第艶回全国建築板金業者神奈川大会は６
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当日は︑低気圧の影響による悪天候で雨・

月９日国立横浜国際会議場で開催された︒

強風のなかバス５台︵１６３名︶が各地域
エリアに集結し大会会場へ向かった︒同高

より出発︑東名高速道路の浜名湖サービス

速道路の海老名サービスエリアの辺から交
通事故による大渋滞になり３時間程度遅れ
で大 会 会 場 に 到 着 し た ︒

既に大会は︑終了していたが展示会場は

宿泊地の﹁ニュー小湊ホテル喜夢﹂︵千

なんとか見て回る事が出来た︒

葉県・小湊︶に午後７時過ぎに到着し︑午
した︒

後８時より遅い宴会を始め午後加時に終了
翌日は︑何とか天候も回復し︑帰路に向
なお︑今回の大会には単独コースで東三

かった︒

支部バス−台︵肥名︶とｎ名が個人参加し総

さて︑私が全板大会に参加するようになっ

数で２０２名の参加であった︒

たのは第二十六回の鹿児島大会で昭和四十
九年二月が最初でまだ三十二才の若造の参
くなられて思いだすのも難しいが︑随分か

わいがられた事だけは今でも記憶に残って
それ以後一年おきぐらいは欠席していた

いる︒

が︑第三十四回昭和五十七年五月の伊勢大

屋さんも協力会を作り一年一

健康管理は毎日の生活にある

らは毎年ドック入りしている︒

こんなに喜ばしいことは他に

今回神奈川大会で表彰された︒

全国四十六板金工業組合が

ないと思う︒

加入者は八百七十世帯で二千

そのうち愛知県板の全板国保

を含めて四万千七百三十七名︑

あり︑全板国保加入者は家族

一回も表彰を受けたことがな

家庭を表彰しているが︑私は

今回全国で八百十五世帯が

百名である︒

四十三世帯が表彰された︒安

愛知県板は従業員も含めて

表彰された︒

険証を使う︑そのための保険

いるが依然として災害事故は

全管理がやかましく言われて

ている︒健康で怪我のない板

建築産業が一番多いと言われ
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金業界でありたい︒鷲見

三世帯もの家庭が一度も全板

二号７句・

今回の大会は受賞者の一員

を見てまわった︒

その後︑展一蚕室場のコーナー

した︒

賓祝辞と続き午後３時に閉会

県板理事長紹介・表彰式・来

れ全板理事長挨拶︑来賓・各

午後１時より大会は開始さ

えております︒

お一層努力して行きたいと考

います︒今後の組合活動にな

受賞者全員大変有難く思って

その中の１名が小生であり︑

た︒

知県板から５名の受賞者があっ

今回の神奈川大会では︑愛

刈谷岩室

ものがありました︒

として参加したので感慨深い

聯簿功労賞受賞して鵜懲

●●且一日７・■

なく健康で一年間を過ごされ

国保の健康保険証を汚すこと

しかし︑愛知県板には四十

証でもある︒

も難しいことで誰か彼かが保

使用しないと言うことはとて

間家族の誰もが健康保険証を

い︒高齢化が進むに連れ一年

全板大会では毎年健康優良

に心がけている︒

でいるので早期発見早期治療

が︑目に見えない老化は進ん

景気のいい時代で︑どこの問

り︑工務店にしても同じであっ
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回は一泊旅行が当たり前であ
た︒毎年一泊旅行が六〜七回
は必ずあり五月から六月に集
中していて一週間ぐらいず−つ

と旅行していて帰ったら痔が
悪くなっていて︑一ケ月の入
院になったのは昭和四十九年
六月であった︒もう二十六年
それ以来入院というような

も前である︒

病気はしたことがないので毎
年元気に全板大会に参加でき
るのである︒

二十六回大会から二十六回
目の今年で二十六年前の入院
以来ず−つと参加してこれた
のは健康であるからだと感謝
しかし︑家族全員が一年間

している︒

無病息災であることはとても
五人家族になったが誰か彼か

難しいことで︑四十九年以後
が風邪を引いた︑歯が痛いと
げ先生とはおなじみになって

言っては医者通いで町の赤ひ
いる︒子どもが小さいときは
医者から毎度ありがとうござ
います︑と言われるくらいで
あった︒でもそれくらいはだ
れでもあることで︑たいした
ことではなく健康であると私
は思っている︒四十才を過ぎ
てからは一年おきに人間ドッ
クに入り︑五十才になってか

