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上章

しています︒

していただきますことを期待

を予定しスケジュール表は︑

の両日吹上ホールで開催され

なお︑厚生委員会では︑全

谷一シ木にあります愛知県工

た︑あいち技能プラザでのデ

板国保そして全板国民年金基

ありますので︑ご覧頂き参加

保証制度の普及︑太陽光発電

協が提唱しております全板型

モンストレーションも多数の

金への加入を合せて促進中で

各理事のお手許に通知済みで

システムの促嘆そしてリニュー

す︒なお本年は︑訓練展にも

参観者に好評を拍しておりま

して十一月二十四・二十五日

ァルエ事の施主からの受注等

平成十四年の輝かしい新春

の事業に取組み︑成果を上げ

を皆様には︑御家族お揃いで

に老後の保障として加入して

下さることを願ってやみませ

カード︶を提唱して多数の方々

委員のたゆまざる精進の賜物

御参加をお待ちしております︒

旧年中は︑組合事業の運営

又︑保証委員会と技術研究

ん︒又︑経営対策一奮貝会では︑

委員会は︑共同で再講習を企

工事と︑国際空港の建設も本

もたらす愛知万博開催に伴う

月十六日に開催される全板大

各委員会の具体的な事業と

画しておりますので未参加の

格的に始動しております︒望

昨年来の道路交通利用︵別納
し上げます︒本年も相変わり

空調・技術研究の委巨昼云には︑

して先ず︑総務・広報︒厨房

方は︑二月十日岡崎技術工学

会︵福島県︶の旅行行程を立案

ませず宜しく御指導︑御鞭推

永年御苦労して会務に御壷力

院での講習会に参加をして下

みをもって頑張りましょう︒

中でありますので︑皆様方の

賜わりますようお願い申し上

を頂きました委員長の交替が

さい︒次に厨房空調委員会で

ります︒

昨年の四月には改革を唱え

ありましたが︑前任者同様御支

は︑本年は二月十五日㈹︑十

であると心より感謝致してお

つつ小泉内閣が発足し︑民営

すと共に︑前委員長各位のご

援頂きますことを期待致しま

あり︑何事も諸事うまく行く

空を征く︑本年の干支は馬で

に格別の御理解と御協力を賜

化と特殊法人の廃止を旗印に︑

サイトで開催されます空調と

六日出開催の首都圏のビック

世界中がテロ組織の撲滅に立

発生しました︒それらにより︑

米国に於ける同時多発テロが

り︑岡崎のストーン祭り︑刈

ボタ様両商社の御協力を賜わ

を催し︑日新総合建材様とク

昨年は実技も取入れた講習会

一昨年に特別委員会を立上げ︑

今年も同様に両組合で四十名

工業組合共催で行いました︒

成十年にはダクト組合・板金

修を実施致します︒前回︑平

管工機材の大展示会の見学研

拶とさせて頂きます︒

を祈念申し上げまして私の挨

所の御隆盛と皆様方の御多幸

の更なる発展と組合員各事業

ことと︑愛知県板金工業組合

結びになりましたが天馬が

今年は︑中部圏に活性化を

の御利用を願っています︒

税金の無駄づかいを止めるべ

太陽光発電システム開発は︑

功績に厚く御礼申し上げます︒

も早い解決を望まざるを得ま

ち上がって活動中です︒一刻

げます︒

中に︑あの世界を震憾させた

く諸事業を勧められている最

わり︑誠に有難く厚く御礼申

総務委員会では︑本年の五

あります︒一人でも多くの方々

業技術センターでの展示︑そ

理事長
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出品の予定を立てています︒
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この様な世相ではあります
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が当組合では︑全板連・日板

ず

ることが出来ましたことは八
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お迎えになられましたことと

群

つの各委員会の委員長を始め︑
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心よりお慶び申し上げます︒
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匠の副雲事諏澱冒職曇
技術力は低下の様相です︒そ
れと同時に︑名工と称される
職人は減少傾向です︒確かに

