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厨房・空調委員会︵石浜陽
の見積もりや展開を勉強して

う一歩踏み込んで排気ダクト

委員の加藤氏︵岡崎︶がダクト

午前は一時限目を厨房空調

受注し売り上げを伸ばせれば

二日間の講習には十四名の
やフードの種類と製作に使用

計画であるダクトの展開 図 法

受講者が応募して︑一回目の

と挨拶された︒

講習会を九月十九日︵日 ︶ 午
義︒厨房に用いるダクトは内部

する材料と付属品について講
の気流が最大で十五ｍ／秒の

議室で行った︒

理事長の挨拶に続いて石浜

により防火ダンパーや風量ダ
ンパーを取り付けることも必要

低速ダクトである︒また場所

元年二月に行い十一年ぶりの

であると解説された︒二時限

二回行っているが先回は平成
開催である︒皆さんは本格的

目は知多の二村氏がダクトの

委員長がダクト講習会は 過 去

前九時三十分から県板三階会

の講習会を行った︒

夫委員長︶では今年度の事業

ず︒
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名古屋市昭和区北山町

溌灘灘鐙饗擬綴識総漏識鍵慧慧準

電話052‑732‑1226
▲熱心な受講生

愛知県板金工業組合
発行広報委員会

なダクトは施工しないが︑台

︑法制化された

午後は積算について昭和支

を行い午前の授業を終わった︒

は補強リブを入れるなどの講義

トにはダイヤモンドブレーキ又

ｍを越え保温を施さないダク

雇用している事業所にあって

文化されⅢ人以上の従業員を

れている育児休業制度が︑条

護休業制度並び︑既に実施さ

プされ︑話題となっている介

最近︑俄かにクローズアッ

︾育児休業

製作について講義︑ダクトの寸

法はダクトの内のりの寸法を
言い︑角の継ぎ目は二カ所以

部の川村氏が講義︑工事費に

は︑就業規則の改定により︑

上とすることや︑長辺が４５０

ついては直接工事費・共通仮

署に届出るようお知らせ致し
ますと共にこれらの規定は加

直ちに変更届を最寄りの労基

工事内容の把握︑数量の拾い

入以下の事業所にも適用され

積算の方法は必要書類の準備︑

出し︑数量の集計︑単価の調

るので届出る必要はないが︑

設費・諸経費に大別される︒

査などを行い直接工事費の集

ましい︒一方それぞれの制度

作成し保管し連用する事が望
によっては休業給付及び︑制

や諸経費を加えて工事費を決

度を積極的に採用した事業所

計を行い︑それに共通仮設費

参考に計算を行った︒

定する︒テキストの具体例を

所の方々は管轄の社会保険事

にあっては︑助成金の制度も

務所へ︑更に組合員にあって

講義終了後は展開図法を石

書き裁断した物を糊やセロテー

は県板事務局へお尋ね下さい︒

ありますので︑管轄の職業安

プを使い模型状に組み立てた︒

◎介護休業制度の運用につい

定所へ︑又政管健保加入事業

熱心のあまり時間の過ぎるの

ては︑来年４月より本格的に

い１／︑のサイズに展開図を

をすっかり忘れてしまい終了

実施されますので簡単に概要

浜委員長の講義で方眼紙を使

いた︒終了までに出来なかっ

したのは五時三十分を廻って

となる︒

