』愛知県板金工業組合
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に講師を依頼して講習会を開

ある埼玉県板の平野副理事長

ソーラー事業では先進県で

れた︒

み入れるべきであると提言さ

ステムもリフォーム事業に組

て︑一刻も早く太陽光発電シ

ある当業界が他業種に先駆け

工事専門家集団の板金組合で

建築板金業界がその工事の約
七割を占めている事から屋根

のが一般的で︑屋根工事では

太陽光発電は屋根に設置する

問題が社会問題となっている︒

最近︑環境問題やエネルギー

られる︒

り組みには有効に働くと考え

ままリフォームエ事施工の取

ねられ自助努力の成果はその

直接受注体制の整備が積み重

確定︑責任施工遂行の整備︑

建築板金という専門分野の

組みを行ってきている︒

て﹁責任施工制度﹂への取り

系建築外装専門工事業﹂とし

当業界はこれまでに﹁金属

査研究を行った︒

どのような貢献が出来るか調

は当業界がリフォーム市場に

本建築板金協会︵日板協︶で

建設省からの呼びかけで日

1発行広報委員会

催したことはすでに掲載済み

』
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である︒ソーラー発電に関す
る記事は五月号からたびたび
取り上げているが︑今回は愛
知県板全県を対象に太陽光発
愛知県板ではソーラー発電

電システムの講習会を行う︒
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作される作品には何時見ても

着色﹂などです︒馬場氏の製

ほんの一部を見せていただい

驚かされますが︑その秘密の

た気がしました︒また︑馬場

様加工センター三階会議室に

は去る８月６日日豊橋ウチダ

県板青年部︵岩崎崇部長︶

たんだろう︑﹁一体どうやっ

見て︑一体どうやって製作し

れた技術で︑完成した作品を

るとき馬場氏が独自に考案さ

紋﹀︑︿水差し﹀等を製作す

心に質問をされていました︒

作品を作られる方もみえて熱

出席者の中にも銅板を使って

たり石原銭司相談役と毛利西

副理事長が副実行委員長にあ
三板金連合会長に技術研究委

余談になりますが︑後日Ｊ

Ｒセントラルタワーズに行く

機会があり東急ハンズで買い

があり﹃京都のじの粉﹄︑﹃松

物をしたとき彫金のコーナー

脂﹄︑﹃おたふく金づち﹄等が

について色々な説明が有りま

置いてあったのにはびっくり

酸洗い・メッキ・ロウ付け︶

したが︑今まで聞いたことの

参加者は羽名午後一時より

ない名前がたくさん出てきま

しました︒

勉強会は始まりました︒馬場
をされました︒﹁隠し仕事﹂

氏はご自分の作品を手に説明

した︒例えば﹃京都のじの粉﹄︑

豊田松井

と言うのは銅板︒真鋪板など

たがね﹄︑﹃黒み銅﹄︑﹃煮込み

﹃なめくりタガネ﹄︑﹃毛バリ

⁝闇

を使用して﹃彫金﹄︑﹃打ち出

講習会は五月二十四日に続

究熱心さには敬服致します︒

於いて︑㈲建造の馬場善郎氏

て﹂の部分だと思いました︒

氏の﹁隠し仕事﹂に対する研

を講師に迎えて﹁隠し仕事﹂

今回各作業工程︵半田付け・

上理事長を実行委員長に高柳

員会のメンバー七名の合計十

ました︒

と言う内容の勉強会を開催し
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委員会を開いた︒

儀鑑騨鮮綴啄頗⁝う．．．．〃

蚕琶開︾催率

繰撒

六名で八月二十四日に第一回

講習会実行委員会を結成︑村

鶴工影織

し﹄︑﹃絞り加工﹄などで︿家

いて第二回を十月一日に愛知
県中小企業センターで埼玉県
師に迎えてソーラー発電とは

板副理事長の平野光男氏を講
何かについて勉強する︒この
講習会を受けて実際に太陽光
発電システムを手がけようと
ている見積りや施工に関する

する組合員は来年度に予定し
専門的な講習を受けることに
太陽光発電システムは製造

なる︒

メーカーが何社かあり１メー
のメーカーのシステムは分か

カーの講習を受けてもその他

二〜三社のメーカーを対象に

らないため︑県板講習会では

誰もが手がけるようになっ

検討している︒

てからでは競争が激しくなり
い︒一刻も早くだれも手を着

良い利益を生むことは出来な

鷲見

けていない有利な事業に県板
上げて取り組んでいる︒

▲打出しの説明をする馬場氏
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Ａ勉強会の説明模様
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﹁ミレーーアムつくろう
こころとからだの健康
快適職場﹂

