て行かなければならない︒全

は︑業界あげて早期に対処し

の過剰な値下げ押付けなどに
される︒

ると五千人を上回ったと推計

またその他の参加者も入れ

板連も関係官庁への働き掛け

総会終了の後︑懇親会を開

勺ノノググ〃グググノノノノノノノグノノノグノグノノノノグノノノグノノノノグノグノノグノググノノノノメ

ー一半成加年度事業報告室冒一

自平成加年３月１日李
至平成ｎ年２月鍋日一

る︒

／ノノノノノノノノグノグノグノグノグノググググググググググノノノグググノノグノノグノグノグノグノグら

Ｉ概況

このような情勢を踏まえな

き遠路出席した七県板の仲間

がら当協議会では︑前年度に

同志が杯を挙げ語りあい和や

不況という言葉さえ叩か食

に努力すると挨拶のあと︑五

傷した戦後最悪の経済情勢は︑

﹁責任施工制度の更なる普及﹂

引続き全板連指針としての

期十年つとめた全板迎理事長

愛知県板からは︑理事・代

数々の不祥事を絡めた金融機

かな雰囲気で盛り上がった︒

議員合わせて八人が出席した︒

関の破綻に続き︑政府による

職を今期で退任を表明され︑

これまでの協力にお礼を述べ

⑧

ンまで相次ぐ倒産︑また企業

設業界にあっても大手ゼネコ

多額の公的資金の導入等︑建

ン実現に向け︑各県板相互に

的地位確立﹂にいたるビジョ

を軸に﹁建築板金業界の社会

中板協・活動目標

伽全板連のビジョン実

における設備投資の萎縮は無

緊密な連携を図ってきた︒

及に努める︒

現に向け︑その啓蒙普

なお︑当中板協はここにめ

６

岐 阜 県
板金工業組合
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５

3.767

3,691

3
７

ｌＪｊｊｌｊｊＪｌｊｌｊｌＪ１ｊｌＪｊ
られた︒

全板国保の関根専務は国保
組合の現状と健康管理等の助
成金の増額︑保険料の据え置
国民年金基金からは老後の

きと国保加入者増進を説明︒

でたく創立二十周年の節目を

586

乗り切りに各県板相互に一層

論︑深刻なリストラを余儀な

迎えることになり︑昨年六月

594

中部板金工業組合協議会は

し︑景気回復の一助になるよ

く断行するなど︑全期を通

富 山 県
板金工業組合

の緊密な連携が欠かせないと

②責任施工制度の引続
き普及推進︒

③関連行政︑関連業界

３

︵会長・宇野万木男岐阜県板

生活設計︑保険料の損金勘定
になるメリットなど一層の加
入促進を呼び掛けた︒

338

して議事に入り︑上程された

ルにおいて記念式典を盛大裡

十三日金沢市金沢スカイホテ

350

挨拶された︒次に議長を選出

うな材料を何一つ見出せない

石｣￨：県
板金工業組合

の会場設定によりＪＲ福井駅

まま一年を経過した︒我々建

を特筆する︒

に挙行することができたこと

一組合員に提供︒

の情報等を収集し︑逐

築板金業界としても専ら隠忍︑

４

理事長︶六月二日︑福井県板

全板興業・篠原社長からは

叫全板国保︑全板年金

て糊口を凌いでいる現況にあ

個々の自助努力により辛うじ

全板大会に大会費納入して参

基金への加入促進︒

352

一号議案︒平成十年度事業報

加した登録参加者は三三七四

⑤その他当協議会とし

359

告︵下記事業報告書参照︶と

人で︑そのうち中部ブロック

井 県
板金工業組合

に於いて﹁第二十一回・通常

からの参加人数は一七五二人

３

Ⅱ協議会構成組合及び組合員数
要事業︒

て目的達成のための必

3
2
ユ

近くの﹁福井厚生年金会館﹂

▲中板協各県板理事長

で登録全参加者の半数以上で

325

二号議案・平成十年度収支決

▲ 中 板 協 総 会

あった事が報告された︒

二 重 県
板金工業組合

総会﹂を開催した︒

続いて︑平成十一年度︒事

８

拍手多数で承認された︒

業計画案と収支予算案を承認︒

802

算書の一括報告と説明のあと

員三十七人はじめ︑常任理事・

809

総会には太平洋側の四県板

理事・監事二十三人が出席︒

常任理事・理事・監事を選出し

今年は役員改選年にあたり︑

羅戦

愛 知 県
板金工業組合

と北陸側の三県板から︑代議

また来賓には全板連より臼井

議事終了のあと︑来賓の臼

会長には宇野会長を再選した︒

全板迎理事長︑関根全板国保
専務理事︑鈴木年金基金常務

会は中板協と岐阜県板が総力

井全板連理事長は先の全板大

理事︑篠原全板興業社長の四
午後一時︑地元福井県板・

つながったと評価され労をね

を挙げた取組の結果が盛会に

氏がご臨席された︒

千秋副理事長の歓迎と開会の

また全板連の現状と今後の

ぎらった︒

辞に続き︑宇野会長は五月二
十日に開かれた﹁全国建築板
金業者大会﹂が好評のうちに

﹁自己責任と自助努力﹂そして

課題を説明︑業界発展には

８
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開催できた事は︑中板協各県
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価格破壊につながる工事価格
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板関係者の積極的な取組と協
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(1)平成１１年７月１５日

