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験日も気象台は日中の外 気 温

度を超す猛暑が続いてい て 試

迎日名古屋の気温は三十五

が製図用紙に展開図を書き亜
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板金曲げ板金作業に二名の合

五名︑二級に二十三名︑工場
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千鳥の止め加工︑一方はハゼ
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を流して挑戦していた︒
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による止め加工で落ち口に角
トでカシメて取り付ける︒角
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受験申請があった︒

愛知県全域から四十五名の

た︒

屋高等技専門学校で開催 さ れ

二十一一日⑧午前九時三十分か

能検定試験の実技試験が 七 月
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の止めにはエキスパンション
て作業していた︒

ち込める工具を整頓良く並べ

け︑決められた広さ場所に持

験免除者をのぞいた合格者は

訓練指導員資格者など学科試

補佐員が厳しく採点して職業

え直す発端となった︒創業以

が︿安全﹀について真剣に考

きをえたのだが︑こうした事

いて作品に汗などが付いてし

気温が三十六度にもなって

合格発表は十月九日に行わ

のような意識でしかなかった

害︺︹死亡災害︺など他人事

二級は角樋に落ち口ますの

カバーをビス止めで完成︒

取り付けで一級と違う点は谷

みが付かないよう細心の注意

が︑毎日現場で働いている以

が十二月十六日の技能検定合

を含んでおり︑今までの幸運

上いつでも起こりうる可能性

な事故は無かった為︹入院災

樋は底が緩いＶ型であるのに

れ︑晴れて実技と学科試験に

格証書伝達式で合格証書が手

来入院に結びつくような重大

角樋の底は平らであることと

を払ってみんな真剣な表情で

合格した受験者には合格証書

失格などはなく打ち切り時

九月に行われる学科試験を受

落ち口が丸穴に角丸円錐を二
あった︒

間までに全員の作品が提出さ

ける事になる︒

面リベットカシメで丸部分に
ている︒材料はどちらも○・

パイプを半田付け加工が違っ

を感謝すべきかもしれない︒

万一︑死亡や重大な後辿症

渡される︒

購見

れて検定試験は終了した︒

に繋がる大事故を起こしてし

まった場合の︑本人・家族の

判型丸円錐を溶接加工で︑作

鉄板で芯違い角丸台の横に小

二人を迎え︑夏季勉強会を行っ

センター講師の坂長助先生の

山元秀社長と︑法定特別教育

７月９日⑧㈱マドック荒

頃になって⁝⁝と︑お恥ずか

ど徹底着用を義務付けた︒今

用者に対しては罰金を課すな

用／︼をスローガンに︑無着

昨年暮れより︻如何なる現
場においてもヘルメット着

に銘じ︑経営者や職長だけで

言葉であるが︑その重みを肝

うかもしれない︒

社存続の道をも絶たれてしま

だろう︒そればかりか我社の

悲嘆は今更述べるまでもない

業時間は五時間三十分︑打ち

た︒荒山社長からは﹁リフォー

の意識に定着させる事が大事

なく現場で働く職人一人一人
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採点は二十三日に検定員と

三五の九○ｍ×六○ｍの亜鉛
鉄板である︒作業時間は二級
の標準時間が四時間︑一級は
四時間三十分でどちらも打ち
切り時間が三十分延長される︒

切り時間は六時間と長い︒こ

ム事業の立上﹂の話を︒また

しい話だが︑それまでは︑官・

においては︑ヘルメット︒安

東三松浦

傍坂講師の安全講話

である︒

︽安全第一︾使い古された

ような零細な事業所では︑会

のため作業開始が内外装は十

公庁やゼネコンの下請け工事

工場曲げ板金作業は一ｍの

前九時からであった︒

時からなのに︑一時間早く午

についての講演をして頂いた︒

坂先生からは﹁現場の安全﹂

︽安全第一︾誰もが口にし︑

課題には当日発表のＸ値が
あり内外装は一・二級とも角

く？？﹄規則としていたが︑

それ以外は職人任せといった

全帯の着用を半ば﹃しかたな

具合だった︒

いたる所でその文字を目にし︑

実行されているか否かは甚だ