▲左から赤池高義氏、湯浅伸明氏
津田信定氏､岩室錬氏､鳥居松男氏
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会からは連続して参加をしている︒当時は
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▲懇親会風景
▲宿泊したホテルより徒歩１分の所にある
日蓮上人が生まれた地に建立された｢誕生寺」

愛知県板金工業組合
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加であった︒当時の先輩方達はほとんど亡
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知多支部

差上げ︑参加された方々から

第肥回目を迎えるが︑％世紀

知多支部は恒例にならい︑

を通過︑苦労して築かれた諸

した︒これらの行事は今回で

商社︑㈱武豊屋の社長さんの
先輩に心から賞賛し︑末永く

好評を得︑大成功の内に終了

ご好意により︑事務所の一角
意志を継がれ永遠にと活動を

去る６月８日附に︑日頃大変

を利用させて頂き︑午後１時

ということで︑親睦旅行を兼

今年の全板大会は神奈川県

の日我々は十三時間ものバス

たのが午後七時過ぎ︒結局こ

に入り宿泊場所の小湊に着い

海ほたるを後にし︑千葉県

ＩｉＩＩＩＩＩＩＩｉｌｌｌｌｌｌｌ

上がった︒

スの中でビンゴゲームで盛り

地に向い出発した︒帰りのバ

着後昼食をとり︑あとは終着

五分で神奈川の久里浜港に到

谷港からフェリーに乗り三十

ではないだろうか︒

旅といった形で記憶に残るの

たかもしれないが︑バスの長

そあまり記憶には残らなかっ

今回の全板大会は︑大会こ

﹁津島支 部親睦旅行板コースＬ
全板大会県
ね津島支部は県板コースで大

津島猪飼

会に参加させていただいた︒

の日程で組合員二十九名を乗

六月九日〜十日と一泊二日

浜に着いたのは三時三十分で

結局大会々場のパシフィコ横

うが︑こればかりは仕方ない︒

＃東三支部思い出深い全板大会＃

疲れを癒す間もなく宴会場の

せたバスは全板大会に悪天候

いっせいに大浴場に殺到し︑

食事となった︒村上理事長の

旅行になった︒ホテル到着後

で誰一人遅刻することなく出

挨拶が終るとコンパニオンが

当日六月九日は朝からの雨

発できた︒バスに乗り込むと

で集合時間も一番目の朝六時

皆早朝のせいか無口︒次々と

ホテルへ向かう︒夕食は横浜

ほとんど見て回る時間はなく

中華街︑お腹を満たしたあと

会場では片づけが始まってて︑

高速に乗り組合長挨拶︑ガ

各自︑自由時間を楽しまれた

の中︑豊橋を午前七時三十分

各集合場所で他の参加者が乗

一七○名もの大宴会が始まっ

イドさん挨拶のなかで交通事

参加し長旅の疲れも何のその︑

り込み︑小牧インターから高

た︒地元の大鼓やカラオケで

故が四件あり東京方面が渋滞

られ朝の乾杯︑車内は相変わ

〜成田山新勝寺〜帰途の行程︒

京湾アクァライン︵海ほたる︶