した活動の展開と︑きめ細か

訪れる世紀に向かって︑ 飛 躍

体験を充分に反省し︑新たに

実施されるが︑今一度過去の

紀最後の全国労働衛生週間が

◎ミレーーァム二千年︑今世

況に付いては︑産業構造の変

最近に於ける労働者の健康状

との事である︒それらに伴い︑

最善を尽くし指導されている

も繰返し発生し︑再発防止に

素中毒・酸素欠乏症等の災害

ず︑有機溶剤中毒・一酸化炭

症等の職業性疾病は後を絶た

準備期間９月１日〜訓日まで

な挑戦により︑夢と希望に満

年々増加する等︑職場に於け

スを感じる労働者の割合が
強化し︑体力の維持に力を注

知を充分に認識し健康管理を

は配置を避けるべき︑配慮を

険な業務︑又は重労な職務に

場合には︑就業制限により危

更に︑高齢者に従事させる

る環境の整備に努め︑全国労

ぐ対策を施し︑安心して働け

より︑職業性疾病を未然に防

業車など環境に優しい配慮に

考えるべきだと痛感する︒

いでと願うものである︒

安衛法では︑労働者を雇い
入れた時は必ず健康診断書の

働き易い職場の改善︑先ず照

う︒﹁ご安全に﹂

沼津

明るい職場環境を築きましょ

働衛生週間を有意義に活用し

るメンタルヘルス対策の一層
の推進を図ることが︑重要な
課題ではなかろうか？

用される労働者にあっては︑

明・換気・採光・作業台・作

今回の衛生週間を活用して

年一回の定期健康診断が義務

提出を求める事︑更に常時使

近は特に雇用及び後継者不足

づけとなっている︒尚︑特定

私共の業界に於いても︑最
により︑高齢者に依存度が高

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

く︑健康保持に感心はあるも

二回の健診を受診させなけれ

業務に従事する労働者は︑年
ばならない事となっている︒

仕事にかまけて︑つい機会を

＝垂酋垂淳一 再 竺 専 藍 一 画 ＝

失う事さえある︒今後は生活
習慣の改善により︑疾病の予

逼急総代倉

の後協賛メーカーの商品説明

して総会が終了しました︒そ

では新商品も有り企業の取り

第十六会中板協青年部通常

三日日に名古屋クラウンホテ

青年部の紹介と親睦を深め午

会場を移し懇親会では各県

組みも伝わりました︒

年は岐阜県板青年部が総会の

部長︶で始まりました︒中板

後一時より開会の辞︵担当県

一一ユーカリーナにて﹁生き残

日︑岩手県盛岡市菜園ホテル

二十二日倒︑二十三日山の両

尚︑あすなる研究会は九月

た︒

後五時三十分解散と成りまし

野会長の挨拶と進み議案審議

マに開催され︑県板青年部か

りをかけてパートⅢ﹂をテー

安城岩崎

ら部長以下四名が出席します︒

では第一号議案・第二号議案

の他では中板協青年部の在り

協力して成功させようと確認

クの担当となるため中部七県

が平成十三年度は中部ブロッ

部研究会︵あすなる研究会︶

いました︒最後に全板連青年

含め︶と活発な意見が飛び交

方︑賦課金の問題︵値上げを

と承認されて第三号議案・そ

協青年部長︵愛知河田︶・宇

長︑協賛企業数社を迎え︑午

担当で︑来賓に宇野中板協会

各県持ち回りで開催され今

ルにて行われました︒

総代会が平成十二年七月二十

青年部

本週間旭月１日〜７日まで

ちた衛生週間に育て︑若さ溢

で︑脳・心疾患につながる所

を取り巻く環境が変化する中

が催され︑今年で第五十一回

見を始めとして︑何らかの所

化・高齢化の進展等︑労働者

目を迎えるが︑更なる活動が

える状況にあり︑このような

見を有する労働者が四割を超

この度︑全国労働衛生週間

労働衛生に関する意識の一宮冨函

科学物質による健康障害を防

従事する労働者の健康管理や︑

の健康の確保と︑快適な職場

止するための措置の充実を柱

状況に対するため︑深夜業に

環境の形成に大きな役割を果

更に事業所に於ける自主的な

たしていると言えよう︒昨年

とした︑労働安全衛生法の改

又︑現下の厳しい経済情勢

四月より実施された︒

の中で︑仕事や職場生活に関

正を昨年の五月に行い︑本年

の三分の二以下にまで減少し

する強い不安・悩み・ストレ

は我が国の職業性疾病による

たが︑依然として腰痛などの

被災者は七一八七名︑十 年 前

労働衛生管理を通じ︑労働者

展開される事により︑我々の

れる活動を期待してやまない︒

スローガン
負傷に起因する疾病︑じ ん 肺
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険︵労災保険．｜雇用保険︶に