丸円錐の高さが一○○と発表

疑問である︒能率・予算等の

になる職人が下屋根より転落

つもりだが︑果たして確実に
試験に先立ち村上理事長の

面からや︑恥ずべき態度では

逆ばれた病院へ向かう車中で︑

するという事故を起こした︒

頭の中では充分理解している

挨拶と佐藤忠雄技能士会長が

あるが︑﹃而倒くさい⁝﹄﹃自

高さが二八○と発表された︒

尾張は江戸時代から技術力に

分に限って⁝﹄などという気

され工場曲げ板金は角丸台の

は優れた地域であり皆さんも

事ばかりが頭をよぎる︒それ

診察結果を待つ待合室で︑悪

昨年暮れ︑我社の二十四歳

頑張ってほしいと挨拶︒

底した実行を為し得ていない

持ちの緩みから︑なかなか徹

幸い脳震撒と打撲程度で事な

は生きた心地がしなかった︒

検定委員七名と補佐員十三

私事で恐縮だが︑我社では

のが現状ではなかろうか？

名から注意事項や製図用紙な
選手は背中にゼッケンを付
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ではありますが︑できる限り
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したら︑この文面をお借りし

最後になりますが︑私も発

ました︒東三松浦
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組合員で浮貝忠幸さんがすば

か多而角の作品であり︑打ち
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応援する所存です︒

起人の一人として︑激励会中
の不手際や︑御無礼がありま

全板連青年部部長就任にあたって

河田雅彦

出しなどと又違った難しさが

灯龍は○・五ｔの真諭製で

て県板へ寄贈したいからと紹

のか？を考えていく立場にな

高さ四○ｍ直径は三六ｍで出

れるが︑以前からの作品が多

介があった︒

この度︑全板連青年部部長

りました︒勿論︑私も勉強し

浮貝さんは今年六十四才に

来ている︒

ると聞いた︒今年の職人展に

くあり三十六角製の花瓶もあ

夫妻に贈呈し︑御本人より御
に就任いたしました東三支部

ていきます︒全板辿青年部役

なられるが若い頃︑東北支部

礼と抱負の挨拶があり︑式典
の河田雅彦です︒

ブロックも加盟してきました

員十二名︒今年度より北海道

の猪飼板金で修行を職み独立

間において︑河田雅彦氏の全

思えば十年前︑地元組合に

が︑皆で力を合わせ全力で頑

された︒二十五年ぐらい前か

板迎・日板協青年部部長 就 任

加入し︑そして青年部活動に

張ります︒私の役目は皆をひ

ら趣味で花瓶や灯龍を作って

入り県板事務所三階に展示さ

三の関係者の他︑河田氏の友

計画したもので︑当日は ︑ 村
上章理事長を始め︑県板 ・ 東
も何曲か飛び出し︑あっとい

代表取締役に就任
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は何点か出品していただけた

人も出席して頂き総勢印名以
う間の２時間でした︒

）【組合活動】

部長の開会の挨拶で始まり︑

）平成４年12月㈲伸昌板金設立

式典では平松賢治束三 青 年

上の盛大なものとなりました︒

を悪くされ病弱になっておら

浮貝さんは三年前から体洲

ある︒

参加し︑ただ仲間づくりをし

とつにまとめる事であり︑そ

こられた︒最初の頃はイメー

は閉会致しました︒

は会場は和やかな雰川気に変

高橋銀吾様の乾杯の発声の後

いりました︒本当に多くの方

たい︑との一念でここまでま

れぞれ素晴らしい人格者達を

ジ図を書いてそれから展開し

たらご覧いただければと思う︒

れているので︑組合へ来られ

を祝い︑激励会を開催しまし

わりました︒余興として刈谷

と出会い︑また勉強させてい

ています︒

奮い立たせる事であると思っ

て作るわけだが︑いざ作って
よかったな︑とあらためて感

寄贈された雪見灯龍のケース

その後︑場は祝宴に移り︑

この激励会は県板及び束三

の望月克治さんのプロ顔負け

ただき︑組合に入ってよかっ

みるとなかなか自分が思って

いるような作品にならず失敗

た︒

滑年部の有忠が中心となって

のマジックショーやカラオケ

たな︑青年部活動に参加して

最後に︑今後共皆様方のよ
り一層のご指導ご鞭推をお願
謝しております︒
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河田様におかれましては今
後何かと大変だとは思います
が︑持ち前のガッシと行動力

