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て指針を発表され︑全国に啓
蒙を図るべくキャンペーンを

しておられるとか⁝⁝︒

先行きが見えてきました︒神

ることができ︑初期の目的達

を得︑予想以上の成果を上げ

省中部建設局企画部技術調整
管理官・奥田一己様がご臨席

井俊一課長補佐をはじめ建設

て約二百五十名が参集し︑建
設省の審議官尾身博武様・室

古屋駅前のトョタホールに於い

がもたれ︑昨年十一月十三日名

逼進すべきかと存じます︒又︑

いては県民が歩調を合わせて

活力が無いとか種々批判され

力が欠けているとか︑活気・

一方︑地元での盛り上がる

田知事もホット胸をなで下ろ

実施中であります︒

成に進んでおります︒又︑全

に合うように槌音が聞こえる

ブ空港も漸く軌道に乗り︑工
事が着工され︑開港日時に問

中部地区に於いても研修会

板連・日板協の指導方針事業

応答が行われました︒主として︑

され︑主旨のご説明及び質疑
げ︑この目的達成を図るため

路整備は勿論︑第二東名と東

が訪れようとしています︒道

同時に常滑沖にできる国際ハ

ていますが︑決まった事につ

の一つであります太陽光発電

を開催し多数の方々のご参加

システム開発を新たに立ち上
に太陽光発電事業特別委員会

②経営力・施工力の強化

⁝傘

新世紀の輝かしい新春を御

を設け︑昨年十月一日に第一

③元請け・下請けのパート

りましたこと厚く御礼申し上

に格別のご理解とご協力を賜

旧年中は︑組合事業の運営

の充実を図っております︒多数

講習を予定しており︑講師陣

れぞれ二日間︑実技と学科の

して︑人材の育成と︑元請け・

員として参加し︑要望事項と

板協・日板協・愛知県板の一

面で勉強しなければならない

管理・技能・安全とあらゆる

関連業者もこれに備えて施行

とと思われます︒私たち建設

かって進んでおります︒

海北陸自動車道も開通に向

これからは︑中部圏の時代

こととなるでしょう︒

家族様お揃いでお迎えになら

回の講習会を終了致しました︒

①多様な建設生産管理シス

れましたこと︑心よりお慶び

第二回目は︑三月と四月にそ

げます︒本年も相変わりませ

のご参加を期待しております︒

下請けの受発注の改善につい
山の噴火︒伊豆諸島の三宅島

直接営業を行い︑少しでも売

リーーューァルエ事を手掛けて

ります工事量を補うために︑

今後共︑じっくり根気に根強
く要望を進めたいと思ってお

要望の趣旨を申し上げました︒

て︑並びに諸々の事について

時を迎えます︒

大いに経済面に寄与するこ
ず宜しく御指導ご鞭推賜りま

昨今の全般的に減少してお

の火山活動による全島民の避

することも大切なことです︒

り上げ増に繋げるべく努力を
さて︑建設業も淘汰の時代

ところで当中部圏に於いて

なく︑自己責任に於いて取り

り物作りの原点を忘れること

心新たに平常心を持って事に
に突入しました︒全国で六十

は︑大きいプロジェクトが動

組みＩＴ大革命の世紀に羽ば

す︒

まして新年のご挨拶と致しま

業所の御繁栄を記念申し上げ

組合員各位のご健勝と︑各事

板金工業組合の更なる発展と

結びになりましたが愛知県

界万博事務局の認可が下り︑

な地球環境・住み良い生活環
境をテーマとし︑動物保護の
ため規模の縮小を余儀なくさ
れ会場も二カ所での開催とい
う形となりましたが︑漸く世

たきましょう︒

カ型を捨て︑伝統と文化を護

中国地方の大地震等々︑日本

万社あると聞いておりますが︑

き出しました︒愛知万博とそ

当たり︑消費は美徳のアメリ
列島が天変地異に揺れ動いた

この内で約十万社が休眠会社

東海豪雨で被災されました

ション時代を迎え︑我々はど

多数の組合員様には︑心から
この様な世相ではありまし

う対処すべきか重大な転換期

にしても︑大競争とイノベー
たが︑当組合に於いては全板

於いては︑昨年七月に専門工
事業イノベーション戦略とし

こうした折りに︑建設省に

に差し掛かって来ました︒

術研究委員会が合同で講習会

業を踏まえ︑保証委員会と技

す保証事業・リニューアル事

連・日板協が提唱しておりま

お見舞い申し上げます︒

一年でした︒

とか言われております︒何れ

れに伴う国際ハブ空港の建設
がそれであります︒クリーン

ります︒

中部圏から﹂を合い言葉に︑

﹁二十一世紀の幕開けは︑
十二日の東海豪雨による被災︒

難︑また当地では九月十一︒

昨年は︑北は北海道の有珠

すようお願い申し上げます︒

テムの形成

申し上げます︒

ナーシップの構築
④人材の確保と育成
以上の四項目でした︒私も中
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副理事長斎藤充

りぎりの所まで追い込まれて

日

えのことと心よりお慶び申し

をご家族一同様お揃いでお迎

皆様には二十一世紀の新春

おめでとう御座います ︒

態依然の公共事業を大義名分

共事業が最優先とばかり︑旧

です︒まして景気回復には公

結末に政治不審はっのる一方

望んだ国民の期待を裏切った

派閥のどたばた劇は︑改革を

年・屋根・壁・雨樋などをま

のある業界でした︒しかし近

建物を完成させる︑やりがい

合って適性価格・適性利益で

専門技術者が技能を駆使し

つつあります︒建設業界は各

する﹁労務提供型﹂に変化し

が安値で板金技術だけを利用

した適用店は三十数社に限ら

すが︑一度でも保証書申請を

の申請が飛躍的に伸びていま

ています︒十二年度は保証書

用の店﹂が四五五社登録され

しょう︒

ループ活動を協力に進めま

陽光発電事業も取り入れたグ

た保証事業にリフォームや太

しょう︒そして地域に密着し

工と十年の保証をＰＲしま

た︒あいにくの天候と相次ぐ

誠にありがとうございまし

県板から二○○余名の参加︑

悪

本来の正しい受注に戻すため︑

ているうちに新世紀を迎え︑

後失われた十年の中で停滞し

昨年の全板横浜大会は愛知

﹁グループ化は成功の早道﹂

した︒本年の第五十三回神戸

ため大会に間に合いませんで

事故が重なり更に当日出発の

本年も皆さんのご健勝と

大会は六月十二︑十三日神戸

予定されています︒前年の横

コンベンションセンターにて

ご繁栄を心から祈念致しま
す︒

浜大会を教訓に県板コースで

の一泊二日の行程で計画して

は前日出発で翌日︑大会参加

私事ですが平成十二年十一

方々の参加をお待ちしてます︒

の組合員︑ご家族︑従業員の

います︒各支部長を通じ大勢

当り前︑こういった変化を見

入れ組合員の皆様に講習会に

や太陽光発電など新しく取り

組合においてもリフォーム

方々の支えで受賞でき心から

協会︑問屋会等関係業界の

した︒永年︑板金組合︑訓練

かり誠にありがとうございま

認定職業訓練功労者表彰を授

月十四日東京サンプラザにて

積極的に参加していただき︑

感謝申し上げます︒これから

も村上理事長︑羽柴協会長は

じめ諸先輩のご指導よろしく

道路︑名古屋高速小牧イン

ただきます︒

げ︑念頭のご挨拶とさせてい

健康とご繁栄をお祈り申し上

新しい年の始め皆様方のご

お願い申し上げます︒

ターまでの部分開通や中部国

世紀への入り方を真剣に考え

新しい時代を迎えて二十一

ます︒

大きく変っていくと予測され

決定し中部圏︑特に愛知県が

際空港の着工︑万博の開催が

大きく変り︑本年も伊勢湾岸

で名古屋駅中心に人の流れが

昨年ＪＲツインビルの開業

ています︒

る保証制度の活用をお願いし

全板連︑県板の重点事業であ

す︒

極め行動することが大切で

長長谷川信俊
副理季
事長

また︑自分達の地位とゆとり

は全てが不確実の時代です︒

厳しい経済環境は常態化し今

て行きたいと思います︒

れています︒みんなで取り組
めば必ず効果が出てきますし︑

来ます︒事ある毎に我々板金

お施主からの口込みも増えて

むしろ工事量の減少による

専門工事業者の優秀な責任施

い世相ではありません︒

過当競争により淘汰されない

いる窮状と︑横暴なゼネコン

の体質を改善させる指導を強
束で守り抜く強い仲間意識が

様︑自分達の城は自分達の結

また一○％台に落ち込んだ

必要です︒近年︑ゼネコンや

める要望が相次ぎました︒

内閣支持率をめぐり︑首相不

上げます︒

に赤字国債発行で起こる膨大

ハウスメーカー等の発注形態

相変わらず景気の低迷 が 続
な負債は国民の生活に重くの

信任案の取扱いにおける与党

いています︒昨今︑幾らか明

あけまして

るさが戻りつつあると言われ

遠い未来にも思えた二十一

とめて受注するブローカーや

世紀を迎え︑大きな節目の輝

しかかります︒あえて景気回

かしい新年をご家族一同様お

復策に公共事業を唱えるなら

本来の元請←専門工事業者の

申し上げます︒

揃いで迎えられ心からお慶び

ラ等で身軽になっただけの事

構図から︑元請←ブローカー

ますが︑これも企業がリスト
で︑失業者は増え景気のバ ロ

大手企業が対象ではなく︑中

←専門工事業者の形が増えて

世紀の変り目という激流の

﹁仕事はあるが利益が無い﹂

の生活向上のために︑今年こ

ならぬ分進日歩︒バブル崩壊

中で︑時代の変化は日進月歩

の声は共通しています︒

そ板金業界の重点事業である

素人まがいの業者を排除し

す︒

いることは憂慮すべき現象で

公共事業が望まれます︒

昨年末の住宅着工件数はそ

小零細業者が直接潤うような

の空論でしかありません︒た

います︒大規模工事にしても

れまでの一○％以上減少して

メーターである消費指数は下

だベンチャー企業や先端産業

これからの建設関連の工事

昨秋行われた﹁建設産 業 専

量は好況時に比べ六○％前後

倒産や企業間の再編は今や

今までの日本では考えられな
愛知県板には﹁保証制度適

かったデパート︑保険会社の

設備・等関係四二団体加盟︶

﹁今に良くなる﹂と好況時

門団体協議会﹂︵躯体・仕上

のような成果を期待できる甘

に考える時です︒

﹁責任施工保証事業﹂を真剣

ほど遠いのが現状です︒

が好調な以外は回復傾向には

がる一方で回復基調など机上

アウトサイダーの出現により

；垂

で推移すると予想されます︒

戦略﹂研究会では︑建設省の

勢

召
驚

の専門工事業イノベーション
担当官に対し︑どの業界もぎ
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もしれません︒

