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愛知県板金工業組合
発行広報委員会
名古屋市昭和区北山町

ブロック担当により蒲郡市の

愛知県板金工業組合は平成
打ってフォローの風を期待し

レーーアムリベンジ経済と銘

○年はまさに好景気の年︑ミ

村上理事長は︑休日にもか

たいと歓迎の言葉とされた︒

かわらず多数ご出席くだされ
は十八兆円の景気浮揚対策を

たお礼と︑長引く不況に政府

午前十一時より受け付け十

安な年になるかもしれないが︑

出したが昨年に続き今年も不

催されました︒

で始まり︑居平義和氏が開会

で守り︑乗り切るしかないと

自助努力して自分の城は自分
ご挨拶され︑懇親会を設営し

韻
誇
1
1
雲
霞
昌
一

二村豊東三ブロック長が歓

の辞を述べられた︒

二時開宴︑近藤泰則氏の司会

百九九名ものご出席を賜り開

十三名︑組合員一七六名︑計

ホテル﹁竹島﹂にて︑来賓二

十二年一月十六日︵日︶東三

▲あいさつする二村東三ブロック長

迎の挨拶をされ︑好不況の波

■

た東三ブロックに対し謝意の

２○○○年

は十年周期だとすれば二○○

歓識ﾛ県板金ｴ業組合新年篭親芸迎

様から﹁良かったよ﹂﹁東三

お言葉をいただきました︒

もやるネ﹂等︑お褒めのこと

で親睦会は終了しました︒皆

神田愛知県知事の祝辞のな

ばをいただきました︒多々不
が︑二村ブロック長はじめ組

手際があったかと思います

いてるが依然として厳しい中
小企業の方が︑持ち前の機動

かで経済は緩やかながら上向

力や柔軟性を発揮し︑時代を

第駆回全国建築板金業者神奈川大会

お申込は︑各支部長へ参加

ています︒

〜参加者募集〜

大会は︑平成岨年６月９日
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合員になりかわりまして心よ

費を添えて申込んで下さい︒
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切り開いていくことがなによ

おいて開催されます︒
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そ皆様にとって良い年であり
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り御礼申し上げます︒今年こ
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りも重要ですと愛知県商工部

︵大会参加費含む︶

今参加費３８︐０００円

小湊（泊）ニュー小湊ホテル吉夢正L0470.‑952111

機械繊維産業課伊奈課長が代

愛知県板は左記の行程で組
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読されました︒
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備しました︒多数の参加を願っ

合員の皆様と参加したいと準
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バトンタッチして終了としま
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担当されます知多ブロックに

平成12年６月９日(金)〜６月１０日出１泊２日

地元選出で衆議院議員浅野

時間の都合でご挨拶いただ

す︒

ご紹介します︒

けませんでした来賓の皆様を

職業訓練協会

会長羽柴弘和氏
＊大同鋼板㈱西久保博明氏

＊㈱淀川製鋼小野雅夫氏

第５２回全国建築板金業者神奈川大会旅行行程表

勝人氏のご挨拶で︑板金組合
のように二代三代と続く技術
く︑敬意を表したい︒政治家

者集団は余人をもって代え難
としては個人が喜んで住宅を

事務局長青木信孝氏

＊愛知県中小企業団体中央会
＊職業訓練法人岡崎工学院

を自覚している︒

建てたくなるような税制対策
前衆議院片岡武司氏︑愛知
県議会議員松山登氏︑同議員

＊愛知県板金総合

理事長山本清氏
杉田元司氏︑前同議員山本明
彦氏︑少し遅れられたが豊橋
市の早川勝市長からもご挨拶
をいただきました︒

＊松下電工㈱河田敏博氏

日本鋤板㈱名古屋支店支店
長武田靖彦氏の乾杯で開宴︑

＊積水化学工業㈱

広瀬勝治氏

＊㈱一一ツパンビジネスサービス

白井恒男氏

日本髪の艶やかな芸者衆と
ギャル風コンパニオン嬢︑和
洋折衷の入場により華やぎ︑

鈴木唐氏

＊マルサン金属建材㈱

程

ｲ
丁

日
次 日
(曜）

彼女らの笑顔の接待による和
やかな宴でした︒男にとって

＊愛知県亜鉛鉄板問屋会

＊㈱イリノ入野道宏氏

心惹かれる日本髪って何で
しょうね︒舞台の踊りの写真

副会長加藤芳文氏

会長伊藤嘉邦氏

会計細野修氏

渉外委員長内田哲史氏
東三吉田
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貴方の側にいたいのよ﹂とサ

宴の二時間はアッという間

ラリとかわされた︒

にすぎ︑愛知県亜鉛鉄板問屋
会会長の伊藤嘉邦氏の中締め
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(1)平成１２年２月１５日

