愛知県板金工業組合は︑平
成ｎ年度最後の理事会を ４ 月
肥日︑愛板会館３階会議室に

変更すること無く来月の総代

理事︑各委員会の代表と︑理

当日は︑正副理事長︑常務
少されているが︑支出合計は

予算案の収入合計は氾万程減

①の︑項目において平成ｎ年
度の決算書と︑平成岨年度の

会に使用される見通しだ︒

事︵支部長︶の各氏で会議室

を押さえるためにも︑組合事

れる︒今後︑組合費の値上げ

合が努力してきた結果と思わ

事務手数料など事業収入に組

健康保険及び労働保険等の

の事業収入で賄われている︒

いる︑この差額は︑主に組合

課金︶は２２０万に止まって

られる︒しかし︑組合費︵賦

万であり８４５万の増大が見

成ｎ年度のそれは約３８４５

の部は合計約３０００万で平

昭和帥年度の決算書の収入

増加となっている︒

予備費帥万円ほどでｎ万円の

決算 報 告

①平成ｎ年度事業及び︑

議題は︑

は満席となった︒

於いて午後３時より行った︒

３−８−６〒466‑0006

れる︒

業に︑組合員の協力が期待さ

晦日名古屋国際ホテルにおい
て︑受け付け皿時︑開会午後
１時から２時帥分終了予定と
し︑来賓者の役職と︑氏名が

総代会︑式典︑祝賀会の組

決定された︒

合員による役割分担も内定し

リホーム︒ソーラｊ施工技
環境を考慮した残材のリサ

術の習得︒

イクルに関する調査研究
この後︑保証︑広報︑技術

など︑話し合いもあった︒

更生︑経営対策等︑の各委員
会の代表による経過報告や︑

な組合行事を︑各理事の方々

た︒

③の︑組合創立弱周年記念式

は︑理解された事と思われる︒

要請等の発表があり︑広範囲

典については︑午後３時から

平成十二年四月十六日︑安

の部﹂上位３名﹁建築技術の

技大会の表彰では﹁技能競技

第一一十一回青年部通常総会

城市地域産業文化公園﹁デン

審査結果が報告され︑知多支

二回全国建築板金競技大会の

部松本君の閉会の辞で総会が

部﹂上位３名︑そして第二十

ご来賓に高柳副理事長︑吉

終了した︒会場を地ビールエ

パーク﹂にて︑十一年度青年

田専務理事︑青年部担当高橋

房に移し懇親会が始まりデン

部通常総会が開催されました︒

え︑午後２時より刈谷支部望

様︑安城支部長西出様を迎

広報委員会より︑

ことが出来ました︒ご支援︑

しく︑平成十一年度を締める

た︒当日は快晴で花や緑が美

午後４時釦分まで同会場で行
い︑組合員功労者と優良従業

この記事が皆さんの所に届

議案審議が開始されました︒

長に知多支部山内君が選ばれ

ご協力ありがとうございまし

で親睦を深め解散となりまし

員に︑愛知県知事覇中小企業

くころには総代会など過ぎた

第１号第２号議案と承認され︑

ビールで乾杯をして︑時間ま

団体中央会︑愛知県板金工業

事とおもわれますが︑年に何

第３号議案の新部長紹介に中

月君の司会で開会の辞︑岩崎

組合理事長の各表彰状を贈る

の代表の理事さんが会議に出

回か行われる理事会に各支部

として承認され︑第４号第５

川港支部の本田君が次期部長

部長挨拶︑来賓挨拶と進み議

ことを承認した︒

席し︑いかなる内容の議題を

た︒

祝賀会︑懇親会

岩崎青年部長

しあいさつする

号第６号議案の審議も終り競

の理解を得るために来月号の

話し合っているのか全組合員
総代会の記事と重複する所も

午後４時釦分から６時まで
で行い︑参加者は会費︑５０

同ホテル２Ｆ若竹︑紅梅の間

佐藤

あるが載せたこととした︒

来賓者は総代会と合わせて

傍理事会風景

００円とした︒

お願いすることになった︒

