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全板連
昨年七月村上理事長よ り ︑
された︒これまでのところ︑

画についての調査研究が開始

︵東京都板組合との一回

一︑平成九年十二月

目の話し合い︶

一︑平成十年七月

委員会発足︶

︵板金会館維持管理特別
一︑平成十一年三月

目の話し合い︶

︵東京都板組合との二回

︵所管官庁との話し合い

一︑平成十一年十月

建設省︑通産省︶

が著しく︑それにともなう修

三十年が経過し︑近年老朽化

一九七十年十月に竣工し約

沿った建物でなければならず︑

れず︑﹁目的﹂や︑﹁事業﹂に

館建設を行うことでは認可さ

く建て直す場合︑ただ単に会

その結果︑板金会館を新し

雑費等も︑かさむように な っ

ついて︑定款による研究も必

新しく建てる会館の目的等に
要となった︒

てきた︒そこで︑平成十年七

館の維持管理︑および将来計

委員会﹂が発足され︑板金会

月に﹁板金会館維持管理特別

員会発足の経緯

一︑板金会館維持管理特別委

聞きしたので報告する

委員会委員長畠山喜文氏にお

連の担当者板金会館維持管理

雑談で出ていたとの事で全板

でと言う案も？あくまでも

の賦課金もしくは出資金名目

いて組合員一名につき一万円

雑談ではあるが建設資金につ

板総務委員で発表があった︒

計画が持ち上がっていると県

全板理事長会で全板会館建替

；

二︑委員会のこれまでの調査
結果
に︑今後必要となる費用

一︑会館を維持していくため

五百万円

イ︑今後十年間で二億二千
二︑建て直しの場合︑約三億
五千万円
このことから︑委員会の結
論として︑建て直す方向で調
整中である︒尚これまでの話
し合いにより︑各フロアの要

