁今日は一番いい日﹂
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繁盛の基本︑一日〜三十一日
のようなすばらしい言葉がのっ

めにはどんなことを心がけた
らよいでしょうか︒高木さん

かになって飽食が問われる昨

長野産コシヒカリの玄米を発

豊田支部

今︑一年中どんな魚も野菜も

４月各支部の動き

２日支部総会蛇名

ている︑職場の記録︑仕事の

て居るもの︒白米感覚で食べ

芽寸前にパックして販売され

記録︑私の歴史で締めくくっ

果物も出回っていて︑季節感

られビタミン・ミネラル・食

がそれこそ必死でセールスに

が薄れて味気無くなってしまっ

物繊維など白米の五倍強で栄

取り組み︑売れる人になった

塑日第１回役員班長会

た︒外国からの輸入自由化の

養バランス最高︒味噌・醤油

てある︒

５日定例会９名

るが少しでも高く売れる季節

影響もあってか︑一部ではあ

秘訣は︑毎朝目が覚めたら︑

いままでいろんな手帳を手

Ⅳ日総会帥名

西尾支部

８日支部例会過名
加日定例会

熱田南支部

略日青年部会合

加日会合︑夕食会叩名

小牧支部
西春支部

伊豆下田妬名

ｕ・皿日支部総会

５日定例会９名

津島支部

別日役員会釣名

岡崎支部

れが貴重なエネルギーのムダ

外れの物を作ろうとする︒そ

み三年以上熟成させたもの︒

は国内産大豆を手作りで仕込

の深海から汲み上げ手作業の

仕込みに必要な塩は千米以上

天日干し塩︒調理や飲み水は

使いに繋がっては居ないだろ

鯛日共同事業委員会８名
知多支部

要と供給のバランスを満たす

康維持は日々努力の積み重ね︒

大垣の水︑と並ではない︒健

邪日支部青年部理事会

ためには︑ハウス栽培や水耕

東三支部

８日定例会躯名

自然食を考え直そう︒

事は出来ない︒スーパーなど

栽培︑魚類の養殖など欠かす

商品価値とか消費者のニーズ

午後五時終了Ｓ

委員七名出席

四月二十八日㈱晴
三三八号編集会議

とか言われるが無駄な事をし

規格化された青物が並ぶ︒

では︑太さも長さも色合いも

９日青年部新旧役員引継

ぎ会Ⅳ名

羽日６役会議６名

うか︒生産効率を上げ︑需

８日青年部定例会即日

過日第３回役員会Ⅳ名

刈谷支部

﹁今日は一番いい日だ﹂と強

にした︵ポケット用︑年間用︶

昭和支部

Ⅲ○四六七

名古屋板金連合会

く思い︑そうした意識で一日

した内容のものはなかなかで

月刊でこれほど安くて︑充実
す︒社員全員に持たせたら意

を行動することでした︒高木
かって歯を磨きながら︑リズ

おすすめしたい︒

識改革が芽生えるかも⁝ぜひ

さんはいまでも毎朝︑鏡に向
ムをつけて︑﹁昨日は終 わ っ

月刊仕事の記録帖
一六

た︑きょうという新しい日に
日にするんだ﹂と言い聞かせ

挑戦だ︑きょうは素晴らしい
て︑職場に向かうそうです ︒
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もちろんつらい日も︑いや
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な日もあります︒しかし︑一

ミリでもいいから前に出よう
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と︑今日は誕生日蒲あしたは

書店販売はしていない︒

二四

クリスマス︑あさっては正回礼

自分で毎日を一番いい日と決