休業で︑最高３ヶ月が限度

者の範囲は︑生後又は一歳に

育児休業を取得できる労働

◎育児休業制度について

一︑負傷︑疾病又は身体上︑

を説明致します︒

であれば︑性別︑職務上の地

満たない子を養育する労働者

位などに拘らず︑育児休業を

もしくは障害により︑２週

間以上にわたり︑常時介護

することが出来る︒

一般的に夫婦間の育児に関

︵歩行︑排池︑食事等の日

常の生活に必要な便宜を供

ているが︑男性にも適用され

する責任が︑女性側にかたよっ

る︒これらの申請にあたって

与すること︶を必要とする

はＡ︑Ｂのいずれかに該当

は︑事業主は育児休業の申出

状態にある家族︑︵家族と

する︶を介護するための休

なっております︒

を拒否する事は出来ない事と

※介護休業及び育児休業を請

業であること︒

求した従業員に対し︑次の制

㈲従業員の﹁配偶者﹂

父母﹂

ているので︑充分な配慮を望

裁を課してはならない事となっ

﹁父母﹂﹁子﹂﹁配偶者の

扶養している﹁祖父母﹂

従業員に不利益にならない様︑

対象期間︵日数︶の削減など

得︑賞与の算定などを含め︑

む処です︒先づ有給休暇の取

⑧従業員と同居し︑かつ

﹁兄弟姉妹﹂﹁孫﹂

及び︑末日とする日を明ら

日常の労務管理が必然的に求

二︑従業員がその期間の初日

い︑これによって従業員が

かにし︑事業主に申出を行

次号は保険料及び助成金の

められる事でしょう︒

沼津

仕組について考えてみよう／・

こと︒

実際に取得した休業である

じめて取得する一回の介護

三︑同一の家族について︑は

育児休業の期間

所の天蓋などは施工している
と思います︒不況の折り︑も

介護休業の回数は

た異口径地平台形は宿題で三
日の第二回目講習に持ってく
十月三日の二回目講習には

ることになった︒

者で角丸ダクトと異口径曲が

欠席者が多数出て六名の受講

以上鷲見

りの展開と製作を勉強した︒

柿拳態1''二、

蕊

講義をする
石浜厨房・空調委員長

内焼穂I:zね

第３４３号

板
愛
平成１１年１０月１５日

／一、

のボーリング大会が︑愛知県

から晴天に恵まれ︑毎年恒例
御苦労さまでした︒また来年

準備にあたられた役員の方々

最後に︑今回開催の運営︑

ていた・

板金工業組合︑全板国保組合
も楽しく開催されるよう︑よ

九月五日︵日︶この日は朝

愛知支部の共催により豊山町

コ

ろしくお願いします︒
ス

了

のわくわくポウルにて開催さ
れ︑総勢一三六名の組合員及
び家族の方々が参加し︑ホー

二位増田力︵春日井︶師

優勝野下昭︵春日井︶弧

津島猪飼

敬称略

十位河野稔皿

四位杉本和彦狐
五位前田泰宏伽
六位小坂孝史剛
七位小川勝也畑
八位富本育三郡
九位安江良三班

三位田口鈴治︵小牧︶狐

ルを埋め尽くした︒

午前十時半︑少々遅れて開
会式が始まり︑まず細野清尾
次に村上章理事長が挨拶され︑

張連合会会長の開会の挨拶︑

皆が見守る中︑始球式が行わ
それまで静かだったレーンが

れ︑一斉にスタートとなり︑
一瞬にして賑やかになった︒
ルールは例年同捧晦各自二 ゲ ー

ム投げ︑トータルの合計によ
り順位が決まる︒年輩者の方々

は︑一ゲーム目は高スコアを
出すのですが二ゲームに疲れ

Ｊの集合したもの︵積分︶が