た︒

望について次のとおり判明し

組合ニフロァ

一︑全国板金業国民健康保険

一フロア

ニ︑東京板金工業組合

一フロアの半分

三︑全板興業

一フロアの半分

四︑全国板金業国民年金基金
以上の結果をふまえ︑設計

た︒

会社に依頼することとなっ

現在の利用状況
Ｂ一

東京都高等職業訓練校
一Ｆ

日本板金工業連合会
社団法人日本建築板金協
今云

全日本建築板金保証セン
ター

全国板金業国民健康保険

一一Ｆ

組合
東京都板金工業組合

三Ｆ

会議室︵大一室︑小一室︶

四Ｆ

全板興業㈱管理人室︵現

五Ｆ

在荷物置場として使用︶
六Ｆ

全国板金業国民健康保険
組合別室
従って︑現在宿泊室は︑一

尚︑今後も︑委員会が開催

室もないとの事である︒
され︑決定事項がある時は︑

県戸倉町で開催された昭和五

者大会に参加したのは︑長野

私が初めて全国建築板金業

中行事です︒大会に参加する

大会は私達夫婦にとっては年

ちにしている様子です︒全板

は必ず参加すると今から心待

ギーをいただいた気分です︒

事により何かしら強いエネル

十三年第三○回大会だったと

今は事業を廃業されている

田噌つＯ

有意義な事であろう︒小さな

語り合う事はなんて素晴しく

国から集いスローガンを掲げ

たまたま支部

業界も一つに結集すれば大き

我々︑零細企業者が年一回全

の役員として三

江南支部の坪内正夫さんが全

名で初めて参加

く実を結ぶと確信しています︒

国功労表彰を受賞された︒

した時の記憶が︑

に一人でも多く参加して何か

愛板組合の皆さん︑全板大会

の繁栄に役立てていただきた

を得て何かを肌で感じ︑事業

残っている︒私

もおかげで︑平

今でも心に強く

成三年の四国高

知県で開催したらどうか︑し

員会で﹃全板大会﹄を我が愛

さて今回尾張板金連合会役

いと思います︒

その時の感激が

彰をいただき︑

松大会で功労表

走馬燈のように

二○○五年の愛知万博と同時

かもどうせお引受けするなら

く所によると全板大会を開催

開催と言う提案があった︒聞

私は全板大会

浮かんでくる︒

に非常に縁があ

くらりと逃げていましたが年

していない県は愛知県を含む

り︑長野大会か

貢の納めどころで全国有数の

ら今年の兵庫神

だいておりま︲再

組合員を誇る我が愛知県がい

県らしい︒今までは︑のらり

私事でありま

全国四十六都道府県で二〜三

すが︑四国高松大会で表彰さ

よいよ出陣と言う所かな︒

参加させていた

板金会館維持管理特別委員

れた時から家内が一緒に参加

エネルギーと労力そして金も

戸大会迄︑毎年

会の方々には︑御苦労様では

してくれ︑それから家内も全

かかり大変な大事業です︒し

迅速に︑各組合理事長まで︑

あるけれども︑尚一層の調査

後は共に行動しております︒

板大会の魅力にひかれ︑その

かし他県はこの事業をすでに

今年度の動きと今後の予定

研究をお願いして︑板金会館

今年度の神戸大会は︑体調

文書の送付有りとの報告を受

建て直しの件についての報告

２頁へつづく

開催してきていて愛知県が出

一︑境界線を確定するために

測量の実施
一︑資金の調達方法について
の調査研究

けた︒

とします︒知立斉藤

をくずして参加できず非常に

め︑設計の依頼

一︑工事に向けての調査研究

残念がっておりました︒来年
いての調査研究

しい板金会館の役割につ

開催するには非常に大きな

一︑日板協の将来像に伴う新

飴〃ｋｌ課

一︑建築費用を明確にするた

令一、ヨーヘ

−−全板大会に思う
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１頁のつ づ き
に寄るために︑単独でマイカー