Ｔ︑デジタルテレビになるか
情報化の時代に早く慣れ親

Ｔ革命︑今後どう進むか予測
しむことが︑二十一世紀を迎

言われているのでしょう︒Ｉ
は出来ません︒きっと想像以

ます︒

えた今大切なことかなと思い

てきたファックス︑樵帯電話︑

ご活躍︑ご健勝を祈念して新

う︒今までの仕事の中で役立っ

なインパクトをもたらしまし
ことと思います︒そしてこれ

パソコンはずいぶん重宝した

上のスピードで進むことでしょ

た︒我々の行っている保証事

年の御挨拶といたします︒

手長高柳一男
業も昨年は受講者が増えまし
からの本流は携帯パソコンー

年の幕開けに当り会員の皆様

最後になりますが︑新しい

せていただきます︒

たしまして︑新年の挨拶とさ

一年でありますことを祈念い

ました暖かいお引き立てとご

上げますと共に︑旧年中賜り

謹んで新年のお祝いを申し

た︒景気の先行が定まらぬ中︑

能力︵知恵︶を会得致しまし

なる事態にも対応出来る学習

にも私達は二十世紀末にいか

ＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩ

とご家族一同にとって最良の

支援に対し︑衷心より厚く御

られ︑干支は﹁辰﹂で大いな

より﹁二十一世紀での証﹂を

恵とＩＴ時代の斬新な技術に

えており︑日本文化の匠の知

つのビックプロジェクトが控

愛知万博︑中部国際空港と二

る飛躍を期待した年でござい

遺す絶好のチャンスとなって

昨年は二十世紀の幕が閉じ

礼申し上げます︒

省エネ対応に取り組みが進む

ました︒ミレニアムという言

支偵
店長木佐
佐伸
伸一
二郎
ものと考えられます︒特に︑

葉がテレビ︑新聞等のマスコ

日新総合建材株式会社名古屋支店

人穀鐸

最後に組合員各位の本年の

た︑保証物件数はうなぎのぼ

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

る住宅を提供できるよう頑張

押さえ顧客に喜んでいただけ

の品質を確保し︑価格を安く

りに登録されています︒仕事

愛板組合員のみなさん ︑ あ
りたいと思います︒一人でも

の代表的なテーマであり︑そ

住まいと環境のかかわりはそ

多くの組合員さんが十年保証

虹世紀という新しい時代を

います︒

新年明けましておめでとう

迎え組合員方々のご健勝にて

ミに重宝され︑一方バブルの

の看板を上げ保証事業を利用
今の時代はＩＴ革命と言わ

の中心をなす光・熱・音・エ

トラに打込み苦難脱出に努力

後遺症を抱えひたすらにリス

昨年は︑基幹技能士の 講 習

れていますが︑この時代の大

新年を迎えられたこと心から

建築には不可欠なものとなり︑

ネルギー・室内空気の五感は

に明け︑ソーラー屋根材の基

きな潮流でしょう︒ＩＴ革命

お慶び申し上げます︒

元年の年です︒ソーラー︑イ

本年は我々にとってソーラー

ていかなければ生き残ること

るべく気構えを持ち︑挑戦し

かれましても︑ＩＴ革命に乗

ます︒我々組合員各店社にお

緩やかなる回復傾向にあると

ましては︑ＩＴ関連を中心に

れた一年でした︒経況感とし

される様な自然災害に見舞わ

身近では東海集中豪雨に代表

パートの倒産など社会的不安︑

が環境ニーズへのビジネスチャ

責任施工体制は勿論の事です

ても︑住宅品質確保法に伴う

皆様方の商売に置かれまし

ます︒

関係が問われる時代と思われ

建築業界にも自然と社会との

政治経済を初め有らゆる分野

済戦争︶︑ファジー︵暖昧︶⁝

次・朝鮮戦争︑経済摩擦︵経

︵闘う︶⁝日露・第一次︒第二

しょうか︒即ち︑ファイト

ジー﹂の百年ではなかったで

省みれば﹁ファイト・ファ

致しました︒更に二十世紀を

い巳は死ぬ﹂と言われていま

います︒古来より﹁脱皮しな

今年の干支は﹁巳﹂でござ

との共生が必要であります︒

﹁我々の知恵﹂をもって地球

ものと思われます︒これまた

サイクル化が益々強化される

廃材の処理が問われ分別︑リ

業界にたずさわる以上︑残材

境対策︶がございます︒この

ものとして地球との調和︵環
昨年はコンピューターの二

ございます︒

中で重要な講習がありました︒

習会と︑時代の大きな変化の

に乗れた者と乗れない者との

してください︒

本年はソーラーの施工技 術 講

間に驚くべき大きな二極格差

コール環境問題です︒仕事を

さえ難しくなるかもしれませ

ンスとして︑新しい板金業を

に於いて的確なる仕組みが構

す︒組合員の皆様共々﹁新世

ます︒これからは環境を考え

て︑ソーラーの屋根材があり

になるひとつのステップとし

いてみてもなかなか奥に進め

コンです︒キーボードをたた

そのプラットホームとはパソ

圏は愛知万博の開催︑中部国

に立ちたい所存でごさいます︒

内外壁パネル商材を揃えお役

並びに耐汚染性光触媒焼付型

ＩＴ革命真只中の昨今︑幸い

の時代﹂と言われております︒

迎える二十一世紀は﹁知恵

千年問題から始まり︑大手デ

通じ環境問題にかかわり 勉 強

ん︒ＩＴ革命という電車に乗

報じられておりますが我々を

目指されていることと存じ上

築されず︑家庭では親子関係

紀での証﹂をクリエイトする

地域に貢献できる企業となる

ません︒でも電車に乗らなけ

と共に︑これに伴う地球環境︑

際空港の着工等での需要期待

の現象が始まると言われてい

かと思います︒地球を取り巻

することは大変有意義なこと

るには︑まずプラットホーム

取りまく建築業界は厳しい状

げます︒今後の商売の一助に

りました︒

までが︑すみ分け出来なくな

ことが大切なことと思います︒

いっぱいです︒だから革命と

ればならないのです︒困難が

してほしいと期待しています︒

く環境を考え配慮できる企業

に上がらなければなりません︒

況下にあるものと推察されま

て太陽光発電一体型屋根商品

また昨年四月に施行された

しかしながら︑皿世紀中部

す︒

品確法は住宅産業の中に大き

に脱皮しましょう︒

ため︑日々健康に留意し大い

と︑弊社の開発重点商品とし

また︑今後避けて通れない

いたします︒大勢の人が受講

習を計画︑三月︑四月に 実 行

礎講習︑そして保証事業 の 講

す︒

けましておめでとうござ い ま

錫

罫稚禰轄部︐
溶況剰野禅抄令

．・酔謬﹃拘銀

．準︒．．．︾︒ｑ︾曙︾篭舎．・・．・・・

︽︾鍔新年のご挨拶ふ
げ・・・像︐恥︲非＃争李

を組合員の皆様と知恵を出し

幸いにも愛知県内では愛知万

視出来ない状況であります︒

すので︑ご支援の程よろしく

も当社一丸となって頑張りま

最後になりましたが︑本年

責任施工した建設関係の人々
合い︑協力しあって元気に乗

様方のご健勝とご多幸を祈念

の努力の賜であります︒今こ

的に稼働する事︑又リフォー

せていただきます︒

いたしまして新年の挨拶とさ

お願い申し上げますと共に皆

ム市場の開拓等住宅関連分野

工等の工事が今年度より本格

最後になりましたが皆様方

の市場はまだまだ日本経済の

博の開催︑中部国際空港の着

のご健勝とご多幸を祈念致し

ります︒

です︒幸いにも当地区には愛

まして新年のご挨拶とさせて

り切って行きたいと思ってお

知万博の開催︑中部新空港の

大きな柱といえます︒

そ組合員の皆様の長年培った

建設等大きな事業が控えてお
頂きます︒

技術を発揮して頂く最高の時

ります︒二十一世紀最初の年

会 長 加 藤 芳文

地方も明暗を分けています︒

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

当社といたしましては︑経営

このような情勢下にあって

従来はマクロの経済が良けれ

愛知県亜鉛鉄板問屋会

新年あけましておめで と う
ございます︒

ばミクロの世界までいくらか

資源を集中的かつ効果的に活

昨年は私共問屋会の会員が

商品を広げられる新製品︑新

ある雨どいを始め板金店様の

大変お世話になりました ︒ 心

．

用して︑当社の最重点商品で
Ｕ︲異．猛．︲Ｌ町︒●が卦禽

おすそ分けがありました︒こ 凸新年必黛購磯〃一八術
．︑．・郡

れからはそうはいきません︒

東洋化学株式会社名古屋支店

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩｌｌ

で行く所存でございます︒

技術の開発に積極的に取組ん
併等々の大きな波紋が広がり︑