難しい世の中です︒豊かな日

一方︑加賀百万石の金沢で

いています︒

目指して技の習得に懸命に働

修復と現地の若者の技術指導

の石造寺院アンコールワット

挑戦者たち﹂ではカンボジア

映された﹁プロジェクトＸ

果てしなく続きます︒

のない職人道は習練の日々が

人の姿に感動しました︒終点

に情熱を燃やす老齢の石工職

りの多い年であるよう祈念致

今年も互いに助け合って実

に及ぶ日本経済の低迷は︑︵

だろう︒日本経済が混迷を続

﹁プラス発想﹂前を向いて歩

て新年のご挨拶といたします︒

であります様ご祈念申し上げ

とりまして輝かしい幸せな年

結びになりましたが皆様に

いします︒

います︒皆様のご協力をお願

に務めなくてはならないと思

います︒本年も頑張って普及

全板型保証制度に力を入れて

ソーラー屋根材の基礎講習・

能検定と基幹技能士の講習︑

組合に於いても積極的に技

をどう醸成するかにあります︒

な中身の改革を行い得る自分

うことであります︒常に創造的

く︑新しい市場を蔽極的に行

既存の顧客に頼るだけではな

本業の中身を変えることとは

がすことにもなりかねません︒

著しく︑時には屋台骨を揺る

情報革命の中ではその影響は

します︒︾帳伊へ﹃︲︲

は兼六園の隣にある金沢城吐

Ｉ１ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌ

新年明けましておめでとう

正念場を迎えています︒十年

副理事長長谷川信

計尋減甑俊一

謹 賀 新年︲寒く

が﹁金沢城杜公園﹂として整
備・開放されました︒公園内
には︑菱櫓・五十間長屋・橋
爪門続櫓・橋爪一の門・鶴の

丸土塀など金沢城遺構群が史
実に基づき忠実に復元されま
したが︑これには大工職・左
官職・板金職など地元石川県
内から六万人の職人が歴史文

ございます︒新春をご家族一

発揮しました︒園内に入り建

化遺産の再現に優秀な技術を

れました︒中でも能登の大工

ほんとうにお目出度うござい

皇太子妃雅子さまの︑ご出産

日本国民が待ち望んでいた
でした︒また石川県板の皆さ

本年こそ世界また日本が平

ます︒

りでした︒鬼瓦から棟板︑下

今︑企業を取り巻く環境は

和な良い年に成りますように︒

F⑪

ご協力が私ども役員にやる気

を湧かせてくれます︒ここに

二○○一年の組合事業は︑

をと願うものであります︒

新年を迎え更なる事業の充実

皆様には︑ご家族おそろい

挑戦と我々業界の今後に大切

ステムの勉強︑﹁ＩＴ﹂への

日頃は愛板事業にご理解と

３頁へつづく

な事業をやってきました︒こ

保証制度の拡充︑ソーラーシ

ご協力を頂き大変ありがとう

で新春をお迎えのことと心よ

ございます︒皆様一人一人の

りお慶び申しあげます︒

副理事長高柳一男

︾あけましておめでとうございます

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

り棟に唐破風まですべて鉛板

ています︒ＮＨＫテレビで放

本の職人は国外でも注目され

神経と優秀な技術力を持つ日

様々な職業の分野で繊細な

されることをお勧めします︒

た︒機会があったら是非見学

の仕事が今も光輝いていまし

﹁白門﹂と呼ばれ当時の職人

川門の白く輝く鉛瓦の屋根は

つ一七八七年に再建された石

のことでした︒公園入口に建

を用いた鉛瓦は金沢城独特と

瓦葺きの屋根は見事な仕上が

んが総力を挙げて施工した鉛

て菱形︒技の神髄を見た思い

造物の大きさ︑美しさに見と

霧
：

同様お揃いでお迎えのことと

§

職人が造った菱櫓は土台も柱

悪

心よりお慶び申し上げます︒

鵠蕊渉琴趨勢･･域斡

も屋根も天井も階段まですべ

蕊

時代の先端であるＩＴ化に乗
遅れない対策に万全を期す事
は絶対的です︒また職人気質

おめでとう御座います
Ｔを取り入れた斬新な経営方

常生活の向上に向け各自がＩ

だけで生活の粗を得ることは

組合員各位には平成十四 年

統技術を後世に伝える使命か

針を打ち出すと共に優秀な伝
らも一層の技術研讃が求めら

てお迎えのことと心よりお慶
近年ＩＴ革命が盛んに言わ