建築板金業者神奈川大会には

④のその他については︑全国
愛知県板からは約１７０名の
スと︑日程表の説明があった︒

参加者がありバス５台分のコー

果︑少し変更するもよう︒

集合場所の事で質疑応答の結

責任施工︒保証工事の強力

☆枢年度注目したい事業
な推進

☆枢年度新規の事業

安城岩崎

伝総会風景

識

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
②の総代会については︑５月

籍

平成岨年度事業計画案
予算︵案︶

②総代会について

記念式典につ い て

③組合創立拓周年︑

④その 他
に基づいて︑吉田専務理事
が資料の説明をしながら進行
作成された資料は承認され

された︒
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板

た︒初年度は大人の勉強期間︑

長が言われるように新規事業

望するにあたり厳しいが理事

組合長の挨拶の後︑来賓挨拶

により開会した総会は︑西俣

名でした︒三浦誠治氏の司会

いました︒きっかけは取引先

私は前に︑水墨画をやって

名古屋製鉄所を四十八名で見
一生懸命勉強しそれを糧︑肥

にもいち早く眼を向け共同体

を県板村上理事長︑吉田専務

の大工さんで︑おまえも水墨

公園前にある名城会館で名古

桜で満開となった名城公園︑

支部対抗で開催するなど計画
んばりたい︒幸いにも東三は

までも将来の礎となるようが

は難しいカジとりの年になる

市豊田高等職業訓練校校長

山興業︵株︶社長︑長谷川賢

ていましたが︑妻もやりたい

始めました︒始めは一人でやっ

二期目となる二村組合長に

和やかなうちに終了した︒

新年度事業は例年通りであ

その一

屋板金連合会の平成十二年度
していた事業を行ったと報告︒

人材の宝庫︑皆様の力を合わ

だろうが各組合員の協力の元

ヨウケッ

の総会を開催した︒

谷川監査役が監査報告を行い

決算報告は佐藤会計が行い長
せれば必ずや明るい展望が開

平成十二年四月八日土曜日
学した︒十一月には二年間休
やしにして業界のため組合の

で一緒に進みましょうと挨拶︒

理事︑毛利貞夫西三板金連

画をやってみないかと言われ

来賓に近藤衆議

けるでしょうと今年にかける

手習

止していたボーリング大会を
ため開花練乱とまで行かない

繊細氏の乾杯で宴会に入り

金組合組合長︑横山貝久横

合会会長︑高柳一男岡崎板

院議員︑松山登県
承認された︒

理事長︑西三板金

会議員︑県板村上

村上理事長は真っ先に今年

よい︑だれにでも好かれる先

豊と言われ︑気さくな人柄の

会議に先立ち近
減少などで解散しているので

また各支部の青年部が会員の

事業の太陽光発電システム︑

院議員に単価安の陳情︑新規

の中で今までにない事業とし

れました︒十二年度事業計画

画案及び予算案が可決承認さ

しても楽しく手習いを続ける

生でした︒教室に通っていま

先生は水野桜山︑本名水野

た︒

藤昭一議員と松山

て集団健康診断を上げている

て議事に入り平成十一年度事

と言うので︑夫婦で始めまし

るが今年の工場見学は日曜日
度の愛板新年会が東三担当で

業報告︑会計報告︑会計監査

に御出席いただきました︒続

に開催してほしいとの要望に

報告の後平成十二年度事業計

二村丸の波静かなる航海を期

連合会毛利会長 ︑

応えて︑産業技術記念館とト

の言葉をいただき︑村岡衆議

盛大に行われましたこと慰労

抱負を力強く語られました︒

吉川商会吉川部長︑

ヨタ博物館を九月三日の日曜

いて奥田憩氏を議長に選出し

吉田専務理事が列
