Ｉ発行広報委員会

」愛知県板金工業組合

Ｉ名古屋市昭和区北山町

１３−８−６〒466‑0006

．・・

．︒︑／︐︐︐︾．

組合会議員・事務局︑他 七 十

合会﹂を開催︑理事・監 事 ・

に於いて﹁第六十回・臨時組

日静岡県熱海市の﹁水葉亭﹂

全板国保組合は七月二十一

康の維持・管理を中心により

数料助成金の増額を決め︑健

今年度から健康診断と事務手

を計上した︒またこれに伴い

多い六億二千七百万円の黒字

ると三月の決算見込み額より

組合員の老齢化・高

営を推進してゆくが︑

時組合会﹂は︑三月末で平成
齢化は年々進み予断

安定した国保事業運

十年度の収支決算が確定した

直面している︒

は許されない部分に

三月に開催の﹁通常組△呈云﹂

のに伴い︑組合会に於いて承

に続いて行われた今回の﹁臨

認を受けるため︑通常組合会
とは別に︑毎年定例で開かれ

今年は役員改選の
任される臼井会長の

年にあたり今回で退
後を受け︑全板連理

ているものである︒

定刻︑開会の辞に続き︑臼

会長に推挙された︒

井会長︑大杉理事長の挨拶の

また大杉理事長は

事長の勝又貞治氏が

報告﹂︵下段事業報告書参照︶

留任︑理事監事は四

通例により全板国保

﹁二号議案・平成十年度収入

人が交替して︑平成

﹁一号議案・平成十年度事業

支出決算﹂について詳細 に 内

後議長を選出し︑上程された

容説明︑質疑を経て全員 一 致

役員人事は賛成多数

十一年・十二年度の
提出された収支決算書によ

で承認された︒

Ｊ電話052‑732‑1226
で承認された︒

勝又新会長は﹁全板連と全
板国保はそれぞれ独立採算性
で運営されているが︑板金業
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一円︵費用額︶︑対前年比○・