思います︒

まさに激動の一年であったと

支店
店長
長長塚
塚治
治一
興

日頃は︑当社のトヨ雨どい

でとうございます︒

皆様︑新年明けましておめ

恥・余・

より御礼申し上げます︒本年

会社︑企業で判断するべきと

現代では業種︑業界で好不況

言われております︒いろいろ

もどうぞよろしくお願い申し
さていよいよ二十一世紀を
ある中で一例をあげれば苦戦

を判断するのではなく個々の

むかえたわけですが︑二十世
しているアパレル業界の中で

上げます︒

終っておりません︒バブ ル 経

紀後半の負の処理がいまだ

鴬磯溌擁尋蕊浄
本年の見通しにつきまして

策効果の浸透による下支えや

の尺度で己を振り返り︑反省

は︑ＩＴ革命及含めた各種政
一部に回復の兆しが見える民

を忘れず︑初心を忘れず︑原

を始め建材商品を︑ご愛顧い
し上げます︒

間設備投資︑企業収益を背景

明けましてお目出度う御座

則をもとに進めていけば︑そ

ただき誠に有難く厚く御礼申
さて︑本年は二○○一年︑

として景気の底上げが期待さ

日の出と共に迎えて︑本年も

居ます︒輝かしい皿世紀を初

急成長しているユーークロがあ

ていると聞きますが︑各店の

二十一世紀の幕明けの輝かし

れますが︑個人消費の低迷や

ります︒若者に大変支持され

ます︒椛造改革が叫ばれなが

情報が瞬時に生産︑仕入先の

い節目の年︑組合員の皆様方

不安定な株価︑為替動向もあ

われた十年﹄と言われており
ら何もできずにただ負の処理

中国に送られて市場のニーズ

におかれましても︑ご家族一

済崩壊以後の九十年代は ﹃ 失

の為のばらまきの十年でし

が適確に反映されているとの

同様ご健勝にてお迎えのこと

理由にせず︑その中でも好業

ク︑アメリカ大統領選挙や三

昨年はシドーーーオリンピッ

と心よりお慶び申し上げます︒

ます︒

お時間を要するものと思われ

り︑回復を実感するには︑な

ます︒

なりますようお祈り申し上げ

皆様にとりまして麗しき年に

えますので︑皆様におかれま

れぞれに道は開けてくると考

会長二村豊

東三ブロック

た︒そうこうするうちにわが

が厳しい環境である事のみを

事です︒私共もただ建設業界

■■■■■＆■■■■玲巳︑守凶

の世界で一番から九十年代半

国の国際競争力はバブル の 頃
ばの十五番︑そして今では二

したいものです︒

績をあげられる手段を見い出

は今二極分化がはっきりとし

来ております︒昨年︑鳥取県

任施工が非常に重要な時期に

昨今住宅に関する保障︑責

し︑話題のある一年であった

いろいろな行事災害が発生

宅島の大爆発や鳥取地震等︑

ですが︑昨年の新設住宅着工

接関係のある住宅業界の動向

一方︑皆様方のご商売に直

かに生き残るか︑次なる戦略

ように対処すれば良いか︑い

さて︑私達はこれからどの

りお祈り申し上げまして新年

と︑家族皆様の御多幸を心よ

しては︑益々御発展と御健勝

た︒このような中で日本経済

十一番になってしまいまし

てきました︒まず製造業は大

得・行動を起こせば︑おのず

を慎重に吟味する時代と心

の挨拶とさせて頂きます︒

胆なリストラを終え国際 競 争

ましたが百二十万戸弱と︑前

す︒めまぐるしく移り変る時

と光が見えてくると思いま

数はマンションの増加はあり
年比五％減と言われておりま

という感じがします︒又︑経

す︒今年度につきましても昨

済に於きましても一昨年に引
続き金融ビッグバンによる大

年並との予測が出ており楽観

西部地震で規模の割りに倒壊

銀行の合併及び流通︑製造メー

した家屋が少なかった理由
は︑雪が多く︑なおかつ水分

カーの企業系列を超えての合

残っている為︑回復基調に あ

の多い雪質に耐える長年の知

力の強いところのみが生き
るが非製造業はまだまだ回復

恵と︑それをきちんと守って

流に逆うことなく︑その時そ
て大企業と中小企業︑都市と

基調に至っておりまん︒そし

鐸
雪
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願いして頂き名古屋板金連合

多くの組合員の方に出席をお

通ったりしたが︑上陸しなかっ

に接近し︑南西諸島付近を

銚子沖をかすめるなど︑関東

り︑昨年は台風二号が千葉県

ます︒

して新年の挨拶とさせて頂き

方のご健康とご繁栄をお祈り

最後になりましたが︑皆様

ンビジネスサービスの商社も

をし︑日新総合建材︑一一ツパ

事長の平野氏を講師にお願い

頂き︑講師に埼玉県板の副理

いたいものです︒

特別企画として﹁経営首脳安

でした︒十一月の総会のあと

た︒参加申し込みは九十四名

研修会に協力して頂きまし

という勉強会を県板の共催を

電システムについて知ろう／﹂

会の事業や県板事業のあり方

た︒﹁たまたま上陸しなかっ
の事だそうです︒

１１

今年こそ良い年になる様願

をお聞かせ願いたいと思いま

ただけで︑異常ではない﹂と

で急速な上向きは考えられな

景気は社会経済が低調安定

す︒

い︑現状でどのように利益を

会長
見見牧
芸
長鴬鴬

四月には総会を開催します︒

数や企業の設備投資も低調で

り指導員を委嘱されている坂

全衛生セミナー﹂を労働省よ

頑張っています︒そしてその

も﹁生き残りをかけて﹂日夜

た︒特に﹁ヘルメットはなぜ

グループに分かれて行いまし

﹁安全にたいする話合い﹂を

氏に講演を依頼しそのあと

真価が問われようとしていま

興康／／識会長毛利貞夫

本年がよい年になりますよ

ございます︒

新年あけましておめでとう

驚睡

今年の総会は役員の任期満了
名古屋板金連合会の役員は
あるのに対して自分の事業所

追求していくか︒住宅着工戸

総会で会員の中から選出する

に伴い改選が行われます︒

皆さんのご協力で計画通りに

をどのように工務店や顧客に
化による作業上の安全性など

売り込んでいくか︑また高齢

今年も例年通りに新年懇親
で名古屋ブロック十支部の支

え勉強していきたいと思いま

板金業の先行きをみんなで考

ことが会則により決められて

会︑新春板金セミナーや三
します︒立候補者がない場合

部長の選挙により会長を選出

います︒基本的には支部長会

習会などが計画されています︒

のか／﹂という点について話

に対する心得の重要性を再認

し合いました︒組合員の安全

かぶらないのか／かぶれない

な対応が重要とされています︒

にとっても︑変化への積極的
情勢は︑以前として︑先行き

この変化に対し基本的には自

す︒そして︑どの職種︑企業

と活発なご意見を頂きますよ

ていると思います︒

不透明で︑深刻な現状が続い

私たち板金業界を取り巻く

う願ってやみません︒

日頃︑組合行事の参加者は

せていただきます︒

うお願いして新年の挨拶とさ

今後とも組合事業にご協力

す︒

セミナーの開催︑二月に支部
いつも役員や限られた少数の

ず︑経済界では大型デパート

政界の混沌は︑言うに及ば

取り組みつつある﹁太陽光発

分野への開拓︑いま私たちが

いる事は︑県板︑連合会︑支

私が組合活動で常に思って

識しました︒

組合員ばかりです︒総会には

げます︒今後の新事業として

る気持ち︑行動です︒例えば

部︑青年部等の行事にたいす

関心の薄い行事でも﹁とにか

電システム﹂の事業拡大︑リ

く参加してやろう／﹂という

の部分的閉店︑大手生命保険

頑張る事が必要だと思いま

取り入れ︑事業の拡大になれ

助を受け︑そのうえ︑企業を

フォームエ事の積極的な取組
昨年わすれる事の出来ない

縮小するような事態︑特に建

など︑いまはガマンをして︑

東海豪雨︑又竜巻など自然の

会社の統廃合︑建設業界も大

恐ろしさを肌で感じさせられ

設業界のビッグパンは今から

手ゼネコンが政府より資金援

ました︒被害を受けられまし

だといわれています︒

ば幸と存じます︒

ルギー﹁太陽光発電﹂の取付

た組合員の方々には︑遅まき

族離ればなれの生活︑県内西

全島民が避難勧告を受け︑家

き︑連合会の発展に頑張る覚

の皆様のご指導︑ご協力を頂

になりました︒任期中組合員

思います︒

によりも大切であり組合の結

す︒

部を襲った集中豪雨により

束と発展は︑すべての行事に

反面日本列島に台風が一度

西三板金連合会の第三十三

連合会関係から三十六名の︑

も上陸しなかった事︑十四年

悟です︒よろしくお願い致し

率先して参加して頂く事だと

