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愛知県板は
一七五名参加
全板大会は６月廻日ポート
ピアホテルで前夜祭が︑皿日

本大会が神戸国際展示場で開
愛知県板金工業組合は皿日・

催された︒

週日︑一泊二日のパスッアー
を組んで兵庫大会に１１７名
スッァー記名が参加した︒

地として︑養老ＳＡに︑９時
ションが行われていた︒

は大型機械や道具類の販売とデモンストレー

時世を反映してか屋外展示は規模が縮小

半頃集合した︒

されているようにおもわれたが︑暑い日の

東条湖畔で昼食をとり姫路

見学も休憩場も無く疲れるものだがエアコ

て別行動であったが︑帰路のバスごとに参

が︑それまで村上理事長は︑大会役員とし

愛板コースは午後３時に会場を後にした

ンの利いた屋内展示は欠かせないことだ︒

を降りる度に強い陽射しでか
いた汗を塩田温泉の宿﹁夢乃
温泉といえども外の夜景は

井﹂で流した︒

真っ暗で何一つない所だが

生制度活用組合表彰︵全板国年基金︶に第一

加へのお礼と挨拶の中で愛知県板が福利厚

︵敬称略︶

位受賞したことを報告された︒一宮佐藤

﹁夢乃井﹂の宴会は大いに賑
過日は宿を９時に出発して

大会受賞者

鈴木幹彦三浦

＊功労章

糟谷満石川

建築技術の部

＊鵡回全国建築板金競技大会

▲懇親会風景

城見学や円教寺をへて︑バス

▲ 大 会 風 景

わった︒

アイランドで早めの昼食をす

湊川神社参拝後︑神戸ポート
ませて岨時半には大会会場に
神戸国際展示場２階で午後

到着した︒

１時より式典が行われた︒式
典会場の１階では各メーカー

蕊識＃

職

蕊；

と︑当日会場及び支部単独バ

第 ２ 位 片 山 匡裕
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の商品やパンフレットによる
展示があり別の屋外展示場に

無手

男治

▲功労章受賞者（敬称略）
左から石川光男、糟谷満、三浦誠治、鈴木幹彦
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愛知県板は昨年の横浜大会

蕊

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

では式典当日を出発日として
高速道路の渋滞に
あい大会終了後に
到着という苦い経

潮

謹

▲展示会場風景

回は前日に兵庫県

鰯愈瀧灘
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験をしている︒今
内で観光を行い︑

田温泉で一泊し認
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て参加できるよう
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額

蝋
蕊

式典にゆとｈをもっ

いた︒

に行程が組まれて
ツアーのコース

は︑バス４台で各
支部の参加者の都
合に合わせた出発
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電話052‑732‑1226