ｇと︑距離Ｊのモーメントｇ

く〜ｊ梁の曲げモーメントく〜〜

梁にかかる力には他に圧縮

豊田加茂建設連合協同組合主催一

力︑引張力︑勇断力︑振れが

ソフトボール大会に於いて一

トＰＬとして現われるが梁は

梁にＡ支点の右廻りのモーメン

それに対する反力として左廻

あるが︑曲げモーメント︵回

に力がかかると梁は必ず曲が

長さ・幅が同じ梁の破壊する

の成︵せい・高さ︶が２倍で︑

１の梁のＢにＰの力がかかり

ると︑表面の最大圧縮応力度︑

時の角度８を１倍の梁と比べ

りのモーメントを作る︒もし梁

Ａ支点からＢまでの距離をＬ

ＴＡＮ８Ｉ師ｇｍ・一．Ｊ︵梁の

最大引張応力度を邸とすると

２倍︶で︑８は半分程度小さ

成が２倍のＪは１倍のＪより

Ｌのモーメントが生じる︒Ａ

い時はＢ︑Ｃの垂直線は平行

は１倍の成の梁より少ない曲

くなる︒つまり２倍の成の梁

がりで破壊する︒また成が２

︵８はゼロ︶だが︑力が加わ

直線は交わりその角度を８と

倍の成の梁と比べると︑Ｊが２

倍の梁の破壊に要する力は１

ると梁は曲がり︑Ｂ︑Ｃの垂

とすると︑梁に力がかからな

支点とＢの間の任意の点をＣ

とするとＡ支点に右廻りでＰ

る︒曲がる事によって︑力に

出と云う快挙を成し遂げ意気

ました︒

︿いざ決勝戦﹀︑実は板金

チーム︑アルコールの方も意

気揚々となってしまい４試合
を聞かず︵オジサンが中心︶

目と言うことで体も言うこと

した︒しかし︑監督以下全員

善戦空しく敗退してしまいま
が一丸となって楽しく勝ち取っ

た準優勝は大変価値のあるモ
ノだと信じています︒

これからも︑この様な親善
︵他業種との︶を通じて業界

する︵図２︶︒梁に力がかかる

なり角度８が同じならｇも２

倍︑ｇＪの数が２倍の４倍と

と梁の上部には圧縮力︑中央
頑張って行きたいと思います︒

かかるがその表面が最大で︑

部はゼロ︑下部には引張力が

２対１の長方形の梁の成を大

倍となり８倍となる︒小口が

きい方にした方が２倍の破壊

その梁の部材の最大圧縮応力

と梁は破壊する︒図３の様に

度︑最大引張応力度を越える

最後に今大会を運営の方々︑

全体で発展成長出来るように

対しての反力を生み出す︒図

転力︶について述べたい︒梁

豊田支部ソフトボール大会参加メンバー

揚々と決勝戦に臨む事となり

禦瀞職謙譲簿蕊曇
本当にご苦労様でした︒

豊田西俣

力に耐えられる︒︵幅は兇︶︒

西尾大橋

圧縮力・引張力の部材内の中

央から任意の距離の点の反力

図
'
２

のせいかスコアも伸び悩 み ︑

Ｌ｜図

￨

悔しい思いをしていた反面︑

若い人達は尻上りに調子を上
げていたようだ︒約一時間程
で︑すべての方がゲームを終
え︑続いて表彰式が行われ︑︐

９，

︑︑

図
１
３

十位以内入賞者が発表され︑
ている飛び賞が発表され た ︒

続いてほとんどの方が期待し
今年も下一ケタが︑０番︑５
番が該当者で︑名前が読み上

Ｂ

汀

一 一

− 〜

と

Ｂ

I
l
l
￨
左から細野会長・２位増田・優勝野下・３位田口

、 〃
げられるたびに歓声が上 が っ
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クライストチャーチ・ウェ