謬県板青年部一宮支部錫

で五年程働いていた小柳君と

又︑九州福岡大会では我社

色付けの段階になると︑硫

た銀ろうを落とし再度︑なら

付着が終わると︑余分に着い

がら︑付着させていきました︒

青年部では退部者が多く︑一

ケートが行われました︒最近

県板青年部一宮支部でアン

答えている︒

か﹂には︑半数が﹁はい﹂と

に六割︑﹁転職を考えている

ろうを使用して銅板を焼きな

かりました︒銀ろうは︑五分

知県板の皆様に合流し親しく
言う従業員と会場で偶然に出

化と煮色のどちらかで色付け

ましたが︑ここ三年くらいで

時は三十名を越える部員がい

す︒

出来事が鮮明によみがえりま

と行動を共にし︑帰りは同じ

語り︑時の経つのも忘れ皆様

びます︒

合い︑感激した事が思いうか

を行うことになりました︒硫

で参加致しました︒会場で愛

村上理耶長にリーダーシッ

バスで帰りたいと思った程で
まだまだ思いはつきません

化は︑四十二度くらいの湯の

来ない訳はありません︒

プをとってもらい︑準備委員

した︒愛知県板の皆様となご
が︑愛知県板の皆様︑二○○

ア諺ケｍｕ鵬呼

会を発足して長引く不況から

りおしく別れて自分の車にも

五年の全国板金業者大会を愛

中にムトウハップを入れて︑

部のあり方について確かめる

二十名くらいまで減り︑青年

いう思いがあるのだろうか︒

ぐ役に立つとは限らない︒と

術を習得したいが︑それがす

脱出するためにも︑二○ ○ 五
年の愛知大会実現の為に 迩 進
どり︑発進しようとアクセル

各々の気に入った色に仕上げ

し作業に入りました︒

しようではありませんか︒余

をふかしたところ︑駐車場所
こなし全国の皆様に思い出と︑

知県に誘致して立派に任務を

若者たちは︑講習により技

大会に参加していますと色々

談ではありますが︑毎回 全 板

車が動かず困りはてていると︑

が急造の河川敷のぬかるみで

ました︒煮色には︑煮込み液

意味があった︒

新潟県上越市高田で開催さ

を沸騰させその中に製品を入
れて仕上げました︒煮込み液

樋︑ソーラー関係︑ＩＴ関係

習会をいろいろ︵屋根︑外壁︑

な気がした︒

意見が何らかの影響がある様

のだが︑それと親方︑父親の

近い将来必ず役に立つ資格な

な事が有ります︒

せんか︒

感動を提供しようではありま

は︑硫酸銅・緑青・水を合せ

など︶行い︑ソーラー関係の

ました︒木うすで絞りができ

使用して最初の絞りが始まり

金槌が仕上ったら︑木うすを

打面を鏡面に仕上げました︒

に変化がとまり︑そこからひ

にみえて変わるが︑そのうち

煮込みでは︑最初のうちは目

すぐに気にいった色になり︑

化が目にみえて変わるので︑

の意気込みが感じられた︒

する︒などの意見があり若者

ム相談会など積極的に行動を

は︑見積のやり方︑リフォー

た︒今後何をやりたいのかに

講習に関心が多いのがわかっ

て盛り上げていきたい︒

親組合と青年部が協力し合っ

力を合わせてがんばっている︒

をもっと多くやろうと︑皆で

という意見が出たり︑講習会

支部のホームページを作ろう

しかし今青年部では︑一宮
て作りました︒

内容を抜粋してみると︑講

を押してくれ見事に発進でき︑

新潟県板の係員が十人程で車

江南滝

れた時は︑私の家内がたまた
今でもその時のうれしかった

ま上越市とは隣りの新井出身
で車で三十分の所で家内の里

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ
習が始まりました︒切断︒な

なくなったところで︑当て金

といき作業をしていると気に

硫化での色付けは︑色の変

たが︑﹁銀ろうながしを行っ

を使用するのですが︑ここで

まし︑が終った人から金槌の

てみたい﹂と言う参加者が︑

のつながりができる﹂﹁若い

かった﹂に票︑長所には﹁横

たか﹂には約半数の人が﹁よ
色付けが終わると︑記念写

いった色に仕上がりました︒

杉浦氏より一人ひとりに︑当

真をとってこの講習を終了し

のグループができて新しい人

﹁まとまりがない﹂﹁中で数人

の意見が︑﹁板金店は儲かる

と思うか﹂の問は︑﹁いいえ﹂

一宮田中

八月十九日㈲から九月二十

今年も参加した︒参加者の半

て金と金槌の使い方を︑ご指

業が重要で︑それには両手の

がなじみにくい﹂などがあっ

などの意見があり︑短所には︑