知多支部は恒例の如く︑去

献血︒﹂

欠かすことのできない

﹁尊い命を救うために︑

gごＴ

１１＃
り︑日赤の献血車の到着を待

る６月３日附剛１時卯分よ
沼樺
&qやｈ､

ち︑日頃大変お世話になって
いる︑半田市の㈱武豊屋︑社
た︒当日は天候に恵まれ︑理

長様のご好意により実施され

特に夫婦同伴の方々も多く︑

解ある参加者も多く︑最近は

会場に一輪の花が咲いた様
続く︒

騒騨悶詩霞﹃

便献血の会場

．恥・釦Ｊ・発電．

・﹀ョ．・・・・

大手ハウスメーカーはすで

牝

に準備ＯＫと見て良い︒今後

ギー．●もＪ鼻㎡￥．︒

ある日突然十年前に建てた

新聞︑雑誌は大いに取り上げ

︑︑．

施主から﹁家が傾いたから無

るだろう︒地場の工務店はよ

土シ

料で建て直せ﹂と要求される

ほど勉強しないとついていけ

．・酌．

かもしれない法律が今月の六

・・：；§蔚苛錫埴．︐

月十五日︑衆議院本会議で可

たりすこし悪いと裁判になり

ない︒クレーム対応が遅かっ

住宅謡性Ｈ能率︵表示

れる︒法律の名は﹁住宅品質

責任保証制度が雨樋は五

かねない︒

決︑成立︒一年以内に施行さ

﹁性能表示﹂﹁暇祇保証﹂とそ

確保促進法﹂で３つの項目は

一日よりなりましたが我々が

はそのままに平成十一年四月
しなければならないのはあく

年︑屋根・壁は十年で保険料

﹁性能表示︵保証︶﹂は任意

までも技術保証で︑製品で十

の実行性を確保する意味での

の制度ですが﹁暇庇保証︵十

﹁紛争処理﹂です︒

年保証︶﹂は義務ですのでそ

て仕事をしたほうがよい︒大

同鋼板のタイマカラーＧＬ

年保証できる物は無いと考え

︵我社はほとんどこればかり︶

の違いを明確に認識しておく
は十年で雨漏りも入ります︒

が保証するのは塗膜保証でナ

必要があります︒﹁暇祇保証﹂

雨漏りだそうです︒

事故例で一番件数が多いのも

る工務店とできない工務店で

ユーザーは﹁性能表示﹂でき

提示を求めてくるでしょう︒

ですが︑傘下の業者に資格の

くしないと時間がない︒

を出し合うほかないです︒早

液も認めていない︒皆で知恵

もちろんタッチァップの補修

ショナルが出した十年保証の
サイディングにコーキングは

工務店が意志表示するわけ

はどちらを選ぶかは目にみえ

ルを作成し十年間保管しなけ

報︑契約書︑保証書等ファイ

今後は図面︑写真︑作業日
民間機関である﹁指定住宅

ればならないし変更があれば

ている︒

査︑性能評価を行い︑﹁性能

書面にて確認しあうことや保

性能評価機関﹂が各段階で審

により補修費用の八割が出

評価書﹂を発行します︒保険

できない限りユーザーや工務

証できない要望によほど説明
る︒

メーカーと同じ土俵に上がる
には地場の工務店も﹁住宅性

店は納得しない︒大手ハウス

能表示﹂をしなければ仕事が

表示住宅は︑一局性能住宅の
サービス付きとなればユーザー

お墨付き︑紛争処理のアフター