は福田氏の寄付である︒
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浮貝氏閥と村上理事長
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リ

に失敗を重ねて最近ではだい

青年部部長就任

い致しまして︑非常に簡単で
はございますが就任のご挨拶

青年部部長就任

という大役を受ける事になり︑

，平成11年中部板金工業組合協議会

で頑張ってくれる事は間違い
ないと思います︒私達も微力

､ﾊﾊﾊ〜河田雅彦氏プロフィール､ﾊﾊへ

の河田氏プロフィール紹介に

一間
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上鯨

し祝宴風景
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とさせて頂きます︒
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より洩れなく粗品の進呈︑粗
品はバラエティに富み︑組み
合わせも絶品︑参加者から大
いに喜ばれ称賛を得た︒

府管掌健保加入事業所は全板

合員全体でメリットを頒ちあ

いに組合活動に繁栄され︑組

☆七月は県下一斉に︑

国保・同基金の加入は除く︶

みを託したいと願うものであ

を排除し︑組合の活性化に望

会議室の提供を受け︑更に従

好意とにより︑事務所隣りの

上理事長のご出席を頂き激励

の委員会の開催にあたり︑村

去る七月二十四日㈹第一回目

愛知県板厚生委員会では︑

を推進しているが︑年々加入

である︒県板共済の加入促進

能となり︑全板国保に加入が

認められ︑継続が可能となる

にすべて加人の対象になるの

事もあり︒是非ご相談を？﹀

これらの手数料は組合に取っ

が本来の姿ではないだろうか︒

て最大の収入の源となり︑大

７月朋日組合３階会議室に

る︒

加入数の伸び悩みの原因と

努力してもらいたい︒

所位の加入をめざしてさらに

瀞零経営研究委員会報告懲鍵

沼灘

える姿に整え︑不公平な政策

た場合は︑先ず県板事務局へ

知多支部︑壁江重光支 部 長
業員からも献血のご協力も頂

︿新規に法人組織を登記され

﹁愛の血液助け合い運動月旬

ご相談を９適用除外申請が可

中﹂です︒

沼淫

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

淵曝震薦

では︑献血活動を新世紀へ と ︑

き︑知多支部に花を添えて頂

も遅くはない︑心の準備を︒

先代の築かれた像業を継承し︑

五○％を割っている状態で︑

者が減少しており︑加入率は
て開催︒

により実施した︒幸

との・スローガン・

雇用︶︑県板共済などの各種

年金基金︑労働保険︵労災・

全板国民健康保険︑全板国民

先ず︑今年度の推進事項は︑

解を仰ぎ︑加入を希望される

員にあっては︑尚一層のご理

ご理解を仰ぎつつ︑未加入会

記した諸事業に対し組合員の

解を仰ぎたいものである︒列

見直しが必至で組合員のご理

境を乗り越える勇気と希望を

に英知を出しあって︑この苦

の経営に少しでも役立てる様

営研究委員会としては組合員

むしろ悪化の傾向にある︒経

景気は一向に良くならず︑

いる︒横の連絡を密にして仕

事業所の格差がはっきりでて

地域によっては〃ゼロ〃の支

しては︑長引く不況と名古屋

い︑好天に恵まれ組

保険の加入促進と勧奨を含め

勢十三名に委嘱状の交付がな

出席委員９名︵欠席１名︶

合員の出足は好調︑

早急な対策の検討︑それぞれ

持っていただきたい︒

①委員長挨拶

ご夫婦揃っての提供

場合は︑担当委員の方︑又は