郊村塑理嘉長蹴蕊簿綴
詑・蔀・苧や︽︑挙捗誉客やや争奪字や寸物．今金今やや杏︑斡舎秒・

らの指導も中小企業団体中央

このようなことから行政か
日板協理事長の勝又貞治氏が

式は︑一人づつに全板連・

上位入賞者︵関係分︶

建築技術の部︵ＮＹＡＣ︶

フォーム商品の説明があり︑

パンフレット︑施工マーーュァ

ル︑施工ビデオを使って次の

一位桑原勝則︵群馬︶

・エコダッハ

．ＥＲ横葺きシリーズ

五位中辻安則︵奈良︶

四位伊藤秀二︵三重︶

︒ＥＲやすらぎ

︒ＥＲソーラーシステム

商品が紹介された︒

青年部部長・野溝年成氏が︑

二位片山匡裕︵愛知︶

賞状を渡し︑全板連・日板協

その団体の副会長に就任さ
記念の盾を渡された︒

会からなされる︒

れたことは我々の組合にもと

三位宇野勝義︵愛知︶

その後︑昼食をし帰路につい

午後一二時三○分であった︒

全ての行事が終了したのは︑

小泉内閣になって国債の発

ても力強いことである︒

行が減り︑地方行政の補助金

︒ＥＲかわら

．ＥＲやまなみ新工法

ザや心〃今秒．隼必勝やや．Ｊ守幾ワ．忽や．群．・・や

大変名誉である︒お身体に

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

た︒

選任され就任された︒

も少なくなり︑当然私たちの

業が展開出来れば板金組合と

その中で少しでも有利に事

岡崎宇野

ただきたい︒

は十分気をつけて頑張ってい

認は直接知事に提出するので

県知事であるが報告事項や承

しても助かるのではないであ

レート外壁に新しい下地を取

︵ふき葺Ⅱ型︶︑既存の小波ス

に葺替できるタイトフレーム

があり︑既存の折板を剥さず

る㈱サカタ製作所の商品説明

昼食後︑金具メーカーであ

業界に来る補助金なども目減

はなく︑全て中小企業団体中
ろうか？

りしてくることになる︒

我ら愛知県板の村上章理事

央会を経て提出することに組

愛知県板の行政認可は愛知

長が４月訂日の愛知県中小企

６月２日出９時妬分より３

り付ける金具︵ウォールタイ
西三板金連合会は今年度の

時釦分まで岡崎技術工学院に

鷲見

合法で決められている︒

事業の一つとして新商品に関

上位入賞者︵第五位まで︶の

四回全国建築板金競技大会の

高橋

り︑今回の研碓隆二は終了した︒

と題して約１時間の講演があ

き残りにどうすればよいか﹂

して﹁これからの板金業は生

電工㈱の有須田修氏を講師に

ふたたび教室に入り︑松下

た︒

パールーフ︶の３種類であっ

棒屋根の葺替ができる︵スー

塵工法︑そして㈱田中屋の瓦

ルーフ︵ＥＲやまなみ︶の無

わら︶︑大波スレート用カバー

同鋼板の金属かわら︵ＥＲか

使った︒施工した屋根材は大

その後︑教室を出て駐車場

トリスト︶が紹介された︒

宮市﹁富士教育訓練センター﹂

にてデモ施工に移った︒施工
行っている事と変わりがない

とデモンストレーション施工

さて︑私がこの場所に行っ
十三年度の事業報告の中に

▲スレート葺き替え実習

午前中は大同鋼板によりリ

て開催し︑西三板金連合会８

と思ったが︑ただ一点不思議

の研修会を開催した︒

する研修会を企画していたが︑

に思ったのは︑会計報告の中

で行われる事が︑発表された︒

に繰越金と言う金額がない事

する屋根は太陽光発電システ

中に︑役員改選に関する件が

はじめ他ブロックより廻名の

あり︑協議の結果︑第八代新

である︒その理由として︑青

支部より艶名︑村上理事長を

六月二十四日⑧長野県長野

部長に愛知県板︑東三ブロッ

をしておらず︑本部会計より

年部自体が独立した運営活動

今回︑大同鋼板㈱の協力でリ

市の﹁ビッグハット﹂におい

クの河田雅彦氏︵㈲伸昌板金︶

繰入金をいただき︑余った金

内容については︑私達が

て︑第二十六回通常総会が行

に決定した︒愛知県板から部

額を全額返金して︑新たに繰

ム講習の時に作られたものを

本来なら県板青年部の役員

のことで︑﹃すごい﹂の一言

長が任命されたのは︑初めて

フォーム関連の新商品の説明

が参加するのだが︑総会後の

入金をいただく方法をとって

樋常総会雌参伽〃端

別の件で同場所にいく用事が

につきると思う半面︑全板連・

われた︒

あったので︑通常総会に参加

日板協主催の行事にはより多

いた︒

くの人数を参加させなければ

﹁あすなる研究会﹂が︑石川

席するためである︒

表彰式があるので︑それに出

た訳には︑総会後に﹁第二十

開会の辞で始まり部長あい

県七尾市で開催され︑競技大

ならないと思う︒

さつ︑参加人数・委任状の報

会が︑去年と同じ静岡県富士

参加した︒

記の任命で始まった︒議案の

告︑来賓あいさつ︑議長・書

▲リフォーム研修・実習風景

してどのような通常総会が行

参加者があった︒

弓

われるのか見てみようと思い

鴬ヨ瀞

業団体中央会総会で副会長に

〆鱗
拝
早
毒
制
韓
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(3)平成１３年７月１５日

篭

：

平成旭年４月から住宅品質

有り難うございます︒

力いただいていますこと誠に

日頃から︑県板事業にご協

ており︑全板連では平成ｎ年

す︒建設業者の関心も高まっ

をさらに高める必要がありま

ています︒そのためには実績

確固たる制度としたいと考え

度を主要事業として取組み︑

年度は︑さらに多くの保証書

３０３件となっています︒本

なり︑６月

１５２件とこれまでの最高と

り︑昨年は保証書発行件数が

して︑皆様方のご協力によ

平成ｎ年までの合計而件に対

らに上げる必要があります︒

なぁ﹂と不安で一杯で︑出来