まっている︒しかし︑老人医

九九％と︑小幅な伸びでとど

療費は変動が激しく予断を許

子高齢社会の進展と社会経済

わが国における︑急速な少

健保適用除外手続きが進む過

合員の増加が目立つ︒これは

一人となっており︑第二種組

る健康診断の助成制度の利用

期発見・早期治療を目的とす

いる事業であるが︑疾病の早

指導もあり︑毎年力を入れて

保健事業は︑国の積極的な

さない︒

情勢の変化は︑医療保険制度

る被保険者が︑全板国保では

程で︑厚生年金に加入してい

＋四八四人︑家族△一︑四二

の両輪である︒健康管理に重

者の大きな二本の柱であり車

長年にわたり国保組合運営

て︑その事業運営を極めて厳

が抱える構造的要因と相侯っ

点を置き活力のある板金業界

に尽力されて今回退任される

が判明し︑その後︑第二種組

家族として加入していること

着してきているが︑本年度か

大腸がん郵送検査の受診も定

の交付額となっている︒また︑

件多い総額三︑五五八万円余

は年々増え︑前年より一二二

を目指したい﹂と挨拶︒

臼井氏はじめ理事・監事の四

このため︑国は平成十二年

たことによるものである︒

合員に登録替えをしてもらっ

ぎらった︒

は国及び都の財政を圧迫し︑

がん郵送検査も千人近い受診

被保険者を対象とした子宮頚

しいものにしている︒

からの医療保険制度の抜本改

氏に感謝状が手渡され労をね
閉会の後︑会費自己負担に

補助金の将来にとっても大き

ら実施した四十歳以上の女性
めている︒また︑抜本改革の

革を目指して︑鋭意検討を進

る介護保険の施行が目前に迫っ

前提として位置づけられてい

な不安材料となっている︒し

﹁法人事業所等の健保適用除

いて強力に押し進められた

の増加を抑制していると思わ

は︑本年度に人っても医療費

の組合員給付率八割の実施

い変更した平成九年九月から

事務の強化に努めた︒

三者行為・不当利得等の求償

レセプトの点検調査事務︑第

も積極的な取り組みを行い︑

ある医療費の適正化について

国の強い指導の柱の一つで

者があった︒

て来ており︑大きな変革の時

かし︑当組合が︑法改正に伴

外手続き﹂が一段落してから

れ︑組合財政に好結果をもた

り月平均で一二︑四八七円

険者の療養給付費が一人当た

医療賀の動向は︑一般被保

二︑七○○万円余の残高を得

決算見込み額よりも多い六億

た事業展開の結果︑中間での

収支の面では︑上記に述べ

のスタートであったが︑引き

らすところとなっている︒

追われた︒このため︑やむを

保険者負担額でも九︑一四五

ができたのは︑全国の組合員

事業が滞りなく終了すること

以上のとおり︑平成十年度
取り組みも進めた結果︑前年

円︑対前年比△三・六○％と

人当たり月平均で七一︑八六

績が高かったこともあり︑一

る︒

く感謝申し上げる次第であ

理解とご支援の賜であり︑深

をはじめ関係各位の暖かいご

度末比一︑二四七人の減少と

の内訳を見ると︑第一種組合

老人医療費は︑前年度の実

なっている︒

員△三一○人︑第二種組合員

七三七人となっている︒減少

なり︑三月三十一日現在四一︑

の指導は厳しく︑その対応に

続き﹁適用の適正化﹂のため

得ず当組合を脱退し他の保険

一％となっている︒このため︑

︵費用額︶︑対前年比△○・七

ることができた︒

きあり︑また︑異業種問題の

者へ異動した組合員も引き続

平成十年度は︑前年度にお

代を迎えている︒

長引く不況による税収不足

に和やかに︑全国のお国言葉

よる懇親会が行われ︑賑やか

Ｓ

が飛び交い親交を深め合った︒

譲鶏
傍あいさつをする大杉理事長

二名が出席した︒

翻
示蕊懲猿蛎蔚繍蕊韓潅
強隊耗漸会涙に幡叉氏

︾か瀧状緋掴群綿鰐組姶陰翻推側
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員さんの話しによると講習会