事業主のみなさんは︑労働保

労働者を一人でも雇用する

介護休業の場合︑自ら職業に

いている場合︑育児休業及び

金低下した状態で継続して働

てない事業主のみなさんは︑

☆まだ︑加入手続きをとられ

制度です︒

ノノノノ〜働くあなたに確かな支え〜垂；五霞砺吋心︾
臼
⁝：⁝糾労働保険場；⁝．

属サイディングの良さを︑個々

近バージョンアップされた金

セールスをする必要があると

お施主様と工務店様に強力な

８月２日︑池田商店とメー
事になり︑おそらく新製品の

カーによる勉強会に参加する
説明会ぐらいだろうと思って
思われます︒そこでセールス

加入手続きをしてください︒

行った所︑非常に内容のある
加入しなければなりません︒

関する教育訓練を受けた場合

ては︑労働保険事務組合をご

☆労働保険の諸手続きについ

ポイントとして︑最近見直さ

に給付を受けることができま

勉強会だったので︑その 一 部
☆労働保険は︑労働者の方々

にも各種助成金の対象となる

す︒また︑事業主のみなさん

れてきたく耐震性能﹀︵ひび
割れが無く︑軽量である︶︑︿

が不慮の災害を被った場合︑

を紹介します︒

我々の業界も売上アップ
失業した場合︑高齢者で︑賃

ングの優れた性能をピーアー

れてきた外牡窓側金属サイディ

の伸びがなかった︑﹁意匠性Ⅱ

宅において金属サイディング

倍︶などのほか︑今迄一般住

導率が低い︑窯業系の５〜６

皆さんは一年間にどのくら

一泊か二泊ぐらいの距離の旅

私も団体旅行で名古屋から

するのも気ままな旅行である︒

アウトぎりぎりまでゆっくり

のように朝早くの朝食とかあ
建築板金という職業を経営

以下にとても気に入った宿が

ないなど制約がありわがまま

していたり従業員でも工務店

行はほとんど行き尽くしてい

あったので紹介します︒

わただしい朝でなくチェック

や材料問屋などの主催する旅

る︑最近は女房と二人か気の

い旅行に出かけますか︒

行で結椛あちこちには行って

で出かけようとすると行き場

しょう︒で︑夫婦か家族旅行

バスで出かける旅行ばかりで

ほとんどが団体旅行で︑観光

めていくのだが団体では行か

に聞いたりして泊まる宿を決

を入れたり行き先の観光協会

インターネットで調べて予約

親しい旅行社にたのんだり

一二二六

料理旅館﹁神明山荘﹂

宿下呂舞台峠近く

画︵君一︿︶二三五

一泊二食七千五百円

外湯で白鷺の湯に入る︒

べさせてくれる︒温泉は

海の旬で新鮮な料理を食

兼六園から二十分︑日本

金沢市湯桶町

宿金沢の奥座敷湯桶温泉
寿司民宿﹁紀楽﹂

あった三夫婦でよく旅行に出

所は決まっても泊まる宿をど

ない少し小さめのホテルや老

かける︒

こにするかで悩んでしまう︒

るお店が美味しい物を食べさ
せてくれたり静かでゆったり

舗の宿や︑家族で経営してい

することが出来る︒団体旅行

すれば安くて簡単であるが︑

い︑思っただけの時間がとれ

自分の思ったところへ行けな

新聞に出ているツアー旅行に

しかし︑そう言った旅行は

いるのではないでしょうか︒

が許されない︒

自慢のお薦め項撒倹

利用ください︒

立ち上がり︑コーキングだけ

ルして市場を拡大しよう︑ち
高級感﹂︑﹁防火性能﹂におい

・今後廃材処理に対する見方が厳しくなる
点を考慮しても金属サイディングでの
リフォームが最適だと考えられます。

む︵三一一︶二五二

一

○二七二

コース料理五千円から

接待にお薦め︒

景が素晴らしい︒家族や

廻りに高いビルが無く夜

二十二階

雲竜フレックスビル西館

名古屋市中区新栄二

﹁イマナス亭﹂

食事レストラン焼き肉

盃︵呈究︶四五１三四六五

風呂からの眺めも良い︒

見える浜辺のペンション︒

奥︑遠くに大王崎灯台が