翌十日はベイブリッジ〜東

ご様子︒

らずにぎやかで早速カラオケ

の英知とはすごいものだと感

﹁海ほたる﹂を見学して人間

では皆さん︑どんな気持ちを

心させられる︒成田山新勝寺

が始まり︑リクエストは無し︑

神奈川県に近づくにつれ渋

出発日の九日の半日でカラ

込めて合掌されたのだろうか︒

オケがかかった曲数はガイド

滞がひどくなり︑海老名サー

サービスエリアから本線へ入

東三吉田

思い出に残る全板大会でした︒

いろんな出来事が多すぎた

さんの記憶では新記録とか？

り皆さんやきもきされただろ

休みさせて頂きます︒

日頃は︑組合事業にご協力を賜り有り難うございます︒
県板事務局は︑８月辿日︵月︶から８月Ⅳ日︵木︶までお

県板事務局夏期休暇のお知らせ

１１１

阜県板や静岡県板のバスもあ

更に二︑三時間渋滞した︒岐

るのに二︑三十分はかかり︑

ビスエリアで遅い昼食をとり

番の人が唄うのが東三の恒例○

ガイドさんが入れた曲を十八

さほど気にもせずビールが配

してるとお知らせもあったが

に出発した︒

速に入り横浜に向け出発した︒

の後コンパニオンを引き連れ
二次会のホテルのスナックで

宴会も二時間程で終了し︑そ

スガイドがベテランの方で︑

深夜まで盛り上がった︒翌朝

雨のためパスの窓から眺める

車中は退屈することなく過ご

くのは言うまでもないが・・・⁝︒

のチェックアウトの精算に驚

景色は今一つであったが︑バ

せた︒しかし早朝から事故が

朝︑ホテル前にある誕生寺

続いたらしく︑海老名を過ぎ

と鯛の浦の湾内を船で鯛の餌
付けを見学後ホテルを出発︑

たあたりから渋滞になり三時

丸竹おみやげセンターでほと

間以上の遅れで会場入りの頃
つきはじめていた︒三十分程

︲姉︲叩

んどの方がみやげを買い︑金

には︑他県の参加者は帰路に
会場を見学できたが︑人も少
なく出店者も片付けを始めて
いるところもあり︑さびしく
感じた︒時間があれば会場回
りの建物を探索したかったの
会場を後にし︑ベイブリッ

だが残念だ︒

ジを渡り東京アクアラインの
海底トンネルを抜け海ほたる
を見学した︒展望台では曇り
空で風も強く︑周囲に海が広
がり雄大な景色であった︒

▲津島支部のみなさん

お世話になっている半田市の

釦分より開催︑これらの活動
願うものである︒

沼津

についても︑献血担当役員は
ＰＲに余念なく︑全組 合員に
うだ︒参加された方々

呼びかけ成果を得たよ
の中には︑ご婦人同伴
も見受けられ微笑まし
従来は加唖の献血だ

い光景に胸を打たれた︒

の提供を頂き︑

が︑今回は殆どの方々
から畑

充分な貢献がえられ︑

でおろした次第︒これ

役員達は安堵の胸をな
らの行事を計画するに
当り︑参加者には漏れ
なく記念品を抽選にて

無

愛知県赤十字血液センター

▲献血に協力する知多支部の組合員

平成１２年７月１５日（２）
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太陽光発電
身のある研修会になったので