＃＃＃西尾祭り＃＃＃

れ︑左手は胴にこすれて甲の

前足と後足の役で踊り︑子供

たが︑傷みがひどく破棄した︒

には舟屋形やギッチョがあっ

名行列︑大屋形︑獅子舞︑て

田町は手踊り︒僕は中町の一

てる︒中町︑本町︑幸町︑須

加している︒太鼓を打ち︑大

ペーンガールを乗せて祭に参

今は大屋形に西尾市のキャン

音色がよくなってくる︒中町

西尾には毎年７月に西尾祭

﹁お獅子よいこら﹂と雌した

が後から四手をふりながら

皮が剥ける︒鼓は打ち込む程

い作品を作ってくれるので安

日に提灯パレード︑別日は大

が行われる︒今年はⅣ日︑肥

など積極的に練習する人は良

習をしないものは試験日ちか

心だが練習日に欠席したり練
くまで時間内に完成出来なく

んてこ祭︑おまんと祭︑太鼓︑

屋形を移動する時に︑お嚇子

した︒

て苦労しているようだ︒

が︑お雌子や踊りを教えてく

員だが︑中町は西川流の芸者

は︑寄贈した江戸時代の中町

をする︒道具入れの箱書きに

建築板金の作業標準時間は

みこし︑マーチングバンド等々︑

れていたが︑今は手踊りの代

知県職業能力開発協会の委嘱

妬日には踊ろっ茶︵踊りのパ

わりに太鼓になった︒踊りは

過日は同会場で︑ｎ時より

の欠席者を除いて全員が打切

２級の受験者のなかで５名

ねぎらいと反省会を開いた︒

終了後席を変えて２日間の

する︒てんてこ祭は大根を男

に積み込み︑市中をパレード

たビーーールを使った人形を車

小太鼓︑鼓︑大皮を使い︑曲

本調子六穴の横笛︑大太鼓︑

子は︑三味線︵今はない︶六

思い出は忘れないだろう︒町

供と一緒に遊んでいる︒祭の

ない︒小さい子供も大きい子

上達が早い︒また太鼓を放さ

採点を行った︒

時間内に課題を完成し集めら

る︒

工場板金は作業時間が長い

会場を設定した︒

ため１時間早くスタートした
れた全作品は均整がとれてい
各支部で指導にあたった役

場担当の皆さんにはお礼を申

労様でした︒特に︑名古屋会

と検定員︑補佐員さんはご苦

２日間にわたり各役員さん

町︑幸町︑須田町の６カ町に

昔︑肴町︑中町︑本町︑天王

町の馬を神社に奉納する祭︒

池町の祭︒おまんと祭は中畑

根として股に挟んで練歩く熱

笛は下手だと音を出すのに沢

りはなくなってしまった︒横

関︶があり︑道行きと三下が

か︵弁慶の勘進帳︑あたかの

は子供畷子︑帰り喋子︑あた

るのではないでしょうか︒

と地方文化が消えゆく事にな

小売商店や自営業が衰退する

し合う訓練になると思う︒又︑

内全員で祭をする事は︑協力

齢

西尾大橋

し上げます︒

すいと言う事で盛んに笛に水

ンポの曲はつらい︒音が出や
滅したが︑市の働きで他町の

いと音が悪くなる︒大皮は鼓

を入れる︒太鼓類は湿気が多

山の息を使い︑ゆっくりのテ

祭や諸々の催し物と一緒に復

を少し大きく頑丈にした様な

出し︑指の力を抜き︑指を打

尾の殿様が町人に︑祭の時に

つ皮の直前で止める意識で︑

右手の中指︑薬指を寸度前に
形文化財に指定されている︒

皮の隅に右手の腹で打つ︒反

物で︑張り扇でたたく︒鼓は

肴町には人員がなく︑今は

動で指が鼓の皮を打ち︑直後

武士の服装や帯刀を許した事

ボーイスカウトや日本電装の

指は皮から離れる︒左手は鼓

から始まる︒今は西尾市の無

の力は大きい︒天王町は獅子

の紐を締めたり弛めたりして

音の調節をする︒右手は腫

傍中町大屋形

戯

協力を頼んでいる︒日本電装

て︑獅子頭をかぶった２人が

舞︒笛や太鼓のお雌子に合せ

蔦

一宮佐藤

灘

活した︒肴町の大名行列は西

は７月に伊文神社に芸を奉納

＊

が建築板金は９時に受け付け
るようにも見えた︒

霧

する祇園祭があった︒一時消

伊騒』参：且

亀

し作品を測定する検定員

逼』

て
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,巳恢

品も

︾や︾魂杉

鷺
し作業をする受検生

馨

明など行いⅢ時に作業を開始

村上理事長︵中央︶と役員

倭あいさつをする

綴

』
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蕊

蕊

道具の搬入と︑注意事項の説

７月肥日︑名古屋高等技術

＊

レード︶などがあった︒提灯

の練習に子供達も参加するが︑

の先祖の名がある︒祭の太鼓

１級が４時間釦分︑２級は４

パレードは︑ピカチュウとか

子供は︑ぎっちょんちよん︒

をうけて︑今年度の建築板金

予め検定員を中心に役割分

スターウォーズなどの人気

大人は黒田節︑木遣り︑５万

時間で共に打ち切り時間が卵

担が決めてあり５つのグルー

キャラクターを合板や発泡ス

石︑村雨などがあった︒お雛

分加算されるが減点対称とな
当日は梅雨の雨間で強い風

プに別れて各部分の測定と集

チロール︑ねぶた風に電飾し

︵内外装︶と︑工場板金の実

専門校において︑建築板金は
が吹いて暑さを感じない近年
計を行った︒

技試験を実施した︒

１級師名︑２級銘名︑工場板
にまれな試験日となった︒

可

金は１級１名の申請者に対し

愛知県板金工業組合は︑愛
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西三板金連合会は長期不況
の中で︑仕事量の減少︑そし
てきびしい単価を迫られ て い
る我々業界の経営改善に対す