人が主になって事にあたれる﹂

作業日程に基づいて講師︑助

使い方がいかに影響される事

た︒部員は︑八割が現場員で

今年の講習では︑ならし作

ました︒

ましたが︑﹁未経験者の方

手の方々のご指導の下︑各々

かがわかった講習ではなかっ

経営者はわずかで︑仕事の主

を終えました︒翌日からは︑

れの作業に入り︑初日の講習

は︑絞りの時間が短いので銀

の製作に入りました︒

の製作から講習に入りたいと

たかと思い︑次回は︑当て金

最初︑杉浦氏に説明をうけ

分かれて講習をうけた︒

講師に杉浦彰氏︵岡崎︶ ︑

ろうながしができないかもし

銀ろうながしにかかる前に︑

行った︒

助手に高柳三郎氏︵岡崎︶︑

れませんが︑形は完成させて

岡崎宇野

流としては︑リフォームが主

山本和義氏︵岡崎︶を迎えて

した人から銀ろうながしにか

し作業に入り︑ならしが終了

言う意見がでました︒

表面のおうとつをなくすのに︑

作業はまず︑銅板を所定の

細心の注意をしながら︑なら

大きさに切断・なまし蕊で誰

た︒

ください︒﹂とのことであっ

るのではないかと思われまし

行っているため︑参加者 が 減

建水の製作は︑一昨年にも

十五名の参加があった︒

建水の製作と銀ろうながしを

二百二十雪吠の銅板を使用し︑

導していただいたあとそれぞ

置

験者・未経験者のグループに

部
講

数ちかくの人が未経験で︑経

星

習場で︑板厚一・○ご炉︑直径

｜
幽
岡崎地域職業訓練センタ ー 実

次に﹁青年部に入ってよかっ

間︵四十五時間︶を使用して︑

幽凹鎧淡鞘運劇劃﹃

；
;
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三日⑧までの期間で︑十二日

'
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九月二日⑧︑毎年恒例のボー

が埋めつくし賑やかな歓声が

広いフロアの大半を組合員
旅行三日目︑ホテルを九時

五年程前に開発され︑雪国な

られるだろうか︒今から二十

尾張板金連合

リング大会が︑豊山町のわく

らではのものである︒簡単に

トタン屋根︑それも亀甲ばり

屋根は瓦と恩いきや︑ここも

学︑きき酒体験︒酒蔵なので

亀甲蔵で︑日本酒の製造を見

と︑日の丸をつけた日本の旅

大な敵地内をバスで通過する

を終え︑千歳空港へ出発︒広

これで本日の観光地の日程

各飛行機︑又自衛隊の待機場

客機があった︒ここは日本の

その後︑そろそろ土産用の

であった︒

蟹を買いに本間水産へ︒ここ

や運転手に別れを告げ︑皆︑

半出発予定︒それまで各自が

で本日欠席二名分の土産を購

空港内で︑家族や知人友人に

自由散策︒ホテルで時間まで

雪を軒先に落とさずに︑屋根

で少々早めの昼食をとり︑小

入︒寿司屋通りの﹁日本橋﹂

あちらこちらに響いていた︒

の上にためておき︑その雪ど

わくボウルにて開催された︒

ける人とさまざま︒私も八時

け水を家庭内で再利用するの

最後に全員に参加賞が手渡

長一三○○Ｍ滞幅一○五Ｍで

北上し︑大通公園に到着︒全

内観光へ出かける︒ホテルを

とになり箱状の屋根になる︒

は︑棟の位置に谷樋がくるこ

だそうだ︒そのため屋根の形

観光客も多い︒

物や絵画等の出店が立ち並び

樽運河へ︑連河沿を散策︒小

に乗り込む︒機内では皆︑静

土産を大量に脳入し︑飛行機

空港に到着し︑ガイドさん

になっているそうだ︒

起床︑一Ｆで朝食のバイキン

いえば︑家の屋根に積もった

合計点により順位がきまり︑

グをとり︑その後︑徒歩で市

休む人や︑札幌市内へと出か

フロアには︑組合員とその家
飛び賞として下一ケタが︑○

ルールは各人︑二ゲームの

族や友人︑総勢一二五名 の 参

され︑約二時間程で無事大会

家の強度もかなり高くしなけ

続いて︑堺町本通り散策︒

にくの雨で︑北海道の快晴が

午後六時半頃到着︒外はあい

とができた︒

と五の方が景品を手にするこ

なわれ︑まず尾張連合会長の

名古屋の久屋大通そっくりだ︒

オルゴール堂︑北一硝子︑ヴェ

かに寝入っていた︒名古屋に

細野氏の挨拶︑続いて県板か
を終える事ができた︒

ればならない︒こうすること

ネッィア美術館等を見学︒

小樽市内

も早かった︒

津島猪飼

解散︑各自が帰路についた︒

傍小樽運河