が選ばぬわけはない︒

かる︒我々が欠陥住宅を買わ

事は守らせる﹂というのがわ

された人達の悲鳴や何十年と

無くなる訳ですから我々も

うにかしなければ﹂に進むし

たしっぺ返しかもしれない︒

支払うひとたちの声を無視し

﹁どうしたらいい﹂から﹁ど

日の中日新聞の三十五面に愛

または当事者の予期するよう

︒﹁暇疲﹂キズ︑欠点︑法律

かない︒折りしも六月二十六

知・桃山台ニュータウン﹁地

な状態や性質の欠けているこ

盤沈下四軒建て直し﹂とある︒

﹁住宅性能表示﹂で契約すれ

は脅迫によって行われた意志

と︒例えば︑他人の詐欺また

う︒︵広辞苑︶より

表示を暇柾ある意志表示とい

ば無条件で建て直さなければ

り言えないが﹁住宅性能表示﹂

ならない︒今回の場合はっき

契約しても多分︑地盤改良不

東三吉田

ない住む人が創るものである︒

家は作業者が造ってはなら

この法律がいかに﹁消費者

性が高い︒

足で工務店の自腹となる可能

保護﹂﹁生産者から消費者へ

と視点を移す﹂﹁決められた

岩倉秀太湖

で鍋を振る彼の姿を眼にして

きたが︑職人たるコックの素晴

ものである︒何度となく厨房

い友人が経営する︑中華料理

る素早さ︑調味料を加えるタ

らしさに斑かされた︒鍋を振

岩倉市を南北に走る名草線

﹁秀太湖﹂がある︒生まれは

つ器用さが作り出す秀太湖の

イミング︑年期と勘と彼のも

味︒是非︑近くへ立ち寄る折

修業し︑釦代半ばで独立︑飛

屋号﹁秀太湖﹂はその時以来

ギョーザは︑まさに絶品／

りは︑一度︑御賞味の程を／

︵西側に石塚硝子工場有︶

所在地岩倉市川井町浮田

の店名である︒奥さんは小柄

平成８年３月︑ここ岩倉に

ＴＥＬ０５８７

営業ＰＭ５時〜ＡＭ２時
休日毎週火曜第３火︑水

岡崎中西

６６１６３３３

自分の店としての﹁秀太湖﹂

の腕と手は︑まさに職人その

ひろし似の主人であるが︑彼

をオープンした︒色白で五木

ある︒

さんの旧姓から付けたそうで

な台湾美人︑秀太湖の秀は奥

島村の貸し店舗で店を始めた︒

岡崎ですが︑豊田︑名古屋で

︵県道的号︶沿いに︑私の古

蕊

な︑雰囲気の中で流れ作業は
参加者には洩れなく粗品を
用意し一人一人に贈呈︑大い
に喜ばれ好評を得た︒今 回 の
献血提供者は仙匪の採血にご
協力を頂き︑最近は特に若年
の重要性の認識も深まっ た よ

灘
認訟

茜ｉｆ

鶏識鍵

蕊

＃
蕊

雛
篭

層の参加者も目立ち︑献 血 へ
うな感じを得た︒今回の開催
も短時間ではあったが︑盛況
の内に幕を閉じた︒次年度も
更なる飛躍のもと︑永遠に灯
を消すことなく︑続けて欲し
いと願うものである︒

翰
露

蕊
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・盛︒︽擁群︑年少碑ザムーへ酷︐︵昭０Ｆ毎歩︽鋸強︽・品へ坐唖〃︿ず︑金箔ｂ望︲︾︿少︽匙ロ全帰子︑
｜曲︽ ｒ ︒