らニュージーランドの話を︒

でしたので︑今回は他の面か

前回は﹁花の紀行﹂ばかり

ト洋瓦のような瓦︒平板瓦の

もの︒他にクボタのパラマウ

に天然石の粒が︑接着された

で︑０．４５ミリの亜鉛鉄板

ジーランドで開発された製品

動︒現地添乗員︵女性︶は長

オークランドまではバスで移

リントン︒ウェリントンから

ウィンディ︵風の吹く︶・ウェ

じて強い風が吹くため︑愛称

のウェリントンヘ・年間を通

行機でニュージーランド首都

クライストチャーチから飛

るフリーマーケットが出る︒

なると木工品や陶器などを売

す︒ヨットとは切っても切れ

街﹂の愛称で親しまれていま

中︒空と海の玄関口で﹁帆の

十三万人︑国内四分の一が集

市︑オークランドヘ・人口百

ニュージーランド最大の都

の踊りに闘志を高めて試合に

オール︒ブラックスが試合前

カの儀式はラグビーチームの

をホテルで見せてくれる︒ハ

デッキにはオーディオガイト

展望デッキ︒下にあるメイン

○ｍの位置にある︒次に屋外

最上層がスカイデッキで三○

展望デッキは三層に分かれ︑

さは忘れたが︑五○○ｍ近い︒︶

ロントにあるＮＣタワー︵高

ちなみに世界一はカナダのト

三二八ｍで南半球で最も高い︒

スカイタワー︵写真２︶︒地上

ンドに一九九七年に完成した

みにしていたのがこのオークラ

この旅行で︑私が一番楽し

トイレはすべて無料︒水栓の

本茶まである︒名所︵観光地︶

あり︑コーヒー・紅茶から日

ま飲める︒湯沸かしポットが

用︒ホテルの水道水がそのま

ホテルその他でチップは不

外洋に向かうヨットが見えた︒

渋滞となる︒六時を過ぎると

い︒一斉に帰宅︑市内は交通

ドは五時に終業で残業はしな

日没まで見れた︒オークラン

クシーに乗ってあわてて山里電

園都嚇域旅篭灘

リントン・ロトルア・オーク
トには折版や立平葺きと色々

屋根も有り︑スーパーマーケッ

ない︒五軒に一軒はヨットを

露１蕊鵬蝉泌龍雌ラ鰯ツ鰯膳峰

ランドの四都市を回った が ︑
距離夜行パスにて移動︒ちょっ

持っている︒最大のイベント

議尋

住宅の屋根に鉄板大浪葺きが
屋根材が有る︒我々板金業者
と日本とは違う︒

かった︒人口三百八十九万

新築中の現場を見ることはな

も仕事はできると思ったが︑

とテレビに映る建物︒

ニュージーランドの政府代表

理石造りの国会議事堂一だろう︒

ウェリントンの見所は︑大

プのヨットレース︒長い歴史

行われるアメリカンズ・カッ

が一九九九年〜二○○○年に

語・韓国語が選べ︑三六○度

本語・英語・ドイツ語・中国

というＦＭラジオがあり︑日

思う位︒イギリスの統治国だっ

勢い良く出る︒栓が壊れたと

ボタンを押すと︑大通の水が

霧西技郡耀松撒癖蕊烈灘

多いこと︒郊外の農家の屋根
ニュージーランドに移住して

が施工できる屋根が七割近い︒

く︑交点がＲになっている︒

をへの字に曲げただけではな
人では新築する住宅の数も多

のぞむ︒

町中︐のバス停にも葺いてある︒

はすべてと言ってよいほど︒

すべてこの棟が施工して あ っ
くはない︒

に似ているもの︶や︑三晃金

板瓦︵中山鋼業メタルルーフ
市︒人口三十五万人︒町の中

ストチャーチは南島最大の都

観光案内をします︒クライ

水着で入れる︒先住民族マオ

象が見られる︒温泉もあり︑

をはじめ︑さまざまな火山現

ト地︒大地熱地帯で︑間欠泉

ロトルア︑北島第一のリゾー

プを取り返すべく頑張ってい

て燃えている︒アメリカもカッ

回優勝︒今回は連覇をめざし

回がニュージーランドで︑前

外が優勝している︒その内一

の中で︑二度だけアメリカ以

た︒このスカイタワーの入場

れに違って下の風景が見られ

る︒東西南北にあり︑それぞ

下がのぞけるようになってい

きさの強化ガラスを族め込み︑

メインデッキ床に一ｍ角の大

パノラマ展望の説明が聞ける︒

た︒私が二十代のころ︑交差

造後三十年近い車も走ってい

思うでしょうが︑大違い︒製

中古車とは五年から十年位と

が八割以上になっているとか︒

六年の統計で︑日本製中古車

たので車は左側通行︒一九九

切妻や寄せ棟部分が︑鉄板

た︒他の屋根材の種類は︑鉄