疲れぎみで︑バスにもどるの

うそのようであった︒空港で

札幌市がアメリカ文化をとり

で外に積もった雪だけを︑雪

伽才

どけすればよいわけだ︒

男子トス

ら村上理事長の挨拶と始 球 式
により︑大会が始まった︒

入れようと︑アメリカの設計

また︑こちらに来てから屋

に入り︑ま

旅行三日目とあって︑皆少々

士にデザインを依頼し︑それ

ほと
とんどがトタン屋根
根は︑ほ

ｖ八

一位伊藤幸治︵一宮︶郡

を名古屋市が︑参考に今の久

で︑これも

屋大通ができたそうだ︒翌日

Ｖ八

の札幌祭りの準備等で︑桟敷

一一一位一呈本育三︵春日井︶細
／Ｉ

であろう︒

雪国のため
こちらの板

席を組んでおり︑出勤途中の
静かであった︒

会社員が行きかうだけでまだ

は多そうだ

金屋の仕事
が︑冬場に

次に時計台に向かうが︑思っ

仕事ができ

ていたより街中にあり︑木々
に囲まれているため︑見過ご

うと︑まだ

ない事を思

してしまいそうであった︒

この時計台︑時計塔の内部
は五階建になっている︒

の方が恵ま

我々の地域

小樽へ出発︒途中︑ガイドさ

ず田中酒造

い︒

かもしれな

れているの

パスの集合時間が迫り︑い

込む︒

そいでホテルにもどり︑乗り
バスの中から街中を通り︑

んから︑無落雪建設について

市内観光をしながら︑一路︑

話を聞いた︒御存知の方はお

し札幌時計台

一一位河野稔︵津白面︶剛
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〆興感

午前十時より開会式がおこ

加者が集結し賑わっていた︒

朝九時から受付が始まり︑
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▲男子上位３名

一位小島育美
津島

＃

蕊

二位小坂裕子
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た︒﹁少し考え事でもしよう

読書の秋と言われる候になっ

過し易くなった︒物想う秋︑

夕は︑めっきり涼しくなり︑

ける物全てを思いやるという

親を︑兄弟を︑生きとし︑生

心﹂との話があった︒友人を︑

う︒その内で︑﹁思いやりの

という内容であった様に思

を持って生活するのが良い﹂

か﹂と思う今日この頃である︒

思い上っているのではないか︒

事である︒﹁私達人類は少し
これだけ自然を破壊しつづけ

均寿命まで︑残りわずかとなっ

た︒では︑何を考えようか︑

であり︑自然が︑人類の一部

れば︑その内痛いしっぺ返し

はて︑では︑私は︑この世に
ではないのだから︑自分も含

を受ける︒人類は自然の一部

何をしに生れて来たのか ︒ 己
やりを持って生きて下さい﹂

め︑全ての物を大切に︑思い

事も︑不満もある分でなし︒

の欲望を満たす為︑これも多

に見るにつけ︑あの少年達は

最近︑少年の犯罪を︑紙上

この様な内容であった︒

れば何であろうか︒それ が 分

どうしているのかを想う︒

少年による凶悪な事件その
ものは︑戦後著しく減少して

見られる学生さん達が説教を

通りかかった時︑修学旅行と

事︒本堂に参り︑金堂の前を

どんな気持であったろう︒人

にしても罪を犯した子らは︑

年達も多かったのでは︒それ

大きく報道され︑憤慨した少

いるという︒にも拘わらず︑

聞いていた︒集合時間まで︑

持があったのだろうか︒総じ

を︑物を︑思いやるという気
て彼らは︑多くを話さない様

一緒に聞く事に決め︑近くに

間に入れてもらった︒高校生

である︒だが昔から﹁話せば
に︑親︑兄弟︑教師等に話を

いた︒全て覚えている分では

したのだろうか︒﹁どうせ

相手に︑分り易く話をされて

でなく︑計画を立てて︑信念

ないが﹁毎日無意味に過すの

分る﹂という言葉があるよう

おられた僧に許しを乞い︑仲

以前︑比叡山に行った時の

儀な事よ⁝⁝︒

して生きて行く事の︑何と難

らない︒人として生れ︑人と

程︑人間出来ていない︒とす

さりとて︑他人の幸せを願う

少はあるが︑全てではない︒

とは言うものの︑特別したい

私自身齢も五十三を数え ︑ 平

永く暑かった夏も終り ︑ 朝
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分って貰えないのだから﹂と
・支部研修会の案内