﹁すぐ実践できる／リフォー
ム営業﹂

﹁新・利益２倍の経営戦略﹂

で︑７月別日午後に岡崎技術
で︑それぞれの講師が中心と

この３つの講座が終った後

と銘打った講座があった︒

工学院にて﹁板金業経営改善
なり︑テーマ別のグループディ

スカッションがあり︑より具

積・原価管理システムとＣＡ

夕食後︑自由参加にて﹁見

体的な説明がなされた︒

広告が掲戦されている﹁マ ド ッ

野田

Ｄ﹂の体験講習もあった︒

Ｉ！
十分︑一流とか有名に弱い自
分に腹が立つやら︑眠いのを
必死に我慢されている回りに

半の講演で足代含め数十万

おかしさをこらえつつ︑一時間

悪い処は︑人の意見を聞か

﹁俺の会費返せ﹂それでもと思

かゆい処に手が届く事︒
なくなり︑聞けなくなること︑

食欲に始まり性欲︑金欲︑名
誉欲︑不老不死と続くそうだ︒

いカセットをリブレイして皆さ

☆今まで何とかなった︑この

んのお役に立てたく抜粋しま魂

先も何とかなる？﹁ヌルマ湯

ノウという人を追い出し︑そ
別さえ無くなること︒相手を

の人を誹誇中傷し︑公私の区

とは言えない︒だが︑食欲が

れば妨げたものを︒ワンマン

重んじる包容力が少しでもあ

ろがあるのだから︑全て悪い

れると︑人はほとんどワンマ

満たされ金もある程度満たさ

︵たとえ話をされた︶ナベに

でカエルは気持ちよく動きを

の最大の欠点はその人の﹁人

先日ある講演を聴く機会が

とめるそうですが︑火はその

ンになってしまう︒零細︑中

タントによればワンマンが理

あった︒中部地区最大の○○

まま︒カエルは⁝⁝︒

カエルを一匹いれ火を付ける

想だそうだがワンマンは数十

銀行の子会社で○○総合研究

★指導力とは指差し導く力︑

カエルはでれない︒二十八度

人が限度でサポートしてくれ

所理事の誰演と聞きそれなら

方針の先にロマンとビジョン

方針のないりｌグーは失格で

いだろうか︒

る人が当然必要となる︒

も漏らすまいと︑いざ︑二・三

カセット︑筆記用具持参で一言

となり﹂までなくす事ではな

ワンマンの良いところ は 即

小から脱皮出来ない最大の理

断即決︑末端まで良く見え︑

由だそうです︒経営コンサル

のうちに早く気がつくべし﹂

欲により人は支えられるとこ

人の欲とは限りないもので

ワンマ鞍と人⑳欲

﹁もうかりまつせ／太陽光

ク﹂の３名の方に依頼し た ︒

講師には﹁板金新聞﹂にも

会場の教室は超満席であった︒

当日の参加者は師名有 り ︑

勉強会﹂を開催した︒

るヒントになればという趣旨

発電システム﹂

雲：需謹録
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▲講師を囲んでグループディスカッション

ＪＴＢ︵今回の旅行会社︶と契

ティー・ツアーです︒これは

約した一般家庭を三軒ほど回っ

×二×二にしなければ存続さ

てお庭を見せて頂くもの︒い

を︑方針とは部下と共に夢を

奥深い文章と解釈され︑世

ずれか一軒のお庭でお茶を頂

え許されないとのこと︒

代交替や再出発される経営者

くツアー︒このツアーには名

ロマンを語り合えること︒

には人の能力アップと教育が

がいるかもしれない︒﹁わか

古屋から一緒の親子に私たち

☆人材と組織を活性するため
必要との事︑リーダーはそれ

る訳ないか引き際さえ知らぬ

加わり︑ワゴンに乗車︒運姪

夫婦︒別のツァーより四名が

以上を要求される︒今後人の
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ワンマンに﹂︒東三吉田
︲︲︲