近年︑年間住宅着工戸数も

シャープな塩ビ製の樋になり

近年︑雨樋は軒先ラインの

がぐっと少なくなる︒

などを施工しないと請負金額

次製品の売り上げに占める割

カラー鉄板も耐摩塗装やガル

減少していることから鉄鋼二

る︒重量のある鋼材を扱って

合ものびていないとお聞きす

新製品

職人の修業期間が長くなるの

西尾支新青年部

﹁ワング︒セラ﹂の勉強会

西尾支部は６月９日︑午後

再三一蕊蝋蕊織雛蕊蕊

ンレスも多く使用されるよう

バリュウム鋼板やカラーステ

鵠Ｊｑｏ︐明・貼騎．蝿

いた方がより多くの売り上げ
毎

輪由酔・や屯予

が得られるからだろうか︒

・跳踊ハマ叫韓

樋︑カラーベスト等屋根商品

商品説明ではサイジング︑

ではないかと思った︒

ング・セラは厚み過ミリの平

の新しい高級商品の説明︒ワ

ｒ窟ｂ﹃銑〆︽

ザ画・︾︾和踊甥子〃￥ｑＡＬ４曲

６時半︑平坂の西尾勤労会館

ル﹁ワング・セラ﹂の勉強会

弘ロＤ︿︾器．由り⑱一噸Ｄ軒号群￥

２階で青年部の主催︑富士商

することにより請負金額を大

鵠︒︲恥

になった︒設計にもよるが指

店共催で松下電工のナショナ

ｑ■ｑザＦ︾ザ︾ＬＬ︐

鉄鋼二次製品以外では情報

イグレードの商品を薦め施工

定がない場合などは︑よりハ

ず︾

通信の部門を新設したり︑防
社もある︒また︑成型加工も

を行った︒参加者は青年部員

恥■や■酬凸︾︲鍋も恥︲０挑牟勺■・唾詐い■即い︑肝空く■輪軸専小︽の︽Ｂク

の私が調査−︶たりいろいろな

水工事部門を開設している会

くから資料をいただきながら

と親組合の有志の妬名︒富士

省儲夙■︼ｑ

始めに訂正とお詫びを申し
聞きしたりして紹介した︒早

方面からその会社についてお

ヂザや４︾・︾︑甲Ｆｐ︾ｂＰひゆ︾や︒全

で㈱吉田商店を紹介したが代

上げます︒第二十六回最終回
表取締役社長の吉田社長顔写

げていくことが出来ると思う︒

きくして利益率も合わせて上

板瓦とカラーベストの中間と

屋根材や長尺外壁材以外に自

ベストと同じ葺き方の商品で

言うか︑形は平板瓦でカラー

社開発のシーリングを使用し

商店さんが用意してくれた弁

書き出しがうまくまとまらず

当を食べてから︑松下電工さ

締切までに書けず夜なかなか

私の十五年前の見積書を調

訂正させていただきます︒正

べてみた︒現在の工事単価と

も行っている会社もある︒

ないパネルエ法を考案︑施工

んによる建築業界の現状や傾

スメーカーのシェアが増

がいまだ少ない事︑ハウ

いまやホームセンターや住

眠ることもできないこともあっ

十五年前と全く同じ単価で見

工の新商品の説明を行なっ

向についての講演と︑松下電

た︒原稿を書き終えてＦＡＸ

見ると雨樋もカラー鉄板も︑

積もっている︒仕入れ材料で

た︒

よろしくお願い申し上げます︒

で当事会社に送り社長に目を

宅展示場があちこちに出来︑

の値上がりとなっている︒

あたり八十円から百円ぐらい

しくは﹁吉田勝彦﹂氏です︒

通していただき承諾を得てか

いる︒バブルの頃に新築した

一般の人も住宅についての知
識を私たちよりよく勉強して

またルーフデッキなどは値

屋さんも市場ニーズにあった

する住宅が目立っている︒問

が問屋さんも厳しい時代のよ

苦しい経営を強いられている

てるには多くの職種の職

大している事︒住宅を建

・餌．ｂ■圃目ＦＢ傍噌酢︒︑