ダーシップを取り︑良い情報

ぬ限界まで来ている︒再度の

も数組あり︑心温ま

の制度について資料を参考に

支部長にお申出の程を︒但

を早く組合員に提供できるよ

部も見受けられる︒猶予なら

るものを感じ︑役員

充分にご理解を深めたようだ

し︑全板国年基金のお問い合

期待を寄せられた︒

の尚一層の励みとな

が︑しかし︑健康保険︑労働

わせは︑

うに委員各位の努力を期待し
ます︒

②委員会委員へ委嘱状交付
て平等の立場で拙成されなけ

現在県仮全体でまだ肥事業

組合は組合員によってすべ
関しては︑勧誘に際し年齢は

ればならないものであり︑全

所の加入のみである︒川事業

いて

恵を絞り︑粗品の配

若い方を中心に拡販し︑的を

険・県板共済︵法人組織で政

仮国保・全板基金・労働保

③高速道路別納システムにつ

布に懸命︑提供数型

絞る方が有利と言えよう︒

﹁老後の備えは﹂今からで

に従い参加者には︑

趣向をこらし抽選に

いう提案が有った︒

事の紹介等をしたらどうかと

仕事量の多い事業所と少い

④その他

考えられる︒

り︑これらを契機に

保険に関しては︑移籍には難

フリーダイヤル

高速がまだ利用できない事が

末代まで︑永遠にと

題も予測されようが︑新規加

○一二ＣＩ三四

経営研究委員会が組合のリー

続けて欲しいと願い

は如何か︒更に︑年金基金に

入者を対象に目を向けて見て

一一六五︒

献血担当役員は知

され︑任期は二年︑大いなる

１

たいところである︒

下さい︾

次に労災の上乗せ的な制度

灯火を消すことのなきよう心

の挨拶と︑沼津委員長を始め

＃

︽貴方の元気を

ブロック長並び委員を含め総

は︑毎年お世話になっている

︾

問屋様で︑武豊屋㈱社長のご

詠署

⁝蕊
言＃

ｂ・門今︒・Ｐ

斜：︾謬癖

し献血風景

１

午後一時より受付︑採血場所

いです︒

u
｣
｣
｣
｣
』

いた形態となり頭の下がる思

1
３

た︒実施日は去る七月二日側

☆
を込めて︑献血活動を実施し

☆

蕊§
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育児休業及び介謹休業の場合︑

で継続して働いている場合︑

自ら職業に関する教育訓練を
受けた場合に給付を受けるこ

で︑部屋の若い衆が︑各テー

のみなさんにも各種助成金の

これだけの料理とビールの

対応に苦労していた︒

量で︑一人三千円では︑赤字

ビールに変わって︑若い衆は

には瓶ビールがなくなり缶

一時間半程で︑会も終了し︑

最後に親方と記念撮影で︑楽

しい一時を終えた︒

津島猪飼

●ｅ▲︒ｖ●■凸８７ｃｂｄ０Ｕｂ句Ａ０ｒ串旬凸０７●■■一︒■●●▲凸▽

支部と訓練協会の合

同親睦会Ⅳ名

８．９日支部旅行四名

春日井支部

直徳︵ハサミ︶工場

・支部研修旅行
・保証事業への協力

羽日ます釣り会別名

岡崎支部

師日支部役員会４名

見学・伊香保温泉
配布

築に向けての小冊子

・リサイクル社会の構

西支部

躯日太子講町名

碧南支部

豊田支部

即日支部会９名
・保証関係講習会

西尾支部

技能検定反省会

羽日支部技能委員会

創名

叫日第４回役員・班長会

・パソコン講習会
・銅屋根現場見学会

岨日定例会

熱田南支部
．ＩＴ講習会の件
一宮支部

・保証制度推進

ｎ日役員会別名

岨日青年部定例会

ｎ日支部役員会躯名
コン・リフォームソ

知立支部

岨日青年部講習会︵パソ

フト︶妬名

妬日三役会６名

９日青年部定例会ｎ名

８日夏季勉強会肥名

４日定例会躯名

東三支部

泌日支部理事会Ⅳ名

２日愛の献血活動羽名
略日青年部役員会７名

肥日定例会５名
知多支部

江南支部

肥日例会７名