経済報告には︑﹁家計部門

じました︒又今年には︑工事・

受講者が有り関心の高さを感

﹁激甚災害﹂と認定された事

いう重責を務めさせて頂く事

の改善が遅れるなど厳しい状

ぶりの﹁ゼロ記録﹂だった︒

ます︒

回総会において︑再度会長と

一人一人の協力の気持ちがな

新年明けましておめでとう

工事に取組むべき︑システム

ながら︑お見舞い申し上げま

す︒

ございます︒二十一世紀の輝

ターにて開催され︑尾張板金

講習を︑愛知県中小企業セン

況をなお脱しておらず﹂ と 有

見積り当に関する講習会が予

等︑天も地も大荒れでした︒

す︒吋吟岬崎１Ｍ剛

勝とご多幸をお祈りいたしま

年頭にあたり︑皆様のご健

り今年こそ︑大なる明るい兆

生︑二から八個が上陸してお

台風は年間平均二十八個発

昨年の五月には﹁太陽光発

定されていますので︑引続き

いま大企業も中小零細企業

受講される様︑お願い申し上
昨年十月一日に︑自然エネ

しを願うばかりです︒

また三宅島の噴火により︑

た事と︑お慶び申し上げます︒

かしい新年をお迎えになられ

ノＲ藤崎会長細野清

助努力が必要とされ︑特に新

画や総会の準伽などを協議︒

る事となります︒

は会長の推薦により総会に諮

月・四月にはソーラー実技講

名古屋板金連合会でも 一 月

ｆ
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名古屋板金連合会

明けましておめでとう御座

調
怖

終えることが出来ました︒

びに名古屋板金連合会事業を

昨年も多くの県板事業なら

います︒

q⑰面

長会を開いて新年度の事業計

に新年安全祈願祭と新春板金

連
＃

j
識
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た﹁ものづくり基盤技術振興

に他ならない︒先に制定され

の継承によって培われたもの
起用︑年令を問わない学生の

づき産業界より大幅な講師の

学協同への参画︑の理念に基

る必要があるようです︒

存している事を改めて認識す

思うと︑私共は自然環境に依

ランスのとれた堅実な成長の

るより︑まず基礎を固め︑バ

る様です︒私共も急成長させ

ルの泡となった事と同じであ

言う言葉があり︑人間が知ろ

開催する︑新春セミナーには︑

理事長
事
長山本清

うと知るまいとにかかわらず︑

講師には元名古屋市科学館天

︐︿隷鍛

鮮さと二十一世紀型とも言え

調和を導く﹁天﹂つまり自然

文主幹で︑著述︑講演︑大学

方が︑長い繁栄をもたらす様

る意義を醸していて魅力的だ︒

の法則をまず深く知り︑それ

講師等で活躍中の山田卓先生

﹁誠は天の道なり︑これを

の選手を引率し他の指導員と
されるなど︑総理大臣主催に

おりしも全板連基幹技能と

に従って生きることが人の道

誠にするは︑人の道なり﹂︑と

二○○○年︑ミレニアム ︑

共に参加を致しました︒会場
よる﹁ものづくり懇親会﹂か

の関わりにも大いに興味のあ

であると示されています︒人

に緩和などユニークさの中に新

そして﹁ＩＴ﹂で明け暮れた
のアリーナは現代科学と技術
ら種々なものづくりに関する

るところ︑新時代に相応しい

募集︑更に単位の期間等取得

平成十二年︒めざましい発展
の粋を集めた構造物で唯々圧
提言がなされ︑また﹁ものづ

機構の誕生を期待したいとこ

り基盤技術基本計画﹂が策定

と激動の足跡を残して二十世
巻に尽きるしろものであった︒

トライアルが実施されており︑

くり教育︑学習﹂についても

基本法﹂に基づく﹁ものづく

紀は次への大きな期待と夢を
巨大な会場のほぼ中心に九十
次世代を担う若者に対する施

さて今年一月二十一日日に

です︒

バトンに託しリレーをして行
名の建築大工が競う様は正に

年が︑皆様にとって恵み多き

結びになりましたがこの一

円儲けた場合︑次に同じ額を

ば︑一時的に株や競馬で百万

れると言われています︒例え

の生き方を観点を変えて見る

と題して話があります︒私共

壮烈を極め︑木造建築の健在

また﹁ものづくり大学﹂につ

上げます︒

年であります様︑お祈り申し

の中の宇宙︑宇宙の中の私﹂

を誇示するかの如く実に頼も

いても十三年開校を目指し準

にお願いして︑テーマは﹁私

しい限りであった︒と同時に

備が進められており︑特に産

類も企業も個人も︑自然の法

います︒希望にみちた新世紀
そこでは未来を担う若き技能

則に従って初めて生き延びら

はじめの年をお迎えのことと
者達の熱き戦いのドラマが展

満足の出来る成果をあげ 新 年

お陰様できびしい環境の中に
があり︑今秋韓国で行われる

開された︒十二日に成績発表

ＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩ

られません︒知らず知らずに

儲けても以前と同じ満足を得

先生の経済の話もあります︒

す︒又講演で忙しい佐藤澄男

のも大変勉強になると思いま

をお待ちします︒

どうか家族お揃いでの御出席

世界大会に出場する優勝者が

会長羽柴弘和

刺激がさらに刺激を求めて行

度に向け事業を進めていると
選ばれ︑四日間の幕を閉じた︒

える昨今︑諸事情を鑑みる時︑

は︑各企業が新規雇用を手控

迎えることが出来ましたこと

講演会に依ってプログラムが

全体会議と四つの分科会及び

技能士大会が開催されました︒

テルに於いて第二十一回全国

賜りありがとうございました︒

大な御理解を得ての御協力を

昨年も訓練事業に対して多

す︒

けましておめでとうございま

西暦二○○一年の新春︑明

術を持っています︒しかし広

最も進歩した知識や技能・技

他の生物と比べると人類は

います︒二十一世紀初のお正

明けましておめでとうござ

ているのは︑一部の大企業の

ていますが︑収益が良くなっ

昨年は組合事業の運営にご

予測され︑正念場はこれから

まだこれから出てくることが

なりました︒

生物の遺伝子創作をも可能に

人類は宇宙に飛び出したり︑

お支えいただく事業主各位の

を集め成功裡に全日程を終え

構成され全国から多くの会員

協力を賜り︑誠に有り難う御

れ︑石工五名︑建築大工二名

パーアリーナを中心に開催さ

してその根源は熟練技能とそ

は︑技能立国であること︑そ

速な発展によって︑地球上の

今日世の中︑科学技術の急

れてしまっています︒天災を

に依存している事を︑つい忘

が上向いて来ているといわれ

さて︑昨年あたりから景気

７頁へつづく

左官︑大工の仕事が大幅に減

よって︑建築業界の中でも︑

建物の構造や建材の変遷に

しましたが︑大型倒産がまだ

昨年も生命保険会社が倒産

みで有ります︒

た︒技能士の社会的地位の向

ます︒

せん︒例えば昨年︑東海地区

界の支配を免れる事はできま

であると思います︒

月を御家族お揃いでめでたく
上と技能尊重を掲げたこの大

さて︑先日情報誌で﹁経営

座いました︒本年も昨年以上

大な宇宙から地球を眺めれ

十一月は技能尊重月間︑ 技

会決議等を通しての雑感とし

と人生を考える﹂と云う書物

を襲った集中豪雨等︑身近な

い申しあげます︒

のご支援を賜りますようお願

今年も今までと同様にお力添

能に関る催の多い中︑目にし

て峨烈な世界経済の争いの中

を読んでいましたら︑大変参

に生活していると︑自然環境

出来事です︒私共はつい平和

お迎えになられたことと心よ

耳にしたことを思いつくまま

にあって優位を保ち課せられ

考になった事があったので︑

ば︑人の存在等はきわめて微

羅列させて戴き︑甚だ恐縮で

た国際社会に於ける役割を果

少し記したいと思います︒

え下さるよう宜しくお願いし

すがご挨拶とさせて頂きます︒

たしてゆく我国が今日の経済

りお喜び申し上げます︒

技能五輪全国大会が埼玉県

と技術革新の基盤をなしたの

小であり︑よって未だに自然

から十二日迄の四日間︑スー

新都心の与野市に於いて九日

理事
事吉田政次
遇奄専専 務些

ご努力の賜ものと改めて感謝

てしまう︑正に実業家がパブ

ＩＩＩＩＩＩＩＩ

き︑果ては自己の力を見失っ

ころでありますが︑とりわけ
十四日︑後楽園のドームホ

驚愛揃黛板釜総儀職業訓練協髪〃

例年を大きく上廻る新入生を

策が進められている︒

私ども岡崎技術工学院も︑

心よりお慶び申し上げます︒

明けましてお目出度うござ

きました︒

ろです︒

Z〃"