西尾大橋

平成八年八月から日頃私た
ら毎月二十六日前後の編集委
員会に提出︑印刷会社のゲラ

段が下がっている︒私たちも

の会社も十分に紹介できなかっ

§§
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傍商品説明をする
松下電工牧野六シ己氏

︾

￨
､
爵

ある︒

ちが材料の仕入れで大変ご無

刷りのあと校正を経て翌月十

えていて外壁や雨樋を新しく

住宅もリフォームの時期を迎

講演では︑住宅着工数

きた︒連載シリーズで紹介し
五日の発行となる︒

紙面に制約があるため︑ど

たが︑六月号と新年号は総代
会と新年挨拶があり紙面が埋

た事はこの紙面でお詫びした

まるため一年九社の紹介で今

人がかかわるが︑今後は

年五月まで足かけ四年をかけ

うである︒建築業界そのもの

い︒しかし︑愛知県亜鉛鉄板

商品をいち早く取り扱い板金

て紹介した︒

人が必要とされている︒

業界へ供給してほしい︒

幾つかの職種を兼ねる職

問屋会会員会社二十六社の全

が値下げ値下げで下請け業者

会員会社を紹介できたのは各

を絞めてきている現状では材

問屋会会員の中でも事業内

私たち板金店が新築住宅の

容に違いがあるため公平を図

料仕入れを少しでも安く仕入

それは職種を兼任する事

板金工事を請け負う時︑占め

した場合責任が屋根屋か

期が安定する事︒雨漏り

あるとの事︒これはアメ

︾・︾

鴬灘

し新製品﹁ワング・セラ﹂

q鉾奔P丹羊

問屋さんの協力があったため

ことが出来ない︒今後とも良

議瀞謬県板事務局夏期休暇典典幾

リカの施工︷〃法がそうで︑

費節約になるそうだが︑

段取りが良くなる事で工

蕊欝

る必要上︑当初は紹介紙面を

き相談相手であり良き理解者

で業者が少なくなり︑工
の五％と言われていたが最近

れないことには利益を上げる
は金属工事も随分少なくなり

る割合は少し前までは総金額
問屋会会社がどのようにし

でとても感謝している︒

て問屋になって会社を設立し

いれば責任がはっきりす

板金屋か︑両方兼任して
屋になったり︑ブリキ屋や板

日頃は︑組合事業にご協力を賜り有ｈ難うございます︒

県板事務局は︑８月Ⅲ日附〜８月肥日㈲まで休ませて

施工が簡単になるとか︑

多くの職種をこなすには

晦
:
蕊

織驚蕊

一段十文字四十一行四段とし
らは﹁愛板﹂紙面の改革で一

た︒その後︑平成九年九月か

広報委員鷲見収

でお付き合いをお願いしたい︒

金工作所から問屋に変革した

スレート瓦︵カラーベスト︶

窯業系のサイディングや平板

褐戦するにあたり問屋さん

鍛治屋から金物屋になり問

ていったかを紹介した︒

から会社案内の資料をいただ

会社も何社かある︒その問屋

り第一一一面で紹介した︒

いたり会社の概要を箇条書き

さんも最近は鋼材屋に変身す

いただきますので宜敷くお願い致します︒

◎連絡事項はＦＡＸ岬Ｉ唖−１７３３

るなど兼任のメリットが

段十三文字三十七行三段とな

でいただき整理して会社概要

る会社もでてきたり事業を多

﹃〆︾◎

角経営に広げている会社もあ

を掲載した︒

書き出しの会社の発祥や会
社の経緯については素人記者
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理を言っている愛知県亜鉛鉄
板問屋会会員会社を紹介して