続くとみられ︑男女別の掛金
︵女性の引上げ額が大きい︶

とされる予定ですので︑特に
有利になります︒

女性の方は改正前のご加入が

⁝⁝

祈願祭終了後連合会の支部

東門にあったウナギの食事

長会を兼ねて食事会を行う︒

処﹁蓬莱軒﹂が新装して南門

前に移転して一度ここで食事

後の四％になっても金融機関

の八日に熱田神宮で組合員の

名古屋板金連合会では正月

らのご祈祷となった︒

側から依頼され十時三十分か

を三十分早めてほしいと神宮

約を入れても断られていた︒

時間が十二時になることで予

をしたいと思っていたが毎年

での運用と比べて十分に有利

安全と商売繁盛を願い新年安

熱田神宮蕊悪成十一 一年一月八日

な条件ですが︑四年３月末ま

全祈願祭を行った︒

年金基金に加入されていない

したがいまして︑まだ国民

ん︒

いただき︑引上げはありませ

満︶

る制度です︒︵如才〜帥才未

料を納めている方が加入でき

◎自営業など国民年金の保険

します︒

祷が定員を上回っていて時間

約をしたのだが十一時のご祈

みをする人が多く十一月に予

るが︑不況であるためか神頼

た︒例年行っている行事であ

をご祈祷してお神楽を奉納し

合員の安全と商売繁盛の祈願

前に揃って参拝︒神楽殿で組

にもご出席をお願いして本殿

板から村上理事長と吉田専務

名古屋ブロックの役員と県

式も多くあり人出も多かった︒

り土曜日であったことで結婚

いても良く分かる︒

増えてきているのは参拝して

年々祈願に訪れる人や団体が

安全祈願をお願いしてきたが

昨年までは何年間も十一時で

がしていただけないのである︒

席で希望する時間にはご祈祷

五十人ほど入れる神楽殿が満

九時から始まる祈願祭で百

わただしい中での支部長会と

食事をすることが出来ず︑あ

が訪れて満席の中でゆったり

とることが出来た︒

莱軒南門店での昼食も予約を

祈願が三十分早まったので蓬

歩いていっていたが︑今年は

国民年金基金は︑本体の国
民年金と同じく５年ごとに財

確かな安心︑ゆとりの老後

加入されますようお勧めいた

政の見直しをすることに な っ

方々に対して︑平成廻年３月

◎年金受取額２．２倍以上

岡崎板金工業組合の模索

とをお詫びして反省している︒

昼食会に終わってしまったこ

会長鷲見牧

名古屋板金連合会

割程度の参加事業所数ですが︑

組合の中のひとつの柱として

大きな存在になる様に思いま
全国板金業国民年金基金

昨年来続いている業界の不振

ミレーーァムの一年が始まった︒

又は︑仕事が切れたとき︑司

事業所が仕事が重なったとき︑

ムにふさわしい︑岡板の模索

何が出来るのか？ミレニア

〜仕事確保支援事業〜

結果は昼食時間で多くの人

ています︒この財政再計算に

◎掛金は全額所得控除

﹁今が加入のチャンス﹂

基づいて︑平成皿年４月から
に加入される事をお勧めいた

末までの︑なるべく早い時期

◎年間知万円のゴールド年金
プランも可能です︒︵国民

します︒

現在の掛金は連用予定利率

この掛金の引上げは既に加
入している方々は適用されず︑

加入された例です︶

〒皿１ｍ東京都港区三田

令塔に連絡をする︑司令塔は

岡崎中西

組合が組合員個々のために

として設定さ

は︑今も深刻さを増している

す︒

れることにな

１１３１訂板金会館６Ｆ

◎加入申込・照会は

ります︒

るのである︒あとは事業所と

の始まりである︒

岡板では︑昨年の４月︑組

ています︒かって仲間同志だ

事業所との話し合いに任され

メンバー全員に内容を連絡す
０１２０Ｉ３４−１１６５

ＦＡＸ

合長の号令のもと︑﹁仕事確

様である︒

また︑この

財政再計算に
おいて︑帥才

けで行なっていた︑仕事上の

Ｏ３Ｉ５４４３ｌ６０４５

行き来を︑間口を広げ︑組合

からの平均余

たな集まりを作っている︒メ

という組織の中で立ち上げた

◎愛県板事務局への照会は

ンバーは現在明事業所︒昨年

命が男女間の

６月より本格的に動きだした︒

ものです︒現在は︑組合の３

２６へ

司令塔は㈱共立の石原氏︒各

電話０５２１７３２１１２
厚生委員会

ており︑今後

もその傾向が

格差が拡大し

保支援事業﹂と名付けて︑新

電話・フリーダイャル

引上げは四％

ていますが︑

年金にプラスしてご夫婦が

L理JL雲覗堅旦塞倶蕊聖垂聖』

今年は二千年の節目と重な

予定されています︒

やむなく少し遠くの本店まで

での︑更にお得な期間中にご

今の経済状況では︑引上げ

鍵

蕊

新規加入者の掛金の引上げが

昌全超より

を四・七五％として決められ

…圃雪調麺箇秒鱈謹史

現在の掛金のま畠で納付して

岸貞旧

一一一
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蕊速語総唾畿鮪砦建舞灘

チャンネルの切り替えが上手

な三河の衆︑これも恒例にな

ら問屋会との連携はより一層

材㈱代表取締役社長鈴木庚氏︑

村上理事長︑マルサン金属建

蒲郡市のホテル﹁竹島﹂にて︑