資格者︶の案内

・保証制度講習会︵有

グ大会の案内

・尾張連合会ボーリン

ステム

・高速道路別納料金シ

５日定例会５名

津島支部

歴園匿鹿

広報委員七名出席
午後五時十分終了
広報委員長鷲見牧

三六三号編集委員会

七月三十一日㈹晴

先して掲載している︒

事は遅らせるわけにいかず優

てしまった︒季節感のある記

れない原稿がストックになっ

どこ吹く風で多すぎて載せら

るが︑今年の夏は夏枯れなど︑

枯れで原稿が少なく困ってい

広報委員会も七月は例年夏

聞いても思わしくないと︒

く夏枯れ状態で仕事はどこに

ぱりだめといわれる業種が多

景気のほうも二・八はさっ

る︒

は水枯れで夏枯れに陥ってい

雨が降らないので分離帯の木々

ところが意外と見受けられる︒

低木のさっき等が枯れている

を走っていて思う︒街路樹の

大丈夫のようであるが︑市内

回っているため水道水はまだ

水源の岩屋ダムは八○％を上

○％に落ちている︒名古屋の

および牧尾ダムも貯水率が四

る︒夏枯れは岐阜県の山にも

ダムでは六次節水となってい

作ダムが貯水率を下げて宇連

愛知県内では宇述ダムや矢

上２度目となった︒

十日以上になったのは観測史

三十度を超えた日数が連続

みの暑さと少し様子が違う︒

﹁夏枯れ﹂今年の暑さは並

編

とができます︒また︑事業主
対象となる制度です︒
になったことだろう︒

そこへ取組を終えて帰って

Ｍ日相撲・大島部屋にて

０Ｆ■ｂ凸■Ｔｂ■ａ０ｐｂ印Ｑ−０７■■日日ｒ■Ｂａ卓︒ｒ■■凸０７弓Ｇ・ＡＴ●■■一○７■■︒■■

＊まだ︑加入手続きをとられ
●︒■一日刀●■＆

７月各支部の動き

てないみなさんは︑加入手続
きをしてください︒

昭和支部

きた︑モンゴル出身の旭 鷲山

し旭鷲山関︵中央︶を囲み記念撮影

９日月例会皿名

問い合わせ先
又は

妓寄りの公共職業安定所
労Ⅲ基準監督署

我々のテーブルの接待をし

力士が活雌している︒
てくれた細野君も︑この日︑
会も盛り上り︑ビールのペー

白星で嬉しそうであった︒

関と旭天鵬関が加わり︑

スが︑皆早くなり︑最後の頃

める大島部屋のちやんこに︑

場も盛り上がり︑各テー

ブルの世話におわれていた︒

海部津島地区の愛知県板金工

平野支部長が︑後援会長 を 務

業組合会員と愛知県板金 総 合

ブルで写真ぜめにあって
この日は︑両力士共白

職業訓練協会会員︑十七名が

土曜日とはいえ︑仕事を 済

星で機嫌よく撮影に応じ

いた︒

ませてからの参加で︑半 数 近

てくれた︒

現在︑大島部屋には︑

くが遅れて参加となったが︑

ちやんこ会場には︑既に他の

下に旭弁天︑旭天山︑旭

南海︑旭光の四人︒三段

幕内に先ほどの二人︒幕

目に旭照天︑旭日海︑旭

が︑宴会を始めていた︒

我々は二テーブルに分かれ

若者や女性のグループ三 組 程

丸テーブルの中心には大きな

川︑旭陽︑安芸旭の三人︒

序ノロに西尾︑旭峰山︑

隆の三人︒序二段に旭

細野の三人︒計十五人の

ちゃんこ鍋︑その回りにさし
あり︑かなりのボリュームで

身や料理が大皿に盛り付けて

ある︒またビールも飲み放 題

嬢驚燕職繊

集まった︒

七月十四日㈹午後六時から︑

相撲の名古屋場所最中の︑

︾津島支部名古屋場所の雷

＊労働保険は︑労働者の 方 々

ません

高齢者で賃金が低下した状態

を被った場合︑失業した哩盟ロ︑

が不慮の業務災害・通勤災害

働

保険︶に加入しなければなり

労働保険︵労災保険・ 雇 用

事業主のみなさんは

労働者を一人でも雇用する

義

鱗大島部屋を訪問︾

平成１３年８月１５日（４）
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