多くの人達にとって︑非常に

電システムの入り口に立った

易く納得がいった︒太陽光発

いのだから︒長い間︑板金業

という状況になるかもしれな

数歩立ち遅れたら︑もう遅い

大な仕事量が埋蔵している︒

個までのＬ殻︑Ｍ殻︑等々の

軌道には２個までのＫ殻と８

似通った性質を持つ︒電子の

特徴の見当がつく︒同じ族は

はエネルギーの消費活動であ

付け加えたい事は︑生産活動

必要と言われた︒この言葉に

の浪費を減らす努力も同時に

の塊である言える︒食料も化

り︑全ての商品はエネルギー

エネルギーを使い︑物流も同

学肥料や機械によって大量の

スがあればこの電子殻に電子

を一杯に満たそうとする︒水

電子殻があり︑物質はチャン

してくれたこのシステムを︑

ている︒太陽光がプレゼント

が物語る様に︑不況の深みの

は自然を相手に仕事をして来

はいないだろうか︒車の出す

はＫ殻電子１個の水素２個の

馴名という大勢の参加者数

はないだろうか︒

五月二十四日︑岡崎技術工

原子が︑Ｌ殻６個の酸素１個

様である︒当然︑物や食料を

板金屋主導の施工分野にする

この話は人口問題や経済活動

大切にしなければならないし︑

事を自覚し︑平野氏が雑談の

の原子と結合し︑Ｌ殻８個と

なかで多くの板金業者が︑遅

なかで言われた様に︑世間に

まきながら何か新しい施工技
術︑施工分野を切実に探し始

場からの︑ダイオキシン︑様々

な有害物質を含んだ︑工場排

う︒夫婦の結合の様だ︒塩素

なる︒これをイオン結合と言

ＣＯ２︑ＮＯＸ︑産廃処理工

た︒地下資源の枯渇︑地球の

である︒

板金業をアピールすべきなの

と関わりがある問題と広がっ

テム﹂には環境問題という鏡

めている︒﹁太陽光発電シス

て行く︒

水︑そして︑各家庭からの汚

の分子はＭ殻に７個の電子が

の電子を持つとみなす︒まる

子を共有する事によって８個

︵コンデンスⅡ圧縮する︒凝

レイⅡ配列するコンデンサー

ルⅡ焼き戻し︑鍛える︶︒ア

てみた︒アーーーリング︵アーーー

最後に用語集の英語を訳し

岡崎中西

水︑それらの行き着く先の浄

に照らしあわせても︑実に膨

しての森林が失われていく中
化能力は？

でオカマの結合の様︒金属は

に１個ずつ電子を出し合い電

してゆく︒直列回路はつない

ある２個の塩素原子がお互い

ゆる方面で︑研究・開発が進
５月別日︑岡崎技術工学院

だが︑これらの事がこのま

それも︑大規模な発電所と
ている︒その一つとして︑今

められ︑地球の保謹が行われ

ま進む事はないだろう︒あら

いうのでなく︑個人で︑各家

球にやさしい太陽光発電が︑

庭の必要な風を︑賄おうとい

ンパートⅡ逆にする︑転化す

縮する︶インバーター︵イ

ジュールⅡ基本単位︑基準寸

る︶セルⅡ小室︑細胞モ

る︒間男が花から花へとスワッ

ピングする様だ︒これを金属

電子が原子間を自由に移動す

結合と言う︒この金属の電子

だモジュールの一つでも欠損
り︑またあまり電圧が高くな

があるとその回路はダメにな
りすぎると︑交流に変えるイ

これが電流となる︒太陽電池

が一極から＋極に移動すると︑

において︑西三板金連合会主
会が行われた︒埼玉県板金組

ンバーターなどの器具が破壊

催の太陽光発電システム研修
合副理事の平野光男氏に講義

されるそうだ︒なぜ太陽光で

で３ＫＷのシステムを導入す

うのでなく︑一部を︑又 ︑ 半
ル分の︑ＳＯＸ︑ＮＯＸが削

れば年間で石油九三○リット

をしていただいたが︑なかな

回の太陽光発電︑二戸の家庭

分程度は︑との事であった︒

減されるという︒この国だけ

か難解であった︒各自に説明

を通じて︑その全てを︑とい

現在︑東南アジアの︑ 熱 帯

でも︑どれほどの省資源にな

西尾大橋

モジュールの一畏面

し．集光発電

法ストリングⅡひも︑糸

雨林も︑多くが失われ︑ 異 常

︵団系︶︑ｎ型半導体と３層か

リーと共通点がある様だ︒Ｐ

らなり︑原理は普通のバッテ

ｎ型半道討体︵団十ＰⅡリン系︶︒

ホウ素はＬ殻に３個の電子︑

型半導体︵団十ＢⅡホウ素系︶︑

リンはＭ殻に５個の電子を持
ち︑合計８個となる︒この３

質の原子は＋の陽子︑中世子︑

子の数で決まり︑単体では陽

層の半導体に光が当たると自