申し上げる次第であります︒

零
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全板連では︑板金業の 仕 事

ます︒

ができるものと安心して お り

仕事の巾はかなり広げること

る技術を持っておられるので

チックその他全てに対応でき

は勿論︑窯業系材料︑プラス

を持っておられ︑建材も 金 属

ク溶接や玉掛けその他の資格

幸いにして︑板金業ではアー

少していると言われています︒

６頁 よ り

的な講習会を開催いたします︒

十五日︑四月七・八日に本格

いよいよ本年三月二十四・二

ただいたものと思っています︒

概要についてはご理解してい

じ講習会を行い︑ソーラーの

を開かれました︒県板でも同

連合会が口火を切って講習会

については︑昨年︑西三板金

て検討中です︒またソーラー

委員会でその取り組みについ

ム事業については︑経営研究

ご協力をお願いし︑本年が皆

いと思っています︒皆様方の

て普及に務めなくてはならな

えない状況で︑本年も頑張っ

く論広く普及しているとは言

数に至っては三十九名と少な

低い数値であります︒申請者

言う数字からするとまだまだ

名余︑保証看板店四五五店と

す︒この数も︑組合員数八百

多い県として注目されていま

在全板連の中でも申請件数の

では二百件を越えました︒現

申請件数は百件を越え︑累計

何にと︑昨年末開催された︑

を把握し︑打破する方策は如

議でならない︒これらの現状

業界︑何も出来ないのが不思

又︑有数の組織と連携をもつ

りの技能者を抱える板金業界︑

傍観するのみ︒全国でも指折

には及ばず︑圏外におきざり︑

領域が侵害され︑我々の業界

公共工事も特定業者に依存し︑

な公共工事は避けるべきだが︑

いるが︑極めて厳しく不必要

上していると政府は進言して

と︑景気の推移は緩やかに浮

組合活動の形成と︑積極的に

環境改善を図り︑親しまれる

一人一人が相互理解のもと︑

の団結が必要となり︑尚且つ︑

か？それには︑組合員全体

る時代が到来したのではない

事業者への︑転換が必要とな

力と︑創造力を有する専門工

般需要者のニーズに応える活

もと︑エンドユーザである一

力革新・施工力革新の強化の

ムの形成と強化を併せ︑経営

元請方式を採用︒管理システ

様な建設生産の拡充を図り︑

張らなくてはならないと共に︑

達はとり残されないように頑

しい時代の価値観に向けて私

大きく変わっていく︒この新

を見る目︑物を感じる感性が

の価値観が変わり︑人々の物

る︒そして︑それにつれて人々

時代がはっきりと変わってい

換を迫られているのである︒

観は︑まさに一八○度の大転

す︒これまでの伝統的な価値

力の台頭が打ち破ると思いま

オリジナリティあふれる個の

板金業界にとって︑かってな

積極的に参加していただきた

様にとって良い年であります

の間口を広げるため︑リフォー

一方︑県板事業の柱であり

だと思います︒二十一世紀に︑

ある有力住宅メーカーは︑発

い真価を問われる二十一世紀

できる組合でありたいと願う

参加できる︑雰囲気を皆んな
催︒

﹁専門工事業イノベション

カーはリフォーム事業を積極

表していますし︑又Ａメー

ソーラーを標準装備すると発

売する住宅全部に太陽発電

並びに共同保証制度を充実さ

今年こそは更に︑福祉活動
で奥の深さをしみじみ感じ得

加する機会を得︑大変有意義

戦略﹂と題しての研修会に参

ものです︒

建設産業専門団体協議会が主

いと思います︒

■■■〃〃ａ■いり凸■７．℃・〃■二■７Ａ■︒

ます保証事業も︑皆さんの協

■■＆■■″１℃・

いただきます︒
■■ロ︒■■ＵｒＩＢ■■且■可ＰⅡ■

救済はどうなっているのか︑

題︒先ずは︑中小零細企業の

且﹄■ログ＆■ロⅡローＵＵｒＫｎｒ■■もワ〃且■ロⅡ■阜巳Ｊ凸ｕｒ４砥７１℃■０■■ＵＰ１■甲︒■○ｖｒｄ阜昏０■■Ｕ

ことを願い︑ご挨拶にさせて

ⅡＢ▽〃七口

力を得て︑十二年四月以後の
４９〃Ⅱ■・ｄａ−■ロ〃ｉＧＵ

で考え︑新しい感覚で自慢の

ムや太陽光発電の取り付けを
入れています︒

板金業の仕事にしようと力を
県板においても︑リフォー

守︒■■９Ｊ且︑ワｊ６Ｕ〃１回﹃︒■■勺〃Ｊ■可︐■一ＢｖＪａ▼

ＩＩＩＩＩ
︐一

せ︑安全と健康に留意し︑皆

かり地に足をつけて真剣に取

発電︑リフォーム事業をしっ

り組まなくてはならない︒こ

一世紀を迩進しようではあり

組合員が︑今迄以上に親密で
仲良くスクラムを組んで二十

が必ず得られると思います︒

れをクリアすれば明るい展望

れは私たちに新しい時代の始

る分野で国境が消え︑妥協と

ビジネスを始めとするあらゆ

グローバルをキーワードに

ます︒

年の御挨拶とさせていただき

祈念申し上げまして︑私の新

い年になります事を心から御

今年が組合にとって輝かし

ませんか︒

階級制で固められた組織を︑

告げている︒

まりと新しい価値観の誕生を

波で象徴する︒二十一世紀そ

張と浸透を続けるＩＴ革命の

私達は良く学んで︑ソーラー

的に拡大すると言っています︒

更に︑昨秋東海地方を襲っ

術基盤を枇築し︑異業種ＪＶ

様方にとって最良の年であり
た豪雨︒被害に遇われた組合

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

化などにも思考をこらし︑多

た︒一説によると︑新世紀は

員の皆様方に心からお見舞い

新たな戦略のもと︑即ち︑技

申し上げると共に︑一日も早

疑いたくなる︒

く復帰される事を念じてやみ

厚生委員会委員長沼津啓一一
ム事業にも拡販し︑昨年から

しみ︑請負態勢を整えリフォー

ません︒特に中小零細企業の

兆円の受注と言われています︒

新年明けましたおめで と う

話題になっている研究課題

方々は︑復旧するのに生死を

リフォーム関連は全国で二十

ございます︒輝かしい平 成 十

﹁太陽光発電の採用﹂にも積

ます事をお誓いし︑新年のご

三年の新春を︑御家族の皆様

極的に取組み︑大きな成果に

応しく技術開発を最優先課題

挨拶といたします︒

になられた事を︑心からお慶

方と共に︑最良の年をお迎え

謹んで新年のお慶び申し上

経営研究委員会委員長滝伸次
更に興信情報によると︑建

ご家族様一同で無事にお迎え

げます︒二十一世紀の元旦を

共に戦っている︒早急な救援

設業及びその他の産業を含め︑

になられました事を心よりお

繋がればと願い︑万が一の期

倒産件数も異常な推移を示し︑

慶び申し上げます︒

び申し上げます︒

産業界を脅かしているのも現

さて時代は二十一世紀に入

策を希望してやまない︒

年明けて気懸かりなのは︑

実である︒他人事とは思えな

りました︒二十一世紀はドッ

願っている︒みんなで挑戦し

経済と景気の動向︒一昨年度

く︑身に泌みる思いが募るの

待に夢が適えられればと

から引き続き︑今だにバブル

は︑私だけではないと痛感し

ミレーーアムニ○○○年も瞬

とし︑創意工夫により目標を

の影響を受け︑生保の六社並

ます︒賄異的なスピードで拡

クイャーの時代と言われてい
ニュース・報道などによる

てやまない︒

策で救済するのか気になる問

法の適用︒政府は如何なる施

今年こそは技術の研磨 に 勤

したいと願うものです︒

てみては如何なものか？

達成でき得るチャンスに挑戦○

びに大手建設会社の会社更生

開けとなり︑二十一世紀 に 相

に活用し︑希望に満ちた年に

自分達の得意とする分野 を 更

く間に去り︑新たな世紀の幕
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新年明けましておめで と う