日に開催することになった︒

議員から会を励ま

基幹技能士の育成等に力を注

拶にたち﹁自分の城は自分で

後は会場を移し懇親会が催さ

通常総会が無事に終了した

定している旨発表がありまし

に豊田市内﹃猿投温泉﹄を予

に十回ほど出品をしていまし

日本南画院展に出したり︑年

市の文化祭︑教室の発表会︑

務められていました︒

先生は日本南画院の理事も

事が出来ました︒

ぎたい︒また愛板三十五周年

ほか︑西三板金連合会総会担

連合会で一本化できるよう調

式典に大勢の出席を促されど

守れ／﹂と力強いお言葉を頂

た︒

総会終了後〃縁の宴〃名城

取締役鈴木腐社長は将来を展

マルサン金属建材︵株︶代表

本年度班長さんの発表後総会

訓練校講師報告がありました︒

技能士会報告︑豊田高等職業

チブックに鉛筆・木炭・矢立

方になります︒基本はスケッ

順番でその後︑山水画の描き

う︑始めに蘭・竹・梅・菊と

などで書きます︒

は閉会しました︒

教室での基礎は四君子を習

た︒議案審議終了後︑各報告

を上回る売上があり好評であっ

会館特別料理に盛大な宴と

いた︒

た︒工場見学は県板沼淫常務

凸︒凸︒ｑ智函０町砧．Ｆや﹃壁︑β

蕊平成十一一年度第四十四回総会

かに４種類︑その他に筆洗・

は紙・墨・筆・硯石とおおま

では水墨画とは︑文房四宝
平成皿年４月１日︵士︶平

豊田松井

成十二年度豊田板金工業組合

案審議されたが︑ほぼとどこ

豊田支．部

なった︒西支部鈴木

平成十二年四月二日︵日︶

組合長挨拶で﹁春うららか

４階視聴覚室に於いて開催さ

おりなく終了した︒

その後に筆刻などをおぼえて

文鎮・印・印肉・布巾など︑

通常総会が行われることに深

れました︒組合員総数弱名中

高千穂会館にて開催され居平

の﹃豊田産業文化センター﹄

の定時総会が豊田市小坂本町

ト︒黙祷︑組合長挨拶︑優良

謝します︒一年前に我々役員

まいります︒

てんこく

ごろに﹂と今日のため詠われ︑

にうららかに桜高千穂今この

従業員表彰︑議長選出では大

一同は心にこう誓い合いまし

総会出席記名︑委任状出席週

竹・元副組合長が選出され議

岩室鐸

組合長の司会進行によりスター

傍あいさつする西俣支部長

事項の発表となり吉隼部報告︑

れ豊会︵問屋五社︶代表幹事

議事終了後村上理事長が挨

計画が承認された︒

当支部としてｎ月７日︵火曜︶

査︑努力して行くなどの事業

会議は恩田副会
に鷲見連合会長が

長の司会で︑ 始 め
挨拶議事に入った︒

挨拶とされた︒

す祝辞を頂いた︒

伊総会風景

待したい︒東三吉田

席された︒

い

副組合長の開会の辞︑山下副

第六十一回通常総会が豊橋市

﹃通幽凧総幽奉柵

理事のお骨折りで新日本製鉄

い昨年度の職人展では材料費

事業報告は鈴木副会長が行

〔平成'蝉名龍覆鎚合会総会

麓一議

愛
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発電効率の低下は少なﾔ、

発電効率の低下が著しい

年間発電量（３ｋＷ）

概ね3600Ｋｗｈ

概ね3300ＫＷ鷺

西支部では昨年から計画を
進めていた太陽光発電システ
ムの講習会を三月二十四日名

した︒

古屋山田地域センターで開催
西支部では毎月二四会 ︵ ニ
ョン会︶を開いている︒三月
の二四会では︑県板と名古屋
会を開いた︒

板金連合会の連絡事項と 勉 強
勉強会は太陽光発電システ
ムの仕組みと施工法の勉強で
建材メーカーの﹁クボタ﹂と
建材問屋の初穂商事さんの協
モジュール︵太陽集光 板 ︶
温度による発電効率