れます︒昨秋︑伝統文化・技
いる﹁飛騨高山﹂と﹁北陸金

術の育成と保存に力を入れて
沢﹂へ職人の技を見学に訪れ

﹁職人の技﹂が日常生活に 正
しく受け入れられる時代にな っ

を記念して﹁高山祭屋台特別

て来ました︒毎年開かれる

曳き揃え﹂が企画され絢畑豪

りが終った翌週︑二十一世紀

状況から︑物作りを業とする

ました︒高山では秋の高山祭

仲間にとって此の上もない 喜

華な十三台の祭り屋台が表参

﹁名古屋職人展﹂卑域能プラザ﹂

びです︒一昔前まで﹁職人﹂

ていました︒普段は屋台会館

道や江名子川沿いに並べられ
でしか見られませんがこの日

は貧乏人階級の風潮がありま

技術者としてばかりでなく

ことができ﹁獅子や龍の彫り

は手の届く程の近くで眺める
物︑飾り金物︑漆塗工芸﹂な

﹁特別職﹂に認識される様に

誇りに出来るよき時代にな り

ど実に繊細で見事な出来栄に
認識し直した一日でした︒ま

改めて﹁飛騨の匠﹂の力量を
た匠のもとで若者たちが名工

においては機械化が進み︑既
取付屋体質に変化して個人の

製資材の出回りで作業内容が

ました︒ただ板金業界も加工

なり我々板金業も﹁職人﹂を

した︒社会の進展と共に専 門

には年々来場者が増えている

れる中で︑それにも増して

び申し上げます︒

の新春をお家族一同お健勝に

明けまして

捲
く
;
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きるところの時代の先取りで

あるがゆえに組織を通じて出

れも今の時代の中︑組合員で

２頁より

ればいいか︑いろんな方法で

でも仕事はきません︒どうす

ん︒腕が良くても︑いい商品

れでは仕事にありつけませ

県板では四月のソーラーの

です︒

営業に出なければならないの

講習会後にソーラーシステム

利用して︑新しい板金業界を

あります︒この事業をう ま く

さて︑今年のキーワード は ︑

築いて頂きたいと思います︒

録を次々塗り替え︑首位打者

の戸建て住宅を売り出したと

二十五万円からという低価格

先日ある大手住宅会社が坪

ころ一カ月で約三千七百戸を

と盗塁王︑そして新人王まで

はありません︒自信を失いか

狸得しました︒偉業という他

に何回もない買い物だけに︑

く︑むしろ高級路線を強化す

価格にこだわらない顧客も多

受注しました︒一方では一生

次にいよいよ今年に目を向

かに励まされたことでしょう︒

けて見ましょう︒残念ながら

けた日本が海の向こうからい

ける失業率は急上昇しました︒

生して世情は混沌︑米国にお

爆︑そこへ炭痘菌事件まで発

会長加藤芳文

Ｊ新年の釧需癖鍛率粋︾拠〆
新年あけましておめでとう
昨年は私共問屋会の会員が

ございま︷９０

の持てる話題もあります︒新

を探り︑変化する時代に対応

て住宅は高額品と低価格品の
生産の落ち込みが加速し︑企

設着工戸数は減少しています

しながら︑今年一年組合員の

る企業もあります︒今後戸建

業収益の悪化︑完全失業率は

が︑日本の総住宅数は約五千

先が見えないこの暗闇がまだ

過去最悪を記録︑そこへ狂牛

万戸といわれています︒その

い生き残りをかけて頑張りた

皆様とお互いに知恵を出し合

一方︑我国を見れば輸出と

大変お世話になりました︒心

病事件の発生等不安心理も膨

内の五割の二千五百戸は築二

屋根架台を製作︑十一月に岡
より御礼申し上げます︒本年

らみ︑世界同時不況の懸念が

十年以上経過しており建て替

愛知万博に向けての﹁地 球 環
もどうぞよろしくお願い申し

強まる中で日本経済は大きく

え対象住宅であると考えられ

のご健勝とご多幸を祈念致し

が︑インフルエンザにかかっ

の台所を良くしてくれないで
残れるよう︑つぶされないよ

感じさせられました︒何も知

さ︑営業の難しさをつくづく

ステムを売り込むことの難し

一般のお客様にソーラーシ

う︑生き残りを工夫しなれば

しょう︒今の時代の中で生き

なりません︒そのために我々
ムに目を向けさせ︑説明を聞

らない人に︑ソーラーシステ

ろんな施策が練られておりま

そのキーワードのもと︑い

れたことが嬉しくなってきま