真の名前が間巡っていたので
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(3)平成１１年７月１５日

のに言い訳のたくさんあるこ

ｌ東三支部地引網大会Ｉ
毎年の事ながら︑これをや

い額を出して大事に使うか︑

何千円と値打ち物があり︑高
安い物を使い回すか︑人それ

より︒

東三吉田

人︑渥美郡田原町谷の口海岸

５日

４日

３日

東三支部

３日

知多支部

大会皿名

青年部ボーリング

塞醇

三役会６名

地引網大会酬名

青年部定例会ｎ名

大会馴名

加名

東板会ゴルフ大会

定例会記名

献血活動拓名

会略名

旭日第３回役員・班長

豊田支部

邪日青年部ボーリング

胆日役員会Ⅳ名

辱⁝皿

塾驚譲

支部だより
全板大会に参加

も昼飯ともいえぬ時間に焼き

にあちこち輪ができ︑朝飯と

会﹂本年は役員改正で七月に

肉︑焼きそばへアルコール︑

と︑少々雨漏りのするテント

だ︒近年では︑サイディング

午前十時頃には雨も上がり

なりましたが組合活動の四大

らないと新期にならないのが

にかかわる商品が増え︑屋根
族同伴で楽しめれるのはこの

ムで盛り上げてくれました︒

調理係りの奥様︑事務局は汗

青年部はお子さま相手にゲー

にされている︒年一回の催し

だく雨だくで大変でしたね︒

は晴れた日になりますように

本当にご苦労様でした︒来年
祈念しつつ⁝六月二十日口小

のに水をさした雨︒小生は現
着八時﹁今日は網はでんでや︑

雨後曇り︑出席者約百五十
津島支部

皿日月例会・会費等集

岩倉支部

５日定例会６名

まあ一本やれ﹂〃プシュー

昭和支部

江南支部

金４名
熱田南支部

講習会開催につい
て

県板青年部加年の

調日青年部勉強会︑名

碧南支部

旧日四役会議８名

過日月例役員会５名
西三板金連合会

８日支部会ｕ名

６月各支部の動き

残念会じゃガンパーイ︑飲む

が盛り上がらないわけがない

会のみ︑大勢の方々が楽しみ

家族会︶の一つ︒組合員の家

胃腸が少し驚いたかな：⁝．

恒例となりました﹁地引網大

今年の全板大会は隣県の岐
にしても古い屋根をはがさず

事業︵総会︑新年会︑旅行︑

ぞれの性格の違いがでていた
ようだ︒不況のせいかやはり

阜なので︑毎年四月の支部総
手間がかからないよう︑その

及び支部総会

会を今回は全板大会と同日に
上から葺せる施工方法が目に

支部会計報告︑役員選任の件

５日青年部会合
岨日定例会
中支部
５日常会・食事会廻名
尾張板金連合会

過日理事会
ボーリング・工場
見学について

歩みについて

７日講習会︵サイディ

刈谷支部

ｎ名

ング及びダクト︶

９日青年部勉強会弱名

西尾支部

璃可騨謎も

▲参加者のみなさん

澱

安い物の方が盛況だったよう

スとして参加させて頂いた ︒

し︑我々雄鳥支部は支部コー

一旦集合し︑会場の外に出て

ついたように思えた︒その後
昼食をとった後再び会場にも

当日は︑前日からの雨もあが
なった︒また平日とあって︑

り朝から和やかな五月晴れと

し︑三時頃に会場を後にした︒

帰りの車中は疲れや︑陽気の

どり各々が値段交渉や見学を

出発︒約一時間程で岐阜市内
せいか運転者には申し訳ない

参加者は十一名︑朝九時に支

を通り抜け長良川に出ると︑

がほとんどの人の目がとじて

部長の会社に集合︑車二台で

対岸に会場のメモリアルセン
いたようだ︒

その後支部総会会場に入り︑

タｉのドームと︑隣接する球
場や競技場が目にはいってき

駐車場を出てドーム手前に

の後︑新役員による乾杯で酒

ここから︑仕事等で大会に欠

は各メーカーの展示︑販売が

宴が始まった︒やはり話の内

た︒会場に着くと既に屋内駐

賑わっており︑工具や機械の

容は大会の事が中心となり次

席した組員二人が加わり︑総

説明を聞きいっている参加者

回の横浜大会も本年度の親睦

車場は︑地元や他県の車で満

で場所狭しと通路が埋めつく

旅行を繰り越して来年度の全

会が始まった︒まず前年度の

されていた︒中には缶ビール

板大会にあわせて参加するか

車に近い状態だった︒

片手に値段交渉する人もあれ

一宮支部

がり︑最後は津島支部並びに

などいろいろな話題で盛りあ

悩んでいる人もいた︒私も各

板金業界の発展を願って万歳

加日支部ゴルフコンペ

８日定例会賜名

ば腕を組み真剣に買うべきか

肥日定例役員会Ⅳ名

メーカーの資料パンフレット

三唱で本年度支部総会を終え

春日井支部

等を手に会場を見学したが︑

哩名

鯛日役員会４名

た︒

津島猪飼

ハサミでは︑何万円もす る も
のがあれば︑数種類まとめて

'
1
蕊
蕊
識
譲
２８２０１１
日日日
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総代会も終り︑平成十一年

度の愛知県板組合事業を担当

に入る態勢を整えつつある︒

する各委員会は新年度の活動

すでに保証委員会・技研委員

会は窯業系外壁材技術講習の

これに先立ち︑三役会を開

準備に取り掛かっている︒

の活動状況と成果︑委員の出

き事務局から提出された前期

欠記録と新年度の各委員会体

それぞれの目的と性格があり

制を検討した︒各委員会には

広報委員会の年間十一回開催

して行う事業にまとまる技能

をはじめ︑行政とタイアップ

委員会︑県板の方向性を握る

総務委員会︑組合員の健康と

福利を司る厚生委員会︑など

いるが一部の委員会に停滞が

年間︑三回から四回開かれて

見られる︒これには責任者の

委員会活動の意味と意欲不足

の出欠に付いて︑どの委員会

が有ると思われる︒また委員

にも先期の二年間一度も出席

していない委員もあり︑県板

委員会の委員としての﹁委嘱

状﹂と各ブロックの推薦が有

疑われそうだ︒

るだけに︑責任感︑使命感を

六月二十五日圏雨
三四○号編集会議

午後五時半終了③

委員９名出席