クポタはアモルファス使用し

ス系と結晶シリコン系があり

モジュールには︑アモルファ

製品に使用されるが︑電力会

作られた電気は家庭内で電化

しいといえる︒太陽光発電で

ネルギー︑省設備と環境に優

製作面からも省資源︒省エ

ているアモルファス系と結晶

盤整備事業″

通産省では太陽光発電シス

なる添乗員である︒１日目は

三万円／剛︶予算は一六○億

平成十一年度補助金︵三十

している︒

個人住宅に補助金制度を実施

財団に委託して平成六年より

的として︑︵財︶新エネルギー

尾文化会館南駐車場に８時印

名の認名の参加であった︒西

中屋と富士商店の問屋さん２

組合員幻名︑従業員４名︑田

参拝の研修旅行に出かけた︒

に︑鳥羽と伊勢神宮の内宮の

西尾支部は４月肥日〜Ⅳ日

年︑旅行は三河トラベルさん

要視している行事である︒毎

たる目的で︑役員さん達が重

結の機会を持つと言うのが主

研修旅行は組合員の親睦と団

た︒西尾支部にとって︑この

をして行こう︒﹂と述べられ

持って西尾はいっそうの団結

世だが皿世紀に向けて︑夢を

ので︑我々はそれらを分けて

だ︒差し入れが多くて余った

でビンゴゲームをして楽しん

して帰路についた︒バスの中

横丁を散策し︑磯部で昼食を

神宮の内宮を参拝し︑おかげ

真珠店に寄った︒そして伊勢

は二見ヶ浦の夫婦岩を見学し︑

サイドホテルに着いた︒翌日

り午後４時に泊まりの鳥羽シー

り︑鳥羽海の博物館に立ち寄

松坂で焼き肉バイキングを取

円プラス前年度繰り越し四○

分集合︑９時に鳥羽に向かっ

にお願いしている︒添乗員の

卿西尾支部研修旅行伽

億円を加えて二○○億円︵二

て出発した︒村松相談役が出

中桐さんには長年お世話にな

テムの市場への導入促進を目

万件の応募に対応︶である︒

発の挨拶で﹁西尾支部は組合

貰って︑午後６時少し前にそ
員のまとまりがあり︑指導者

れぞれの家路についた︒

ギー財団︵ＮＥＦ︶に問い合

り︑彼は遊びの穴場や事情を

補助を受けるには新エネル

よく知る︑ベテランの頼りに

の強行日程ではあったが︑役

︒＆＆輯ｊ一茸・Ｐ＆砥？１一で︒．上一海ｐＪｚ写︒０４−項８１で︒︒凸皇君・込晒■．Ｊ墨鷺Ｊａ風寸３４画凸Ｊ匹宅尿︒盛︑▼

西尾大橋

の人材も豊富である︒今は有

・駐こぎＪ幸五国・ロュ一五︒ロロ壁一Ｊユヨ︒︒Ｊ丑二Ｊ込津

珠山の噴火や不況など暗い時

西支部鈴木

１書．４︾昼︒＆弓︒︒Ｊ邑邑．８﹄可．Ｊ云画︒３−可・圭一Ｆや星冒ｑＪ二一

西三技能士会では︑十二年

社長さんにお願いしてホテル︑

又︑札幌市内の洞内板金の

大変だったろうと思いました︒

束し解散した︒岡崎中村

技能検定講習会での再会を約

五月三十日より開始される

行でした︒

員の意思統一ができた研修旅

四月二十一一一・二十四日に役員

介していただき︑

夕食のお店を紹

すてきな札幌の

の研修と親睦を兼ねて︑北海
内山会長を始め十名の参加で︑
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