おります︒

本年も昨年と同様︑技能士
会にご支援とご協力をお願い
が健康で良い年で有りますこ

申し上げますとともに皆様方
技能士会役員の熱心なご指導

をお迎えし︑厳粛な内に執り

一級

件︑一昨年度は五十一件︑昨

発行数は平成十年度は四十四

時代の流れと︑国の積極的な

を後生に残していこうとする

汚染されていない美しい地球

しいクリーンなエネルギーと

愛知県技能士会連合会長賞

二村規之

年四月から十一月中旬迄に九

もう一つの行事が棚愛知県技
二十一世紀始めの新年を御家

すがすがしく希望に満ちた

よるビジョンが示されないの

三年先︑五年先の経済政策に

事業の安定をはかっていただ

発展の活路につながる事を願

ます様︑御祈念申し上げます︒

して輝かしい幸せな年であり

二○○一年が皆様にとりま

うものであります︒

光発電︵ソーラ︶の事業委員

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

会が発足し︑地球環境にやさ

う一つは︑昨年屋根材型太陽

きたいと思います︒そしても

みました︒本年三月︑四月に

十四件とすばらしい伸び率を

能士会連合会主催の〃あいち

は残念に思います︒

責任施工保証制度を一度も利

片山雅博

技能プラザ二○○○〃が︑名

族お揃いでお迎えの事とお慶

に受講され資格を得て︑事業

サイドでの開発や商品化が進

又︑技能委員会の皆様並び

古屋市中小企業振興会館一Ｆ

び申し上げます︒

一二万五千戸です︒日本の住

講習会が開催されます︒これ

施策・補助があり︑メーカー

に各地区の技能士会の役員の

吹上ホールで十一月十一・十

さて日本経済は戦後の混乱

宅の年間着工戸数は人口︵一

用していない方は︑小さな物

示しております︒組合員なら

愛知県板金工業組合理事長賞
二級

方々には毎年の事ですが︑三

二日の二日間開催され︑今回

をヘーＬすばらしい発展を歩み

億二千五百万人︶の一％一二

件から申請して営業力を高め︑

ではのメリットですのでまだ

中村良幸

愛知県職業能力開発協会長賞
愛知県技能士会連合会長賞

津田雄三

愛知県板金工業組合理事長賞

望月厚

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

愛知県職業能力開発協会長賞

長井弘典

平成十二年度の三賞は︑

致します︒

合格証の伝達式は昨年と同

とを祈念して新年のご挨拶と

様県内合同で︑十二月十七日日

ります︒

で輝かしい二十一世紀を︑大
名古屋国際ホテルに於いてご

皆様にはご家族一同お揃い

ございます︒

きな夢と希望をもって新春を

旧年中は︑板金技能士会の

行う事が出来ました事を紙面

来賓並びに愛知県板役員各位

行事運営に対しまして︑ 多 大
を借り厚く御礼申し上げます︒

五月末からは実技の講習を︑

は銅板の表札・ステンレスの

続けてまいりました︒しかし

一・二％でありました︒十年

五万戸が標準で︑バブル期は

技術研究委員会副委員長青木久治

七月二十三日には実技試験の

鉢受け皿・レリーフの三種類

ルの崩壊によって大量の不良

二十世紀の終り十年は︑バブ

月末の申請書の取りまとめ︑

お手伝いをして頂き︑九月に

のほかに︑銅製の壷を作り︑

座いました︒

新年明けまして御目出度う

しく重ねてお願いします︒全

と御協力のお願いを今一度宜

員各位に保証事業への御理解

委貝
員長
長大
大友堅治

ございます︒二十一世紀の輝

板型保証制度が建設省関係県

保一証委員会

しい新年を御家族お揃いにて

もらえる様にお願いしている

市町村官庁工事に取り入れて

御迎えのこととお慶び申し上

旧年中は全板型保証事業に

げます︒

を持って社会的地位確立と適

工事業界も二十一世紀に希望

証書発行実績になりました︒

に依って出来るものと思いま

正利益確保を業界各位の努力

所であります︒建築板金専門

これも諸先輩の長い間の御努

格別の御理解と御協力を頂き

力のお陰と深く感謝申し上げ

後には少子化により人口の

スタイルに合った建替えや︑

ます︒今後共今まで以上の御

襲った集中豪雨に依り被害を

債権が発生し︑今後もしばら

正予算による景気対策もその

リフォームがさらに進み︑そ

理解と御協力を宜しくお願い

受けられた組合員様に心より

験コーナーを行ってみたら熟

場しのぎの為財政赤字が増大

して専門業者の技能・技術・

致します︒建築業界では︑住

平成十二年度の技能検 定 試

ら子供まで大勢の方達が物作

し︑国債︑地方債を合わせる

知識・営業力が要求されるこ

宅品質確保促進法が施工され︑

十一月十日現在一八九件の保

りに参加され喜んで頂けまし

と六百四十五兆円にふくれあ

とは言うまでもないと思いま

おります︒これからはライフ

二十五名で合計五十六名が実

た︒昨年度も技能検定試験︑

がってしまいました︒財政赤

○・七％になると予測されて

技試験に︑又学科試験には三

技能プラザと︑技能士会の役

字はＧＤＰ︵五百兆円︶の一・

くは増え続けると言われてお

十名位が挑戦し︑合格者数は

員の方々の並々ならぬご協力

五倍迄が限界だと言われてお

ります︒公的資金の導入や補

内外装板金作業の一級三十

により︑他の職種にひけを取

のご協力のお陰と感謝致して

る事が出来たのも︑役員一同

変大事なことと思いますが︑

ります︒政府の景気対策も大

ようやく軌道に乗り︑保証書

めている責任施工保証制度が

県板では十年以上前から進

保証制度適用事業所並びに役

す︒保証委員会において県板

益々増大するものと思われま

責任施工保証制度の必要性が

といたします︒

御祈願申し上げて新年の挨拶

合員各位の御健康と御多幸を

お見舞申し上げると共に︑組

最後に︑愛知県西部地方を

す︒

五名︑二級二十五名︑総勢

らない程の大盛況の内に終わ

この様な高い合格率を挙げ

の仲間入りを致しました︒

ることが出来たのも各支部の

す︒

六十名の方達が新しく技能 士

レンジされ︑この様に大人か

一昨年の住宅着工戸数は一

入るとすぐに学科試験の 講 習

その壷の口と底の半田付け体

又︑毎年晩秋の頃行われる

なご支援とご協力を頂き厚く

お慶び申し上げます︒

迎えられましたことと心 よ り

とご支援の賜と感謝致してお

杉 ？ 会長石原銭司

hI￨〃

年の男性や女性の方までチャ

頃

｡
Ｚ

を行って頂くなど有り難 う 御

御礼申し上げます︒

l
i
;
l

＃

装は︑一級が三十一名二級が

′
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に増え︵二台は中古で購入︶

コンを使い始め︑今では三台

長になるのをきっかけにパソ

なった様に思えます︒私も部

ほかにもたくさんいます︒こ

を感知するセキュリティで︑

すかな空気の動きで身の危険

断しているわけではなく︑か

すればハエは物体を視覚で判

ネットでハエと入力して検索

した︒なぜだと思いインター

げてしまい悔しい思いをしま

捕まえ様と手を近づけると逃

一匹のハエが飛んでいました︒

正月︑盆︑ゴールデンウイー

脅威に思っていないようだ︒

状態でさえも︑多くの人々は

ある︒加えて︑この大不況の

神話も過去のものとなりつつ

世界一安全な国︑と言われた

る様に︑各種犯罪も増加し︑

増えて来た︒それらと比例す

醒剤等の密輸事件も︑大きく

ろうが犯罪に走る︒麻薬︑覚

を失った人達は︑一部ではあ

展をするのか見当もつかない

世紀になって︑どれほどの発

られるところ迄きた︒二十一

甲斐あって︑やっと肩を並べ

をしてこられた先輩達︑その

つけ︑追い越せと必死の努力

願わずにはいられない︒

事が︑一刻も早く納まる事を

早魅等の自然災害︑これらの

牲になるのである︒又︑洪水︑

大文明発注邪地は川の流域にあ

の降る国と言われた︒また四

ございます︒

出来ます世の中もＩＴ時代と

ク等の家族揃っての海外旅一瓦

が︑我々が子供の頃に夢見た

昨年中は青年部活動に ご 支

線でネットワークされ︑どの

又︑核戦争により︑人類が滅

鉄腕アトムの時代がくるのか

大和朝廷が日本を統一したの

存共栄の精神が重要である︒

豊かな国になろうとすれば
平和でなければならない︒共

てゆけない所であった︒

通点は努力をしなければ生き

の必要性︒これらの地域の共

の必要性︒治水の為の組織力

沃の土︒また氾濫に依る測量

り︑水の恵みと氾濫による肥

かって文明の進んだ国は雪

︾﹁ノＯ

援ご協力していただきまして
中古といえども命令や記憶の
んな感じで簡単に調べる事が

青年部部長岩崎崇

誠にありがとうございます︒

には充分です︒三台が一本の