サーフィンメッカ市後浜の

﹁シャカ志島ペンション﹂

宿三重県阿児町志島

盃︵つ三ｅ一六 二一一七

一泊二食一万二千円

が美味い︒

素朴な料理で特に鯉料理

貴族の湯トロン温泉

一件しかない静かな宿

▼最寄りの公共職業安定所

盃︵０５２︶７３２１１２２６

愛知県板金工業組合

▼労働保険事務組合

相談先

Ｉ￨

防水性能﹀︵重ね部のダブル

なみにリフォームにおいての
ても最近の新製品︹深絞り高

・リフォームという一定環境で必要性能を

瞳 ジ

︵生き残り︶を賭けて﹁リフォー

外壁金属サイディングのシェ
級サイディング︺は︑リフォー

露雛歓
蟻溌溌ご；
職議熟三菱］

〆 ，

ム﹂に力を入れている事と思

アーはテレビコマーシャルで

イント︶︑︿断熱性能﹀︵熱伝

に頼らない︑ハメ込み式ジョ

お馴染みの訪販２社によ り 帥

ムはもとより新築住宅にも十

そこで︑震災以後︑見直さ

います︒

％あまりを占められており︑

︵熱田・南︶伊藤

分対応出来る様になった︒

総合評価発揮出来る外装材は、限られてきます。

をされている様に思われる︒

洲費者にとって割高な買 い 物
そこでここに食い込むには最

；:駕簾：:腰離…詑
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(3)平成１２年９月１５日

前を左へ林道を一町︒
﹁釜沼温泉・大喜泉﹂

Ｓ

開田高原は八月の下旬にな
つアトピー性皮ふ炎には卓効

来た︒特に現代病の異名を持

盃○二六四・四六・二一五五

ると辺り一面真っ白な﹁そば
ある薬湯として昨今は全国か

②ボーリング参加者

８月各支部の動き

昭和支部

７日定例常会昭名
熱田南支部

四日定例会
瑞穂支部

①全板国保釦周年記念

１日支部会肥名
品配布

②保証制度講習会案内
工場見学案内

③名古屋板金連合会の
④全板国保愛知県支部
ボーリング大会案内
⑤太陽光発電講習会の
案内

デンで飲み会加名

弱日告匹云をかねてビヤガー

中支部

千種支部

泌日三役会
尾張板金連合会

①太陽光発電講習会に

均日役員会過名
ついて

②ボーリング大会開催
９月３日

③県板新年会１月型日

９日定例会合ｎ名

瀬戸支部

①太陽光講習
５名申込

５日定例会６名

津島支部

肥日月例会４名

江南支部

８日支部ゴルフコンペ

春日井支部
岨名

８日納涼バーベキュー定

例会別名

鴎日役員会４名
碧南支部
大会

恥日青年部ソフトボール
刈谷支部

７日定例会７名
知多支部
卯名

蛇日青年部夏の家族会
東三支部

３日定例会泌名

が五十五年を過ぎた今も日本

らない意見が討論されていた

にも悲劇の傷跡は様々な形で

人ばかりでなくアジアの人々

雨厘展嗣

毎年八月になると想い出す︒

させてはならない︒

残りその苦しみを決して風化

国民学校五年生だった五十五

運動場や空き地を畑に開墾し

八月に入ると敗戦につな
がって行った過程や秘話の

年前︑食料増産のため学校の

干し草を刈り︑出征兵士の農

での攻防で日本海軍空母艦隊

数々が報道される︒南方海域

てさつま芋を作り︑軍馬用に

を斜めに切った竹槍担いで戦

阻止しようとした過激将校の

壊滅の作戦ミス︑玉音放送を

家へ勤労奉仕に行き︑竹の先

闘訓練などに明け暮れ︑勉強

のヤルタ協定から日本軍を無

近衛隊襲撃事件︑米英ソ首脳

などした記憶がない日々で

あった︒後で考えれば最新兵

ム宣言など︒当時︑軍首脳部

条件降伏させるためのポツダ

器で装備された米軍相手に竹

い事をやらされていたものだ

槍で戦闘訓練など馬鹿々々し

の収集に手間取り無条件降伏

は通信網の不備などから情報

の受入れの決断が遅れたばか

が︑子供心は純真であるから

果に感動し神風が吹いて日本