・企業統計調査

・県板ボーリング大

日まで韓国ソウルで第三十六

れた︒技能五輪国際大会は国

回技能五輪国際大会が開催さ

際的に技能を競うことにより

会開催要領

・連合会総会案内

十一月二十四・二十五日技

九月二十八〜三十日職人展

技を磨こう︒

に静岡で開催が決まっている

の成績であった︒二○○七年

銅四個計十個のメダルで四位

し日本はわずか金四個銀二個

の金メダルを獲得したのに対

今年の大会は韓国が二十個

た︒

へ出場選手激励の応援に行っ

事長が応援団長になりソウル

連合会代表で愛知県板村上理

九月十二日から㈱技能士会

ズタイペイが独占している︒

て一・二位を韓国とチャイニー

からは三位以内にも入れなく

に取られている︒三十回大会

たが二十三回大会からは韓国

回金メダル一位を獲得してい

日本は第十二回大会から六

催されている︒

に一九五○年から毎奇数年開

下︶の国際交流と親善を目的

青年技能労働者︵二十二歳以

能水準の向上を図るとともに︑

参加国の職業訓練の振興と技

・皿年度県板新年会

の交流会

巧名

４日定例会蛇名

妬日三役会６名

廻日青年部定例会９名

東三支部

朗日青年部役員会７名

ボーリング妬名

晦日青年部ファミリー

知多支部

ｎ日支部役員会肥名

大会肥名

１日青年部バーベキュー

西尾支部

８日第６回役員・班長会

豊田支部

大会肥人

２日青年部バーベキュー

碧南支部

鯛日青年部部員とＯＢ

準備状況

肥日定例会岨名
岡崎支部

・各委員会報告

瑞穂支部

熱田南支部

・板金手帳申込

募集

・全板国保等加入者

者募集

・保証制度講習参加

１日支部会略名

中村支部

思っていないだろうか︒何事
ある︒彼らの話さない事で︑

も話さなければ分らないので
訳知り顔の識者達は︑彼らの

背景︑家族︑過去に原因を探
のではないか︒もちろん私が

り︑社会が︑大人達がと言う
考えている様な簡単な事では

ないのは良く分る︒もう少
を持って接したらどうだろう

し︑彼らも︑私達も思いやり

・職人展打合せ

加日定例会
・保証制度講習の件

か︒〃話せば分る″と思うの
供ではないのだから︒

江南支部

春日井支部

釦日研削砥石特別教育講

習会犯名

ＩｌｌｌｌＩｌ

日に愛知県の板金技能検定が

﹁技能﹂今年の七月二十二

午後五時終了鷲見

委員一○名出席

九月二十七日附晴
三六五号編集会議

能プラザ

開催され四十名の青年が腕を

臨閏歴鹿
四日月例会３名

競った︒九月十二日から十九

岩倉支部

躯日役員会船名

２日ボーリング大会参加
西三板金連合会

午後定例会

２日ボーリング参加加名

津島支部

妬日支部役員会４名

８日定例会巧名

２日ボーリング参加出名

小牧支部

躯日定例会合９名

瀬戸支部

出日役員会７名

虹日青年部月例会岨名

一宮支部

２日ボーリング大会馴名

尾張板金連合会

・次年度総会々場

だが︑十七才と言えばもう子
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知立斉藤
○○６○○＃○○０︒︒←︒︒＃○○

９月各支部の動き
名古屋板金連合会

肥日支部長会
・職人展について

大会について

・連合会ボーリング

旅行記名

蛇・羽日宇奈月温泉研修

東北支部

西支部

妬日支部会８名
︒ＩＴ講習について
・中小企業共済
・職人展について

皿日月例会過名

昭和支部

申込

・保証関係講習会の