左が一種のモジュールと︑右

例えば１段目と２段目を直列

子と電子の数が同数で安定し

由電子が生じ起電する︵光電

一の電子からなり︑その物質

の回路でつなぐ為に必要と言

レエフの周期表を学んだが︑

ている︒高校の化学でメンデ

が何であるかは原子の中の陽

われた︒電力︵例として水力︶

ルの２種類があって︑これは

Ⅱ電圧︵水の速さ︶×電流

効果︶

ネルギー問題︑地球環境の問
題の一つの解決策だが︑電気

太陽光発電はこれからのエ

ヘリウムと全ての種類の原子
べてみるとその物質の属性︑

をＩ族〜Ⅷ族まで周期表に並

陽子１個の水素︑陽子２個の
列につなぐと電圧だけが増し︑

︵水量︶だが︑太陽光発電は

並列につなぐと電流だけが増

直流である︒モジュールを直

が一極︑左が＋極のモジュー

は電導体として作用する︒物

はＰ型半導体︑．︲型半導体

理事長平野光男氏︒平野氏は

間の物質で︑ある条件の下で

書が配られ︑月星サンタイト

御自宅にもこのシステムを設

品を使って説明をいただいた︒

るだろう︒ことはＰＶ︵太陽

気象を引き起し︑森林火災︑

光発電︶だけに限らず︑まだ

置されているとの事︒経験に

めぐみちゃんには右が＋極︑

導体とは電導体と絶縁体の中

まだ考えねばならない問題は

発電できるのだろうか？半

自然災害等も︑世界的規 模 で

多いけれども有意義な一日で
あった︒

日本に住む我々は︑それらの

事実を肌で感じる事なく︑
﹁対岸の火事﹂程度に思って

墓碑Ｊ冨嘩

蝋鍛織創舗掴鰯雲

の経営研修会が行われた︒今

おいて︑西三板金連合会 主 催

裏づけされた言葉は︑わかり

た︒メイン講師は埼玉県板副

繊縫瀞謬翰篠蒋韓響聡軍鼓鯉

ステムについて知ろう﹂で あ っ

回のテーマは﹁太陽光発電シ

５月型日岡崎技術工学院に

知立驚藤孝行

広がっている︒しかし︑今︑

ルーフめぐみちゃんと言う商

うのである︒もちろん︑ 一 年

注目されているのであろう︒

で︑資源を必要としない︑地

温暖化︑又︑世界中で資源と

の︑太陽光発電の研修会があっ

簿

学院にて︑西三板金連合主催

霞

霊

第３５１号

板
愛
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平成１２年７月１５日（４）

板
愛
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ある︒また北側の窓は直射日
岡崎支部

妬日役員会６名

厨隠匿園

都市型と農村型︒民主土産・

社民の支持層は都市部に多く

が得られる︒美術室などは北

５日青年部役員会
肥日マス釣り大会︵青

光が入らず︑良好な間接照明
宴を終了した︒翌日︑二見ヶ
側の部屋にあるのが普通であ

﹁地方では依然として利益誘

自民の構図︒ある大学教授は

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一蕊畦一一一一一﹄

梅雨入りして間のない ︑ ６
浦〜伊勢神宮︵内宮︶に参拝︑

今回の小選挙区での投票率

碧南支部

の一掃について

幻日青年部定例会
豊田支部

９．︐日支部親睦旅行
全板大会参加

会略名

Ⅳ日第３回役員・班長

所工場見学

妬日青年部入野製作
西尾支部

６日支部役員会略名
知多支部
肥名

４日第１回支部役員会

８日献血運動妬名
東三支部

３日定例会町名
９．加日支部親睦旅行

８日青年部定例会
全板大会参加

院議員選挙が行われた︒

愛知県を見ただけでも名古

屋市では民主が独占︑地方は

に結び着かない︒都市部では

せていて︑政策を訴えても票

導型のドブ板選挙が幅を利か

棄権した四割近い有権者は

価値観の多様化により自由に

﹁内閣支持率の低さ︑三党連

立体制の批判や不支持︑各政

込みに入った六月二十一日全

てきた﹂という︒選挙戦も追

板国保の理事会で上京の折︑

考え投票する無党派層に変わっ

考えがあっての行動と思われ

偶然にも都市型農村型を見聞

党が魅力的な選択肢を示せな

るが︑国民の義務である投票

かった﹂事など︑それぞれの

権を行使してこそ選挙の結果

に地方県の理事さん二人と雑

きする体験をした︒休憩時間

談中に選挙の話しになった︒