数値が小さいだけで普段使う

協力の賜と感謝しております︒

テＩマパーク等の行楽︑まだ

亡してしまうのか︑二十世紀

帝国が長く繁栄したのも︑只

まだ平和である︒しかし世界
に目を転じれば︑今も何処か

から︑二十一世紀の節目の時

に対して寛容であった為と聞

搾取しただけでなく︑他民族

いう事でこれからどう変わる
くのも私たちではないでしょ

で戦争をし︑何処かで飢えの

人として︑一日一日を大切に︑

代に生きる事ができ︑その証

かが楽しみですが︑変えてい

うか︒

いるのである︒それも本来で

為︑多くの人達が亡くなって

ンタで印刷できますしイン
ターネットも可能です︒子供

最後に業界︑組合の発展と

行きたいと思う︒

そして︑しっかりと見つめて

パソコンからでも一台のプリ

たちも大学受験の為の資料集

皆様のご健康とご多幸を祈念

ているはずの子供達が多く犠

あるならば︑夢と希望に溢れ

を賜ります様︑よろしく お 願
さて︑二十世紀の後半に生
て自分も仕事に青年部の資料

めや宿題に趣味と活用してい

せていただきます︒

致しまして新年のご挨拶とさ

の伝達の力もあった︒ローマ

まれた私ですが︑世界では数
作り等でほとんど毎日画面を

も武力だけでなく︑大陸文化

多くの出来事や技術の進歩が
眺めている様な状態です︒先

い申しあげます︒

コンピュータの発達で便利で

有りました︒その中でも特に
日居間でテレビを見ていると

事もあった︒だが︑その時代
も過ぎ︑経済大国とは名ばか
りの︑大不況国となった︒倒

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

訟伊広報委員大橋政保
科の教科書に書かれていた事

食料︑信の中で信が一番大事

孔子の教えに︑国家に武力︑

に見えて興味深い︒

生残りをかけた織烈な戦いの

に石油︑製鉄等の生産量や鉱

僕が小・中学校の頃の社会

一九四八年︑私は生を受け

只中にある︒この地方の基幹

産認リストラは後を断たず︑

激動の二十世紀も終り︑二

た︒その頃の日本は︑まだま

虹世紀に向けて︑我国が繁

いている︒

だが戦争をしない事︒しっか

栄する為には︑当たり前の事

徳が通用する事が肝要である︒

りした体制で国民が勤勉で道

国が繁栄するかどうかは国民

個人的には将来性のあると

の自覚・努力次第である︒

思う国や地域は︑自由に世界

とつながる事の出来る海に接

ら食料があっても少数の人が

十一世紀を迎えた︒明治 三 十

している所︒教育水準の高い

独占していれば多くの人が飢

との話だが︑一見︑理想主義︑

位︑二位の国であった︒また

餓になる︒過去︑現在に於い

韓国・台湾・香港・シンガポー

精神主義の様に思えるがいく
資源の豊かな北朝鮮の工業国︑

て飢餓の原因は戦争︑悪政の

分野が︑ソ連とアメリカが一
てきた︒人件費の高騰により︑

南朝鮮の農業国︑北朝鮮の方

問題である事が多い︒孔子の

物資源の埋蔵量のほとんどの

より安い経費を求めてのこと

が人口も多いと教わった︒現

ルの将来性を僕は注目してい

も︑海外に処点を移す所も出
今では想像すら出来ない様に

であろう︒少し前︑バブルの

在は共産主義国の衰退は著し

生きた春秋時代は戦乱の時代○

産業である自動車関連の企業

なってしまった︒今︑経済大

頃は︑海外より人材を求め︑

その事を孔子は実感したと想

は色あせ︑セピア色となり︑

に相応しい時代であった︒軍

国といわれ︑事実︑私を含む

不況となれば︑それらの人々

く︑また現在の視点から見る

だ貧しく︑子供の時の思い出

国主義を捨て︑民主主義 に 移

日本人の多くは︑先進文化を

と︑国力を比べる基準が陳腐

一世紀は︑まさに激動と呼ぶ

行し︑めざましい発展を遂げ︑

享受し︑かっての暮らしを忘

を解雇︑経営の健全化と言え

ヂ︵︾○

ている所︒そういう基準で︑

か不安や苦しみ︑緊張感を持っ

の精神の健全性と言う事で何

う事で人口密度の高い所○人々

遂には民主主義も捨て個人主

ば聞こえはいいが︑生活の場

所︒競争が激しいだろうと言

義へと進化させた︒黒船の来

わせ瀞世界から蝿壁をかつた

れ︑思い上り︑金にものを言

ことである︒

航より︑わずか百四十七年の

四年より︑平成十二年までの

広報委員酉藤孝行

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

快適な生活が出来るように

今年も昨年同様ご指導ご 鞭 擬

二十世紀初頭︑欧米に追い

二十一世紀を無事に迎えるこ

新年明けましておめで と う

とができましたのも皆様のご

灘

患
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平成十二年度は︑次の組合

淫︾靭

︵中支部︶

︵刈谷支部︶

︵小牧支部︶

︵一宮支部︶

湯浅伸明

︵西尾支部︶

烏居松男

津田信定

︵豊田支部︶

岩室鋒

赤池高義

組合功労者

︵岡崎支部︶

字野勝義

浅井裕一

議畷

溌溌競醗埠懲斌齢僅嫁

︵中村支部︶

津田隆一

曙閏闘

で紹介いたします︒組合員こ

員の方々が表彰されましたの

ぞって祝福し︑これからも
益々ご活躍されます様祈念し
たいと存じます︒

順不同・敬称略

ＩＩＩｌＩＩ１Ｉ１

小原寛治

噌閏駒

−鐘瀞一
記念関連功労者

谷倉勝郎
松井紹郎
見田宥治

ｉｉｌｌｌＩｉｌ

労働大臣

表彰
認定職業訓練功労者

︐ＩＩＩＩＩＩＩ４
︵中支部︶

長谷川信俊

十分間コーヒータイムをとり

開催しました︒

第記回総会を担当豊田支部で

投温泉﹃ホテル金泉閣﹄にて

田市加納町馬場道通二一猿

会長は︑去る十一月七日例豊

西三板金連合会毛利貞夫

選の年にあたる為︑議題の八

た︒つぎに︑本年度は役員改

発表が毛利会長よりありまし

収して運営する形にする旨の

え方を取り入れ︑受講料を徴

習会について受益者負担の考

会が主催する各種講演会・講

プに分けて﹃なぜヘルメット

けた後参加者を一○のグルー

なる責任について︑講義を受

合の経営者として負うことと

おいて労働災害を起こした場

した︒内容として︑建設業に

助先生をお願いして実施しま

衛生セミナー﹂を講師に坂長

業のなかより﹁経営首脳安全

工事業者安全管理活動促進事

午後三時より特別企画︑専門

当日は午後一時より受付一

番の役員改選に於いて︑岡崎

ループ代表によるまとめの報

た︒今回は時間の関係で各グ

時三十分よりご来賓に愛知県

選考を行い毛利貞夫現会長を

告は出来ませんでしたが︑講

を使わないのか・使えないの
しました︒豊田支部三浦誠治

再任し総会に報告しました︒

師の坂先生より指名を受けた

支部の石原氏を選考委員長に

氏の司会進行で︑西俣担当支

最後に会計岩室氏より現在一

刈谷支部の岩室氏が発表され

板村上理事長・名古屋連合会

部長挨拶︑毛利西三連合会会

五︑○○○円にて運営してい

ました︒グループ毎の意見の

か﹄に絞って討議を行いまし

長挨拶︑村上愛知県板理事長

る総会費を一六︑○○○円に

まとめは︑書記の久世氏にお

選出し︑別室にて次期会長の

挨拶︑鷲見名古屋連合会会長

したが︑毛利会長より次期幹

値上げしたい旨発表がありま

各支部幹事さんを選考委員に

挨拶と次第は進みました︒議

願いする予定です︒

理事をお迎えして総会は開会

長に高橋銀吾氏を選出し議案

事会にて協議するという発言

鷲見会長・愛知県板吉田専務

審議に入り順調に進みました

がありました︒総会終了後︑

き

蕊⁝

陵総会風景

名でした︒

豊田松井

尚︑今回の参加人数は八一

進行して行きました︒

ご発声があり︑楽しい宴会は

クアップして行く旨の乾杯の

部杉浦様の毛利会長をバッ

れました︒顧問である西尾支

山興業㈱横山社長が挨拶をさ

職業訓練協会様を代表して横

金属様・太田商事㈱様・豊田

様・㈱田中屋様︒㈱コウトク

れより参加された横山興業㈱

氏を司会に懇親会となり︑こ

午後六時より豊田支部松井繁

天然ラドン岩風呂に入浴︑

が︑このなかで西三板金連合

傍あいさつする毛利会長

蕊

ｌｌｌｌｌ

︵千種支部︶

斜献尉弧謝謝ＩＪ
優秀技能者一

ＩＩｌｌｌｌｌＬ

鷲見牧

︵昭和支部︶

１４１１１１Ｊ

︵知立支部︶

野田和彦

訓練協会推薦﹀

︿愛知県板金総合職業

hI

諺

村上章

『−
１

村上章

︵岡崎支部︶

山本和義

霧篭鐸遥塗篭識

蕊

︵千種支部︶

蕊 溌 熟 謹 隷 霧
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皿世紀の 始 ま り に
単価の下落により材料の無駄
をなくす事が益々大切な事と