日ソ不可侵条約を一方的に破

爆が投下され同じ日︑ソ連は

当時の軍部が発表する嘘の戦

は必ず勝っを信じ．億総生
産・銃後の守り﹂の一翼を

た︒当時の日本人全体がそれ

棄して満洲国境を越え参戦︒

りに六日広島︑九日長崎に原

担った気持ちで一生懸命だっ

五十六万人を越す日本軍兵士

終戦六日前の事である︒後に
た︒

ぞれの立場で戦争一色であっ

は極寒のシベリヤに抑留され

鉄道建設や森林伐採の重労働

そして八月十五日の玉音放

送を聞いた︒暑い日だった︒

い命を失った︒たった六日の

は十年にも及び六万余名が尊

参戦で戦勝国になった極悪非

当時のラジオは雑音が多くよ

道のスターリン︒日本軍部の

く聞き取れなかったが母親か

ら戦争に負けた事を聞かされ

キュー会ｎ名

しつつある︒テレビの終戦日

人口の四割を切って年々風化

悲惨な戦争を知る人は日本総

近年︑世代交代が進みあの

八月二十九日㈹晴
三五三号編集会議

う︑むなしい今年の回想であ

犠牲者を出さずに済んだと思

決断が十日早かったら多くの

た終戦から五十五年目︑二十

配日臨時三役会５名

特集で若者たちは何時までも

午後五時終了⑤

委員七名出席

世紀最後の八月を迎えた︒

即日パソコン勉強会訂名

戦争にこだわる時ではない意

る︒

鯛日三役会６名

見と過去の過ちを忘れてはな
岨名

釦日ＮＥＷ板カラ会

ｎ日青年部定例会８名
加日青年部親睦バーベ

記

国道十九号線を約四十ｍ︑木
曽福島町手前の元橋交差点を
左折して王滝方面へ約五ｍ︑

の花﹂が満開になる︒毎年そ
ら温泉治療に訪れる名湯だ︒

名古屋板金連合会

大人皿名子供６名
③保証講習参加１名

二つ目の赤いアーチ型の橋手

ばの花を撮りに出掛けて居る
日帰り入浴は火水木日の午後

四日三役会

②︒ｄ−０汀●●凸■▼①■ＬＢ７印■８９︒︒●４０Ｆ印■▲０ワ︒■︒＆▽色⑧４回Ｆ即■凸阜Ｕ▼●■Ａ■ワ■Ｕ凸Ｇ７●由凸■Ⅵ●■且一己ワ■⑧且一Ｂワｂｂｎ一日▼●●ｄｌｇＴ●■︑﹄Ｂ・●ｑｄ−ｑｇ

がそば畑の間を行く乗馬クラ
一時から四時まで︒それ以外

いて話しが聞ける︒それによ

は入れない︒宿泊客には木曽

とうもろこし︑大根︑キャベ
ると温泉治療には薬湯の効能

ブの若者たちから﹁こんちわＩ﹂

ツ︑トマトなどの新鮮な高原
を妨げるため塗り薬はしない︑

の元気な声を聞くのも楽しみ

野菜が美味しい︒この日 の 帰
酒たばこ︑甘い物刺激物︑揚

の自然の素材を生かした主人

り︑三岳村の釜沼温泉で 入 浴
げ物を極力ひかえ源泉水を一

手作りの﹁懐石風薬膳料理﹂

した︒﹁霊峰御獄山の趣 に 湧
日五・六杯飲む︒そして温泉

である︒今年は御嵩山ロープ

く︑アトピーに効くと評判の
治療を根気よく続ければ必ず

ウエイの発着場周辺に珍しい

湯︑身体にやさしい薬膳 料 理

治るという︒現に休憩所や脱

が好評︒食後囲炉裏を囲んで

の宿﹂と信州温泉名湯秘湯の

衣場の壁にお礼の手紙がぎっ

宿の主人から温泉の効能に付

ガイドブックにも紹介されて

しり貼られていた︒源泉は十

を楽しませていた︒この 時 期

いる秘湯である︒以前︑知人

三度の冷泉の岩風呂と加熱し

赤いそばの花が咲いて観 光 客

からその人の子息がひどいア

た総桧造りの浴槽︒源泉の宅
交通は車で中津川ＩＣから

配も受け付けている︒

トピー性皮ふ炎になり釜沼温
泉に通って見違えるようにつ

るつるの肌に治った話し を 聞
いた事から︑私はア
トピーではないが体
林の静かな山間に湧

験入浴した次第︒桧
く温泉の歴史は古く
われ︑江戸時代から︑

﹁安保二年﹂頃と言
やけど︑切り傷に効
能があり親しまれて

▲渓流を眺めるドーム付露天風
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