がより正確に現れることを認

一世紀の日本の行方を任す政

で﹁先生は助成金や組合振興

二人とも典型的な与党支持者

識すべきである︒まして二十

党や議員を選出する絶好の機

出して親交を深めており他党

はもとより会合には必ず顔を

会であったのに﹁寝ている﹂

選挙結果については︑不評

場合ではなかった︒

口に出てびっくり仰天︒共産

一方︑理事会が終り新宿の西

党不破委員長の街頭演説中で︑

の入る隙間はない﹂と力説︒

とか絶対安定多数二七一議席

あの広い西口広場が支持者で

悪評逆風の中で与党連立三党

を確保したが︑総得票数では

は六五議席を失いながら︑何

野党側が上回り連立与党には

埋め尽くされていたのだ︒委

カラオケ大会︵豊川

のの大政党に有利とされる問

代表制で幾らかは救われるも

多大の恩恵に預かった︒比例

人当選の小選挙区で政権党は

挙区・比例代表制﹂は一区一

六月二十八日附曇
三五一号編集会議

ブ板選挙の改革を望みたい︒

いずれにしても世襲議員とド

熱気はさすが東京を感じた︒

支持者が一心同体で反応する

員長の呼び掛ける一声一声に

厳しい審判が下がった︒

西部地区︶Ⅳ名

題の多い選挙制度見直しの声

午後五時終了⑧

委員八名出席

ただ今回の選挙制度﹁小選

躯日︵蒲郡地区︶ｎ名

が出はじめている︒また今回の

５日支部定例会ｎ名

刈谷支部

岨日青年部ボーリング

羽日三役会６名

選挙結果でよく言われるのが

蛤日ＮＥＷ板カラ会

自民支持者は地方に多い︒

おかげ横丁を散策して﹁椿大

調日支部役員会①全板

に低いものに終わった︒

は六二・四九％で史上二番目

７月各支部の動き

昭和支部

旭日通常常会皿名
熱田南支部

Ⅳ日定例会

方面︶別名

別・幻日親睦旅行︵伊勢
瑞穂支部

１日支部会①保証制度
の勧め②青年部につ

いて③総代会の結果
④支部ゴルフコンペ

開催予定７月肥日

９名

Ⅳ日常会兼ねて食事会

中支部

瀬戸支部

支部総会９名

９．ｍ日全板大会参加
小牧支部
全板大会参加９名

９．ｍ日支部旅行として
津島支部

皿名

９．加日全板大会参加

５日定例会昭名
江南支部

大会︶Ⅳ名

９．ｎ日親睦旅行︵全板

六月二五日︑第四二回衆議

月即日︵火︶〜幻日︵水 ︶ 伊

西尾大橋

大会報告②岡板懇親

しを室内に取入れ︑夏の日差

年部︶別名

勢賢島﹃宝生苑﹄への親 睦 旅
社﹂に参拝︑少しでも建築業

事業報告③在庫材料

冬暖かい︒

東西に向いている家におい

南に玄関のある家︑南向き
の家は︑夏涼しい冬暖かい︒

て南の窓の面積は小さく︑室

は長時間︑冬は短時間︑朝日

東又は西に玄関のある家 ︑ 東

と西日が室内に入り込む︒し

に入る日光の量が少ない︒窓

南向きの家は︑東西の側の

たがって夏は暑く︑冬は寒い︒

の面積の多い東側︑西側は夏

窓の面積は小さく︑朝日 や 西

︵朝日と西日は太陽の位置が

冬寒い︒

日の家に入り込む日光の量が

低く室内の奥まで日差しが入

西に向いている家は︑夏 暑 く

側は夏は太陽の位置が高いの

しを室内に入れない為に庇は

蛇足を述べると︑冬の日差

る︒︶

少ない︒窓の面積の大き い 南
で家の中に日差しが入ってこ
の位置が夏より低いので︑日

ない︒夏は涼しい︒冬は 太 陽
中に室内に日差しが多く入り︑

る︒

行会が開催されました︒
ｚ２２＃＃２２２＃２２２２２

午後５時半頃︑帰着した︒

熱田︒南伊藤
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和やかな内に２時間あまりの

の悪い仕事のことなど忘れて︑

ての︑歌に︑雑談にと︑景気

により︑コンパーーオンを交え

前支部長伊藤氏の乾杯の 音 頭

６時より宴会に入り︑緑支部

き︑各部屋で休憩の後︑ 午 後

５時頃︑賢島﹁宝生苑﹂に着

﹁金剛証寺﹂に参拝して 午 後

見︾す・しスカイラインを経て

おとなの館﹁国際秘宝館﹂を

高速を伊勢に向かった︒途中︑

き熱田神宮東門に集合︑ 名 阪

緑支部から２名の参加 を 頂
界が良くなる事をお願いして

伊勢志摩旅行記念
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▲海女と真珠のふるさと