属が国内販売している鉄板瓦

る︒我ニッポン・チャレンジ

点で先を競って走った車が今

リの文化的遺産が残る町でも

ンドは﹁動く日本車の博物館﹂

も動いていた︒ニュージーラ

ある︒﹁ハカ﹂と呼ばれる戦

料はメインデッキまで︑十五

と言える︒今回のツアー参加

ティングという小舟川

ドルにもう三ドルでスカイデッ

者が二十三名︑五十代は私た

をエイヴォン川が流れ︑パン
ン

星盟

キに上がれる︒下にはカジノ

ち︒残りは六十代後半︑一人

もガンバレ／︑

す︒一番の見所は︑大

にホテルやショッピングセン

士の儀式を組み合わせたショー

聖堂教会のバージンロー

ターがあり︑深夜まで賑わっ

をテーマに︑花が敷き

だったが︑どこにどんな建物

夜も遅く夜景はとてもきれい

にＮＣタワーにも上ったが︑

クやクィーンズタウンなども

の大自然の残るマウントクッ

で旅行をとお思いの方︑ぜひ

八十二歳の老人が参加︒夫婦

つめられています︒カ

があるのか︑まったく分から

以前︑カナダに旅行した時

ている︒

ンタベリー大学が移転

オーストラリアよりも良かっ

回ってみたいと思っている︒

ぜひニュージーランドへ︒

たと言う人もいました︒

私も今回行けなかった南島

ニュージーランドへ・

後の校舎を利用したアー

なかった︒高いタワーに上る

時間まで二時間近くあり︑夕

た︒スカイタワーには︑夕食の

時は日の高い内に上りたかっ

︵高さ３２８ｍ︶

ト・センター︒十棟の

使われている︒週末に

動の拠点として幅広く

建物に劇場やアート活

今年は﹁田園風景の旅﹂

ル開催中に見られます︒

し写真２オークランドのスカイタワー

を下ることが楽しめま

フラワーフェスティバ

ドに花のカーペットが

︵写真１︶︒この材料はニュー

罫幽
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多くの災害をもたらした天災

私にとっての伊勢湾台風は︑

し早いと思いながら乗鞍へ出

九月のはじめ︑紅葉には少

固園固一園

にマッチし偉容を誇る乗鞍山

いた﹁ななかまど﹂の実が青空

の葉陰に早くも真っ赤に色ず

に下る︒途中車道わきには︑緑

て︑畳平から乗鞍高原・鈴蘭

チフレーズの﹁ひらゆの森﹂

あと温泉浴と森林浴がキャッ

平湯観光会館で土産と休憩の

経済効果の波及は抜群だとか︒

になりクラスの仲間達とも︑そ

怖心を忘れられない母の思いが
掛ける事にした︒

林道を通り白骨温泉に向う︒

れ以来仲よくなれたのだった︒

如年前の事である︒私は小
であるだけでなく︑実に多く

白骨温泉街から少し離れた所

冷え性・皮膚病に効能がある︒

白色の炭酸水素塩︒神経痛．

ここの泉質も白骨と同じ乳

で二回目の温泉に入る︒

の経験を生んでくれた生き物

残雪の中を行く春の乗鞍も雄

系と共に見飽きる事を忘れる︒

が待ち受けていた︒転校︑そし

解るのだ︒私にも多くの変化
の様な気がします︒

大で素晴らしいが︑秋の乗鞍

今回は乗鞍・温泉・味覚・

に貧しく︑誰もが︑これから
て避難民呼ばわりされたのであ

あの朝︑台風が去ったあと

乗鞍高原・鈴蘭からスーパー

﹁良くなるぞ﹂という生き甲斐

のあの光景︑屋根はなく︑柱

混浴で無いのが無念？だが原

る︒子供である故の素直さが︑

ぬるい湯の露天風呂︑岩風呂

生林の森の中に十三の熱い桐函

子供同士をケンカさせていた︒

にある﹁泡の湯旅館﹂の露天

を持っていた時代だった気が

風呂に入る︒内湯もあるがぬ

ある日︑ケンカしながら職員

は澄んだ空気の中に山並が連

風が来る度に︑庭にあるもの︑

なり︑真っ赤に色ずいた﹁な

室の前を走り抜けた時︑先生

中から空が見えるのです︒母

一扉︑シャッターなど︑舞いはし

いっぱいの温泉に大満足︒平

が点在して太陽と緑と湯の華

が作ってくれた粗末だけど︑

るめで︑乳白色の湯が溢れる

は私達を呼びとめ雨並ばせた︒

なかまど﹂の実が青空に溶け

ないか︑扉がガタガタしない

とびきり旨かった朝食︒空を

湯トンネルを抜けて丹生川村

見上げたらまぶしいくらいの

そして何より男女混浴がいい︒

そしてまさに上等なパンチを︑