能力を二十二十二でなく︑二
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ころが羊は五千万頭︑牛九百

人口はわずか三六八万人︒と

九州を合わせた位の国土に︑

日本と緯度が正反対︒本州と

がら︒ニュージーランドは︑

への旅の思い出を遅ればせな

開催中のクライストチャーチ

﹁フラワーフェスティバル﹂

二月二十五日から八日間

参加できるため︑私たちが申

みたいオプショナルツアーに

がフリータイムのため行って

チに三日間滞在でき︑一日半

とも言われるクライストチャー

選んだ︒それはガーデン都市

みるようになり︑今回の旅を

トや新聞広告などをくまなく

の後︑鳥行会社のパンフレッ

言い出したことに始まる︒そ

花好きの馬が﹁行きたい﹂と

家内の説明によると日本の園

と言ってモリス夫人と握手︑

ロロョの厨房三﹃○三９２ｍ亘３﹂

ン用品がすばらしいお庭﹁冨琶

より取り寄せた樹木や︑ガーデ

られた主人が英国人で︑母国

ングリッシュガーデン︒亡くな

あり︑ビックリした︒

しく︑美しい日本語の説明が

カーからは日本の若者より正

マイクを付け︑車内のスピー

手がガイドの一人二役︒ピン

万頭︑馬や鹿︵食用︶などを

芸雑誌などにも紹介されてい

菱野乗一慧

合わせると人口の数十倍もい

し込んだのが︑モーニング︒

家が建てられて五十五年も使

るとか︒私が感心したのは︑

一軒目訪問のモリス邸はイ

る︒名古屋空港を夕刻に出発
９時間かけてフィジーのナン

し︑ニュージーランド航空で

家具もアンティークな物ば

用されていること︒

でいたことがあるそうで冷蔵

かり︒息子さんが日本に住ん

た︒モリス邸では玄関前で挨

庫に神社の御札が貼ってあっ

のクライストチャーチで二時
間︒計十四時間のフライトと

リビング︑ベッドルーム︑ダ

拶の後︑室内を見せて頂けた︒

︵次号につづく︶

身がしているとか︒

人で住み︑庭の手入れは御自

イニング︑浴室まで︒今は一

イストチャーチで毎年開催さ

なる︒今回の旅の目的はクラ

間︒国内線に乗り換え︑南島

北島のオークランドまで三時

ディ国際空港着︒一時間後︑

トー軒目モリス邸

れるフラワーフェスティバル
を見ることが一番の楽しみ︒

二年程前にＮＨＫテレビで
バルを取材した番組を見て︑

放映されたフラワーフェスティ

平成１１年８月１５日（４）

リサイクルです︒

圃園固国

何気なく見たり聞いたりし

術で︑ダイオキシンなどの有

ていた﹁日の丸・君が代﹂い

わり︑夜とはまた違う華やか

ク虹世紀ビジョン﹂を打ち出

わゆる国旗・国歌であったが︑

通産省は︑﹁廃棄プラスチッ

し︑皿世紀初頭には使用済み

改めて﹁日の丸・君が代﹂制

︵油化プラント︶

用を目標としています︒

を決めた法律はない﹂と言い

た︒政府は自らが﹁国放国歌

丸・君が代をめぐってであっ

でいつも問題になるのは日の

育の場である卒業式や入学式

み親しんで来た︒これまで教

代﹂のルーツを知らずに馴染

多くの国民は﹁日の丸・君が

問を抱く人々は多いと思う︒

プラスチックの帥％の有効利

用済みのプラスチックを︑再

び石油に戻し︑有効利用する

６日役員会①新入会員報

ついて③工学院ｎ年度

告②経営改善勉強会に

７日青年部役員会
躯日第訂回岡板ゴルフ大

少々理解に苦しむ︒この法制

習指導要領と義務付けるのは

日の丸を揚げ君が代斉唱を学

ながら教育現場や式典などで

胆日太子誌釦名

化が持ち上がったのは高校校

るが︑法制化の理由ずけに教

長の自殺がきっかけと思われ

育現場を狙い撃ちするような

しない︒国旗国歌法制化には

性急なやり方では国民は納得

賛否両論が渦巻く中でおそら

ろう︒二十一世紀の日本にふ

く数の力で可決に持ち込むだ

論を重ねて︑平和で豊かな日

んなで考え知恵を出し合い議

さわしい国旗国歌は何かをみ

９日青年部定例会

３日定例会

のが先ではないだろうか︒

本を現すシンボルを見出だす