変な事を引き受けてしまった

れ︑自分も手渡されると﹃大

一人一人に委嘱状が手渡さ

︵昭和支部の鷲見氏︶から︑

二時から始まり︑新委員長

定刻より一時間早く︑午後

れました︒

る第一回目の委員会が開催さ

三階会議室にて︑新体制によ

六月二十八日に︑愛板組合

みるといいかもしれません︒

をやっている方は︑一度見て

ましたので︑インターネット

いで︑こった作りになってい

訪問者も三千人に迫るいきお

金工業組合の設立から生い立

構充実した内容で︑愛知県板

分ものぞいたことがあって結

てきて内容の紹介などで︑自

瀞零簿広報委員会報告鍵鍵懲

確保促進法︵品確法︶が 施 行
までの過去Ⅳ年間の発行枚数
を発行致したく︑県板の保証

役員名簿など載っています︒

が後半は本業の新聞作りで︑

ちょっと余談になりました

こに載せるのか検討している

各自が持ち寄った記事を︑ど

店工事発注者から要望の例も

ており︑保証書発行数が急増

者︑御施主様の認識が高まっ

おられて︑私のような︑まだ

しっかりとした考えをもって

やって来られた委員の方々は︑

の抱負が話され︑さすが長年

次に新旧の委員による今後

を選定しました︒

れば︑その内容にあった写真

チェックして︑写真などが有

いか︑あれば修正したりして

回し読みして︑誤字脱字がな

間に︑その記事をみんなで︑

店で︑世代交代などがあった

てしまいました︒

ただ頑張りますの一言で終わっ

Ｒしてはどうか﹂との意見が

バトルが繰り広げられ︑ただ

な意見が飛び交い︑白熱した

たか分かる写真を選んだり︑

いる互真や︑何処に旅行に行っ

旅行などでは︑全員の写って

出された︒広報委員会︑支部

ＩＩ

開催白州

総務委員会

＊７月４日㈱

技術研究委員会

＊７月Ⅲ日㈱

厨房・空調委員会

＊７月Ⅳ日㈹

厚生委員会

＊７月別日㈹

経営対策委員会

＊７月調日㈱

広報委員会

＊７月釦日㈹

Ⅲ県板事務局Ⅲ

きり分かる物を選抜し︑レイ

日頃は︑組合事業にご

夏期休暇の
お知らせ
圧倒されるばかりで︑話の内

上げます︒

協力を賜り厚く御礼申し

唯一分かった会話がパソコ

豊田田中

次回七月三十一日火曜日

８月怜日㈱まで

８月Ⅶ日出から

お休みさせて頂きます︒

'
'
'
１

推進し︑確固たる制度として

されましたが︑全板連の責任

累計３︐７４０件に対し︑平

制度適用店の方々に最低１件

るのだろうかと︑心配の反面︑

ためには保証件数の実績をさ

確立したいと存じます︒その

け昭和的年から始められてい

施工保証制度は︑これに先駆

７件と急激に増加しています︒

成旭年１年間だけで２︐０９

今後の機関紙が自分の力でど

ちとか︑責任施工保証制度や

ます︒品確法の施行に伴い︑

します︒

は申請して頂くようお願い致

う変わるか︑ちょっと期待し

日現在で累計が

お施主への保証の必要性は︑

を当分の間は主要事業として

１１ｆＩ１０３１８８Ⅱ０８０１日ⅡＩⅡ■２８日日日日８日Ⅱ■８０Ⅱ日回包日日＆■２ＲＢＢ９８■届■ＩＥ■Ｂ■■■■因円■且■■日Ｈｇ■■■且﹃

時６ 月 幻 日 ３ 時 開 会

している最近の状況を知らせ

右も左も分からない若輩者は

住宅品質確保促進法︵品確

所組合３階会議室
として推進することが確認︒

紹介された︒組合の主要事業

に協力依頼をする︒保証看板

るべきである︒各支部長あて

とき﹁自動継承でなく︑講習

法︶の施行により︑工事発注

出席要員Ⅲ名︵欠１名︶

資格取得後の工事施工技能
向上．新しい資材の紹介など

会受講が必要であることをＰ

斉藤副理事長

１︑担当役員挨拶
２︑委嘱状交付

の講習会︵再誰習︶を実施す

標に取り組む事とした︒尚︑

板組合３Ｆ会議室で実施を目

その後︑討圭狸云になり︑色々

る︒今年度は９月帥日㈲︑県

︑保証書発行状況について

４︑識 事

での取組みの呼掛けを検討す

アウトなどを決めて︑三時間

各支部で保証看板店の意識高

に及ぶ新聞の編集が終わりま

①支部別保証看板店数 ② 保

て︑ただ呆然と会話を聞いて

実施が重要である︒今年度の委

ンのホームページの話で︑委

県板事務局は︑

容にぜんぜんついていけなく
加を呼び掛けることとした︒

揚に取り組み︑講習会への参

今回十名のスタッフで作り

ることとした︒

証書発行及び工事規模一覧表

いて︵意見交換など︶

で実施を目標とする︒

員会開催は︑４回程度とする︒

ました︒

局長が説明︒全国・愛知とも

③旧年度の保証事業の推進に

うな気がしました︒

う間に︑時間だけが過ぎたよ

側その他当面する諸課題につ

③全板型保証書発行実績 一 覧

②の講習会は受講人数・講

した︒

︵会場の関係で参加者数が多

師など課題が多い︒継続的に

裳

いるだけで︑なんかあっとい

④責任施工制度保証書発 行 及

くする︶数年中に全ブロック

数のときは講習会の回数を多

昨年から急増している事 が 指

ついて

員長がホームページを印刷し

摘され︑工事請負業者・ 工 務

以上の資料により谷沢事務

びクレーム事故件数・内容︒

講演会などは︑顔とかがはっ

出席者自己紹介

３︑大友委員長挨拶

写真などは︑たとえば親睦

②旧年度保証講習会について

零瀞寧保証委員会報告鵜鵜慰

ています︒

県板では︑責任施工保 証 制

益々増大してきます︒

県板としましても︑保証事業

偏線鉦津鐸祇 の ご 協 九 瞳 ゴ 蝋
灘蕊鰯錨

世間では梅雨入りしたばか
最深三六三Ｍ︒ちなみに一位

る時に受付で団体名や入山時

投げ捨てで火事があり入山す
間を書かなければならない︒
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