大きな露天風呂が絶対お勧め︒

私達二人に〃平等に″浴びせた

がたい魅力の時期である︒

かと︑重しをのせ︑隙間に新

型・路日集団検診哩名

７日役員慰労会肥名

総会について

即日第３回三役会皿名

適に走り︑午前十時前に乗鞍

く早いので車の通行も少なく快

この時期︑紅葉には一ヶ月近

の列で身動き出来なくなるが

十月になると延々と連なる車

経て乗鞍スカイラインに入る︒

高山市︑丹生川村︑平湯峠を

ら付知町︑加子母村︑下呂町︑

中央自動車道で中津川ＩＣか

入るのだが︑自然保謹から直

途中︑中ノ湯から上高地へ

号線を安房峠方面に走る︒

白骨から沢渡へ下り︑一五八

れもまた旅の楽しみである︒

おやじさんとしばし雑談︒こ

とにかくうまい︒顔見知りの

店だがいつもお客でいっぱい︒

こと︒分かりにくい所にある

﹁えびすや﹂のそばを食べる

白骨でもう一つの目当ては

をつつき︑とうもろこしをか

に︑一杯やりながら土産に買っ

楽しかった一日の思い出と共

楽もまた楽しいものだ︒後日

泊りの旅もいいが日帰りの行

上八幡ＩＣから帰路につく︒

を経て東海北陸自動車道・郡

食べ︑市内からせせらぎ街道

名物になった高山ラーメンを

もろこしとトマト﹂を買う︒

家の店で絶対にうまい﹁とう

早すぎた︒いつも立ち寄る農

がこの時期五分咲き前で少し

る︒最盛期にはすごく締麗だ

込んで山好きには何とも言い

聞紙︑ダンボールの切れ端を

青空だった︒それがまさに︑

姿に変わる山々に年間何回と

温泉街には川のそばに﹁公

ンデ一面に咲くコスモスを見

のだった︒理由も聞かずにであ

私の青空なのです︒私はスター

なく引き寄せられる︒

﹁朴の木平スキー場﹂のゲレ

つめ込むのである︒思えば ︑ 借

る︒このときの先生の顔は今

トラインに立っていた︒

若い娘がスッポンポンでいっ

家ではあったけれども屋根は
でも脳裏に焼きついている︒ケ

同組合主催の第Ⅳ回

５日豊田加茂建設連合協

スカイライン終点の畳平駐車

接自家用車では行けない︒

じるのもまた旅の後引く楽し

共野天風呂﹂もあって好評︒

組合親善ソフトボー

場に着く︒先ずは乗鞍神社に

中ノ湯から少し上がると︑

みである︒全行程五四三ｍ

早朝五時前に自宅を出て︑

そして四季それぞれ自然の

下地ごと飛び去り︑家財はあ
ンカ相手の彼とは最初の友人

ル大会参加迦名

参拝して紅茶とケーキでティー

昨年開通した安房トンネルに

豊田支部

西尾支部

ｕ日第５回役員班長会

タイム︒駐車場裏手の恵比寿

差し掛かる︒長野県から入っ

て快適に走りトンネルを出た

九月二十八日㈹晴
三四三号編集会議

午後五時終了⑧

委員九名出席

ら岐阜県の平湯︒大変な難工

て観光ブームを呼び︑地域の

事も道路事情を一気に解決し

に浸る︒この感触が忘れられ
は乗鞍剣ヶ峰へ登るのをパスし

ないからまた来たくなる︒今回

れ解放感と安らぎのひととき

て来た︑飛騨名物の朴葉みそ

岨日青年部家族親睦バー

の空気に溶け込んで雑念を忘

岳︵二八三一ｍ︶に登り︑山頂

知多支部
別名

７日理事組長合同会議

ベキュー

調名

岡崎中西

られもなくすべて水浸し︒恐

定例会︵懇親会︶

の家族を含んだ食事

晦日月例会５名
西三板金連合会

江南支部

会鰯名

ボーリング後年一回

５日家族わいわいの日

小牧支部

５日ボーリング参加ｎ名

津島支部

５日ボーリング参加哩名

瀬戸支部

５日ボーリング大会

尾張板金連合会

虹日定例会ｎ名

加について
中村支部

昭和支部

肥日 定 例 会 工 場 見 学 参

熱田南支部

展について

申込④名古屋職人

見学︵新日鉄︶参加

③名古屋連合会工場

手帳購入申込受付

接講習案内②板金

１日支部会①アーク溶

瑞穂支部

ル浩養園９名

４日支部会サッポロビー

中支部

８日常会辿名

９月各支部の動き

ぱい浴っているョ︒

します︒母はあの日以来︑台

蕊
だけが数本たっていた︒家の

コスモスの撮影が目的である︒

学２年生︑多くの人が同じ様
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