新年あけましておめでと
事業を組合として始めている︒

金工業組合では︑昨年二つの
チリも積もれば山となるで︑

量の材料を他店から探し出す︒

る物を他店に︑また必要な少

なっている︒自社で余ってい

うございます︒虹世紀の始ま
ひとつは仕事の確保と支援に

ある︒

組合員に大いに役立つはずで

広報委員中西

りである２００１年どん な 一
る︒まだまだ動きとしては静

関する仕事確保支援事業であ

そうでない者に分けられる︒

明確になり︑生き残れる者と

個々の事業所の模索・努力が

の状況は変らぬ様に思えます︒

もうひとつは材料在庫に関す

して育ってゆくはずである︒

ら先組合としての大切な柱と

は職人としての命綱︑これか

かであるが︑仕事のある無し

者だけが成功するのだ﹂の言

もの︒﹁成功出来ると信じた

つも希望と不安が入り混じる

新しい年を迎える時は︑い

安定不況とも言うべき 世 間

年となるのだろうか？

その事がはっきりする一年と
る情報網である︒昨今︑施工

プラスで行きたいものだ︒

葉通り︑どんな時でも思考は

なる様な気がします︒岡崎板

︐ＩＩｌ０ｌｌＩＩＩｉｌ０ＩｌｌｌＩＯＩ０ｌＯＩＩＩＩｌＯｌｌＩＩＩＩＩｌｌＯＩ０ｌ０

函︿一三刈の里

どこまでも真っ青に澄み

楽しめるが所々に狭い道路や

と変化して快適なドライブが

訴設か
采かの
壷皿平
洞オ
比匪
訓水
爪鋤＊＊＊＊

なったら行楽方々一度お出掛

路の凍結が心配だから春に．

水場でもほぼ同じ︒冬場は道

志納金として上げる︒どこの

に付一五○円を水掛不動尊に

に水代は二十脚ポリタン一本

顔で出迎えてくれる︒ちなみ

きった晩秋の一日︑二か月ぶ

曲りくねった道が多いから安

＊＊＊＊

りに﹁こだわりの水﹂を求め

けを勧めたい︒次は大輪橋の

全運転第一を心掛けたい︒

途中左側の﹁鹿見ヤナ﹂を

て奥三河・設楽の里を訪ねた︒

設楽に近づくにつれ︑杉や桧

に入る︒本堂に続く階段の横

勝寺田峰観音﹂の広い駐車場

加で国道から山道を上り﹁高

右手方向は﹁田峰・奉岬面﹂へ

に﹁田峰田楽伝承の里・祭赦

分岐点を稲武方面に直進約五

在する民家の庭先には︑真っ

ここを左折して間もなく﹁三

の水﹂がある︒いつも水を汲

で大輪橋の分岐点に来る︒

赤に熟した柿の実の見事な色

都橋﹂の三叉路を裏谷方向へ

む人の絶間がない︒また田峰

過ると︑豊川叩より約四十ｍ

合いが青空に溶け込んで素晴

右折︑約三ｍ位で目的地﹁新

特産物直売所もあり山里の味

の美林の中に︑赤や黄色の紅

らしい山里の風景を創り出し

羅の霊水﹂に到着︒②足助方

覚五平餅が美味︒近くには再

葉が名残をとどめ︑山里に点

ている︒通いなれた道でも四

面からは足助町役場前を通過

建された﹁田峰城﹂がある︒

して稲武方向へ約一伽位の所

から斜め右に入り一の谷を経

が手掛けた銅屋根は見事な仕

るのは楽しい事である︒

今回は昨年八月号に掲載し

て後は一本道を一時間少々で

上り︒名人の仕事を是非見て

季それぞれ自然の姿が見られ

に入場者も多くなり毎回楽し

た﹁こだわりの自然水﹂の話

三都橋の三叉路に着く︒ここ

この行事も年を重ねるごと
みにきてくれる常連客や︑若

を読まれた何人もの方々から

方面からは左折︶した直ぐ左
側に﹁赤沢弁財天の霊水﹂が

豊かな新緑は山里を堪能させ

東三支部・新城の馬場さん

い夫婦の家族や子供が多く将

町三都橋の水場へ行くには︑

い︵オヤジの性格が悪い︶上

有るがここは通過した方がい

てくれる︒続きは次回に︒㈲
りある︒岡崎からが一番近い

師を祭った﹁摩尼の霊水﹂が

り坂を暫く行くと︑この谷薬

足助︑岡崎︑新城からの三通

から今回は省くことにする︒

ファンも多いが三○○ｍ余り

と思うが山道で分かりずらい

を一輪車で運び出すのが難占蛤

ある︒水場では元祖といわれ
へ向かい新城市のバイパスを

ｍから一五一号線を新城方面

るがここは最近始めたばかり︒

次は左側に﹁上山霊水﹂があ

﹁新羅の霊水﹂はいちばん高

そして私が長年通い続ける

経て﹁八束穂﹂の交差点を直

二十ｍ︶大海信号を左折して

より車着きがいい︒

水掛不動尊を祭り水場を守

い所に有る水場でも有るし何

る福岡老夫婦が年中無休︑笑

二五七号線に入り﹁長楽﹂の

と平行して走る︒景色も次々

大海を越えた辺りから寒狭川

交差点を左方向へ走行する︒

交差点に来る︵豊川皿より約

進すると間もなく﹁大海﹂の

①新城経由︒東名高速・豊川

私が愛飲する北設楽郡設楽

もらいたい︒春は山桜が咲き

･ブレスレット｡和菓子づくり

を左折すれば目的地である︒

･飛行機。野菜細工

三都橋の三叉路を右折︵足助

。ルアー。ヨウジ入れ

要望にお答えしたいと思う︒

･風ぐるま。フラワーアレンジ
。塗り絵カップ｡木製パズル

早く場所を教えてほしいとの

｡家紋。表札。小袋。タコ

来の技能士で賑やかな２日間

･ヨーヨー。ゴミ入れ

であった︒一宮佐藤

。ｽポﾝジｱニマル｡ブローチ

二日間の入場者は３万２千
愛知県板金工業組合は︑

人と主催者の発表がされた︒

技能の実演＆体験コーナー

愛知県技能士会連合会 主 催
がｕ月ｕ日出︑旭日⑧の両日︑

﹁愛知技能プラザ２０００﹂

名古屋市千種区﹁吹上ホール﹂

表札︑レリーフ︑水差し︑

ステンレス製の鉢受の制作

体験コーナーに︑銅板製の

を技能士会員及び技能委員

で開催された︒

この目的は熟練技能者の高

この行事に至っては︑委

齢化や少子化が進む中︑ 職 業

員会を開き検討し︑作品の

が指導した︒

れが増大し︑若い世代に ﹁ 技

観の変化による若者の技 能 離
能の大切さ﹂を伝え︑新 技 術

日︑初心者でも完成出来る

切断や折曲げ加工など難し

ように準備した︒また︑表

を支える技能者を育成するこ

参加団体は県内の技能 士 会

札の制作においては人名の

い部分は前もって行い︑当

を有する蝿企業団体で技能オ

下書きに毛筆の達人を２名︑

田峰城の銅屋根

蕊蕊蕊

毎q唖酋嶺q･尋･＆蓮

とである︒

リンピックや︑競技大会 の 課

外部よりお願いした︒

蟻
！

夫

を開設した︒

Q壷

利

題作品の展示や︑体験コーナー

・ミニ四駆。キーホルダー
･鳥かご。銅板レリーフ

鱗
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全板国保愛知県支部⁝：繋鳴：
愛知県板金工業組合共催？．ｙ
令ハ．．Ⅲ少舜：域掃グ︾大ム言一
全国板金業国民健康保険組
リングのボールに持ち替えて

やはさみを持つ手を重いボー

奥様の参加も多く日頃包丁

平成十三年十一月十一日︵土罵

︵愛知県板金工業組合内︶と

合︵全板国保︶愛知県支部
あちこちで歓声が上がってい

Ⅱ月各支部の動き
名古屋板金連合会

大会開催担当血名

ｎ日全板国保ボーリング

鯉日役員反省会過名
昭和支部

・大腸ガン検査

・豪雨被災者義援金

︲・ボーリング大会

８日定例常会岨名

ゾ

愛知県板金工業組合︵愛知 県
た︒

女性の参加は八名と子供さ

板︶では組合員と家族及び 従
んは六名で六十歳以上の組合

名古屋市中区丸の内三丁目１−６

・ソーラー実用講習

会の件

場所：愛知県産業貿易館西館１０Ｆ（大会議場）

るために今年もボーリング大
ディキャップをあたえられた︒

日時：平成１８年１月２１日（日）ＡＭ１０:ＯＯ〜PM4:４５

業員の健康増進と親睦を深め

優勝鈴木章太郎君訓練協会

÷､筆豊謹選謹蕊謹蕊蕊篭蕊蕊豊蕊蕊雲謹み＝

員と女性や子供さんにはハン

昨年は︑尾張ブロック設 営

二位恩田義則君瑞穂支部

第２７回議新;吉瓶鑑セ扇;ミ：字

会を開催した︒

で行ったが今年は名古屋フロ ッ

レディース優勝野田澄枝様

三位内藤孝一君中支部

ホタル賞後藤知恵様

クが受け持つこととなった︒

ウルに県内各地から百名が参

ュ

蕊議蕊蕊
、等溌噌魂蕊議蕊韓蕊蕊蕊穏饗溌鵜騒鍛驚簿:雫鍬：f舞琴鬼

昭和区高辻のシャンピァポ
加して村上理事長の始球式で

参加者

̲且
ヅ

漣:灘鍵灘驚議

西支部
・ボーリング大会

７日支部会８名
・豪雨被害状況・義

会講習

５日より青年部技能競技大
碧南支部

路日役員会及び慰労会

二十一世紀の初頭に記念号

をお届け出来ますこと広報委

世紀にかける決意と夢と希望

記念号には多くの方々が新

・義援金額決定

決定

・過年度全板大会

習会案内

・技能検定結果報告

７日西三連合会総会担当

の活性化に役立てられるよう

げて取り組む重点事業と業界

えて来ない中で︑板金業界挙

一向に先行きの明るさが見

を投稿して頂きました︒

鱒日次年度以降の組合の

４日第７回役員・班長会
加日青年部ソーラーシス

なって情報の提供をしてまい

一年であることを期待して頑

ります︒明るい話題が一杯の

張りましょう︒

広報委員会

中村光子
北出明治

岩室鏡

中西利夫
大橋政保
斎藤孝行
猪飼直樹
松永勝康

伊藤公一

沼沢啓二
佐藤忠雄
高橋銀吾
吉田万作
松井祐治

鷲見収

斎藤充昭

・在庫管理について

９日役員会焔名

今年も皆さんの目となり耳と

柿想について

江南支部

西尾支部

テム講習会

ｎ日ボーリング参加９名

肥日定例会

熱田南支部

員一同光栄に存じます︒

・今年度行事報告

苛鎮撫オノ

・神戸全板大会参加

援金募集

繍
至
薮溌溌

・太陽光発電実用講

豊田支部

《ぷく明：

鴫日青年部定例会Ⅳ名
知多支部

８日第３回支部役員会

千代田火災自動車保
険のＰＲ

Ⅳ日役員会９名
日三役会６名

肥名

９日東板会ゴルフ大会

２日定例会妬名

妬名

巧名

妬日支部青年部忘年会
・次年度の事業計画

と行事予定
西三板金連合会

７日総会
岡崎支部

３日役員会泌名
技能プラザ

・ストーンフェア・

・西三連合会総会
・板金工事保証制度

利用について
・不要在庫一掃制度
・ソーラー講習案内
・全板国保と国保の

比較

東三支部

焔日例会肥名

西春支部

旭日月例会６名

５日定例会皿名

津島支部

一宮支部

瀞賞鎚

局春谷南島立尾崎南田三南宮多和多

賞品は飛び賞も含めて三十

報告鷲見

二名に授与参加者全員に参加
賞が渡された︒

︾

綴
鶴I
1
i
l
し歓声を上げる

ず

撫結きけ；

事西刈江津知西岡熱豊東碧一知昭知

午後六時からゲームが開始さ

鍵蕊
村上理事長

患

田

務

れた︒

鯨

傍あいさつする

マ
ー
＝
や
−
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