午後五時半終了⑧

委員九名出席

七月二十七日㈹雨
三四一号編集会議

肥日青年部工場見学﹁イ

飢日三役会

今云

加日ＮＥＷ板カラ会役員

リノ﹂

四日三役会

東三支部

妬日ボーリング大会印名

刈谷支部

８日第６回役員会

西尾支部

晦日定例会

知立支部

皿日第４回役員班長会

豊田支部

大会

釘日青年部ソフトボール

碧南支部

会辿名

の組織について

週日支部長会

トリークラブ哩名

亀山ライオンズカン

会訂名

別日板金業経営改善勉強

西三板金連合会

８日定例会
躯日役員会

春日井支部

明日定例会

江南支部

５日定例会

津島支部

の材料説明・懇親会

会受識者募集・角建材

Ⅳ日支部会合・厨房講習

瀬戸支部

７日青年部ゴルフコンペ

Ⅳ日定例会

熱田南支部

新建材紹介過名

８日支部会・松下電工の

昭和支部

職人展について

新日鉄名古屋製鉄所

工場見学予定叩月５日

名古屋板金連合会

７月各支部の動き

岡崎中西

プラスチックは石油を原料と

害物質の分解など︑環境面で

プラントが営業運転を始め︑

していますが︑﹁油化﹂は使

さがあり︑ゆったりと見物で
思います︒まだ訪れたことの

＃＃尾張津島天王祭り：＃
の時期は雨になり中止になる

あわせて︑セメントエ場にお

定になると︑今時なぜ？の疑

の効果が期待されている︒

毎年︑七月八月の週末の夜

クル︶

ける﹁セメント原燃料化﹂や

︵資料提供東洋化学︶

き︑家族で訪れるのもよいと
は︑あちらこちらで花火があ
てみてはどうでしょう︒

津島猪飼

ない方は来年家族連れで訪れ

になく天気に恵まれた︒おか

使用済み塩ビ製品を︑化学的

岡崎支部

ＴＩ

日前に梅雨あけ宣言され近年
げで二十二万人の観光

年もあったのだが今年は︑数

十四日︑二十五日に日本三大
客が訪れた︒今回私は

がり華やかであるが︑七月二

王祭りが開催された︒

つりを︑初めて訪れた︒

翌日の二十五日の朝ま

一塩ビを含む一般プラスチッ
ク﹂についても容器包装リサ

約二○○万トンの塩ビが使用

な方法により︑化学品や製品

▲天王祭り

川まつりのひとつ尾張津島天
二十四日の宵祭りは国の重

噸殉職︾謝謝噺

要無形文化財に指定されてお
り御存じの方も多いと思いま
す︒天王川公園の池に提灯を
現地入りできた︒屋形
けた実物大の人形にか

船も提灯から能面を付

屋形舟に付けた舟が何隻も浮

かび︑水面にうつる提灯のか

薯．

され︑約八○％は耐久製品に︑

製鉄の還元剤として活用する

一九九八年四月より識﹁油化﹂

イクル法が施工されますが︑

約二○％は容器包装︑日用雑

原料などとして利用するリサ

︵フィードストック・リサイ

貨に利用されています︒年間

これらのリサイクルはフィード

実証化も進められています︒

︵サーマル・リサイクル︶

ストック・リサイクルと呼ば

﹁高炉原料化﹂の技術開発や

万トン強と見込まれ︑その内

使用済み塩ビ製品を燃焼する

れ︑使用済み塩ビから得られ

イクルのひとつ︒

約三○％がリサイクルされて

事により︑発生する熱や蒸気

る塩化水素の再利用も行える

イクルで︑マテリアル・リサ

います︒塩ビは実際に使用さ

を回収し︑エネルギー源とし

の排出量は︑過去から使用さ

れているプラスチックのリサ

この三つのリサイクル共︑

鉄を作り出す時に︑鉄鉱石か

という大きな特徴があります︒

クの中で最も進んでいます ︒

使用済みプラスチックの種類

ら酸素を取り除く還元剤とし

て利用するリサイクル︒

︵マテリアル・リサイクル︶

を分別する必要がないという

をプラスチックで代替する技

︵高炉原料化︶

使用済み塩ビ製品を︑再び塩

て用いられるコークスの一部
西暦二○○○年四月より︑

事です︒

クルの総称︒

ビ製品として利用するリサイ

イクル量としては︑プラスチッ

れているものを含み︑一○○

いま私たちの国では︑年間

がり灯が優雅である︒近年こ

蕊：
板

愛
第３４１号