き算︑お上を当てにしない民

鈴木社長は︑リストラは引

されました︒

年でありますようにとご挨拶

年は辰年︑龍のように飛躍の

願いたい︒性根を据えて二○

我々業界に〃吉″となるよう

パニオンのお姉さん方と賑や

強固なものにして行かなけれ

㈱ウチダ代表取締役社長内田

○○年をスタートしたい︒

りました景品くじ引きやコン

席したが︑十六日に行われた

ばならない︒会場は不況を

哲史氏のご出席を賜り︑組合

間レベルで足し算にする方法

の本領を発揮しましょう︒今

愛知県亜鉛鉄板問屋会︵伊
県板新年会には問屋会三役を
吹っ飛ぱすかの熱気に包まれ︑

員四十五名の方々が出席され

新規事業︵ベンチャー︶には

控えており技術︑技能の愛知

藤嘉邦会長・伊藤二郎商 店 社
招き︑相互交流と意思の疎通

若手担当者企画のアトラク

て行われました︒

一月五日︵水︶毎年恒例の

長︶恒例の新年賀詞交歓会が︑

を深めている︒特に昨今のハ
ションも大好評で過ぎ﹁平成

遅まきながらも足し算に移っ

新工法の開発が同時に進めば

東三板金工業組合の新年会が

正月気分の抜け切らぬ一月七
ウスメーカー発注の住宅工事
十二年は昇龍の勢いで﹂を合

り今年は二○○○年で節目の

をされ昨年までは暗い話ばか

東三吉田

建設業に携わる者として特に

四月から始まる住宅新法が

かな新年会でした︒

日午後五時より︑名塑別キ ャ ッ

つあり︑流通業の問屋会各社

では材料支給が主流になりつ

い言葉に中締めの後︑加藤副

内田社長は今後も努力なく

ていくでしょう︒

補助金が出ますし︑新材料︑

スルプラザ﹁鳳旦の間﹂に総

会長ユニークな閉会の辞で納

二村組合長が新年のご挨拶

勢百四十人余りが参集して盛
一方県板傘下の組合員は安い

が外されている実情がある︒

問屋会とは切っても切れぬ

年︑組合員全員の皆様と力を

大友氏の乾杯で宴が始まり

しょうとご挨拶いただいた︒

当高橋様を迎え︑建築技術の

ブロック長二村様︑青年部担

ご来賓に村上理事長︑東三

代表選手として参加する事に

築板金技能競技大会に愛知県

開催される第二十二回全国建

願う安全祈願祭が行われた︒

て午後二時より一年の安全を

毎年一月五日︑津島神社に

ントリーグループの㈱Ｉ．Ｅ・

し新年会が始まった︒まずサ

五分程の料亭魚しまに場を移

終了した︒その後︑歩いて

の全板大会を兼ねて行うか︑

は支部の親睦旅行なので横浜

後新役の交代発表︑また今年

のではないでしょうか︒その

午前九時三十分︑始め︑の合

や事故も無く競技大会を終え

三支部の皆さんの協力でケガ

役の面々及び一般の方々数組

その他に毎年同じ町工場の重

吉田専務にも参加いただいた︒

だがもうすぐ子供が生まれる

話をきき少々興味をもったの

事典及び電子ブックの販売の

Ｄからブリタニカ国際大百科

の方々により宴もたけなわに

オンではなく和服のベテラン

会が始まり︑今回はコンパニ

された︒その後本格的に新年

単独で別の旅行にするか討議

県大会では︑役員幹事︑東

図で競技に取り掛かりまし

ることが出来ました︒ご協力

約三十名程が︑一同正座にて

た︒

ありがとうございました︒

各選手とも正月返上で練習

進んでいった︒津島猪飼

ては少々高価なので諦めるこ

︷牙分であり小遣い制の私にとっ

安城岩崎

御祈祷をうけた︒各代表者が

の部︵バケツ︶８名の選手が︑

たが︑県板の安全祈願も兼ね

は電子ブックに興味を持った

ネット等をされる方にとって

とにしたｃパソコン︑インター

蕊 L
f
i
蕊麓i識霧 鍾 蕊
御敬いをうけ︑最後に全員が

してきたので手際良く作業を
して︑終了︑の合図ではすば

▲あいさつする二村組合長

大に開催された︒

めとなった︒
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Ｉ名古屋板金連合会ｌ

平成十二年総会を四月八日に
名古屋板金連合会では 新 年
を決定したので︑組合員の一

区の名城会館で開催すること

後から︑昨年同様名古屋市北

名城会館で開催

会を開催︒新年度の総会の日

安全祈願祭後に第三回支 部 長
人でも多くの出席をおねがい

出席役員と県板村上理事長︑

の三役会にはかりお知らせす
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失われた︒阪神淡路大震災で
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について︶
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に遭われた方々の復興を祈る

おられた中小・零細企業の方々

また日本海ではナホトカ号の

気持ちだけで自らを納得させ

は︑この五年間をどんな気持

沈没による原油流出︑漂着と

７日新年会Ⅳ名
迅日月例会５名

の格差が目に付く︒震災にあ
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