くれる人がいると︑聞いてく

中でこちらの話に耳を傾けて

変なものがあります︒そんな

蝋新羅似籾総挑妙嘩︾Ｐ必§

ズ﹄︑高耐候屋根材﹃ブルッ

セキスイかわら﹃ＭＥＴＡＬ﹄

来︑発注形態・品質管理手法

を上市︑市場ニーズに応えて

等︑抜本的な見直しを検討・

板金店様におかれましても︑

ン︑ダークブラウン︑グレー︶︑

こうした環境変化への︑柔軟

参りました︒

ク﹄色揃え四色︵ラスティー
グリーン︑テラコッタブラウ

かつスピーディーな対応が欠

め︑皆様のご期待に沿うべく

実施しているところでありま

かせないものと考え︑弊社も

積水化学エ業株式会社中部支店

境は︑昨年来一段と厳しさを
増し︑変化のスピードも︑更

微力ながら︑情報提供等︑皆

かせ願えれば幸いでございま

本年も更に商品開発を進
にめまぐるしいものと判断せ

のないご意見︑ご要望をお聞

努力して参りますので︑忌揮

支伯
店長
長本
本庄正良
新年明けましておめでと
うございます︒

ざるを得ないと考えておりま

様のお役に立てる会社を目指
す︒

この様な中で︑企業の存続
に向けて︑様々な体質改革の

最後に︑皆様方の益々のご

す︒

健勝と会社のご繁栄を心より

一方︑メーカーの使命とし

拶とさせていただきます︒

祈念致しまして︑新年のご挨

手が打たれておりますのは︑

は︑一面耐候雨どい﹃アートフェ

ての︑商品開発や営業支援に

イスＴシリーズ︑Ｈシリー

おきましても︑昨年来当社で
例えば住宅会社は︑全国・地

当業界の周辺におきましても︑

場を問わず︑住宅新法施行以

皆様周知の通りであります︒

ます︒

して努力して参る所存でおり

す︒

ｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌ

最後になりましたが皆様方

いと思っております︒

新しい需要︑新しい可能性

あります︒

二極分化が進むと見る向きも

上げます︒

い話題が多い中で明るい話題

揺さぶられました︒そんな暗

ム需要があります︒この二つ

ま＋もそしてもう一つはリフォー

頂きます︒

まして新年のご挨拶とさせて

は何をするのか︑そのキーワー

す︒ソーラーシステムについ

す︒時にはドキッとさせられ

しかし︑私共の業界に希望

さて二十一世紀最初の年で

のトップは︑なんと言っても大

の膨大な潜在需要をいいかに

まだ続きそうです︒

ある昨年を振り返ってみると︑

リＩグにおけるイチロー選手
の活躍でしょう︒パワーとス

掘り起こすかが重要です︒

工業技術試験場でのテクノフ
ロンティア︑吹上ホールの機

なんと言っても強烈なのは︑

ピードあふれる大リーグ野燕︑

崎ストーンフェアー︑刈谷市

ソーラＩシステムの展示をす

能プラザと三回のイベントに

九月に米国で発生した中枢同
時テロでしょう︒民間航空機
が乗っ取られ︑それが米国を
代表する高層ビルその他に同
時に突っ込むなんて︑誰が想

本物ひしめく大舞台で新人記

ないでしょうか︒日本の 経 済
ている現状では我々のところ

像できたでしょう︒そしてそ

境﹂であり次に﹁ＩＴ﹂ で は

に流れてくる金の流れは我々
る機会に恵まれました︒

れに対する報復のアフガン空

ドが﹁地球環境﹂であり﹁Ｉ

ては技能︑技術の誹習をおえ

いて頂くことの難しさは︑大

三月︑四月で九十余名の施工

る質問に自分の知識の無さを

Ｔ﹂であります︒

可能者ができました︒今後は

ついての勉強不足を感じます︒

感じ︑またお客様のニーズに

平素は︑エスロン雨どいを

で屋根材形ソーラーシス テ ム

いろいろなチャンスをつかん

これからも機会があれば︑営

今年も経済︑景気とも良く

のＰＲをしていかなければ仕

事はどんどん舞い込んできま

けたいと思います︒

はじめ︑弊社建材製品をご愛
顧賜り︑まことに有難うござ
います︒又昨年は︑カーボン
雨どいに関しては︑格段のご
愛顧を賜り︑重ねて御礼申し
上げますとともに︑本年も倍
旧のご愛顧を賜りたく紙面を
業の勉強をして仕事に結びつ

ならないでしょうが︑そんな

借りてお願い申し上げます︒

う︒今までは待っていれば仕

した︒故に︑待ちの商売 で 十

しょう︒

刺激に負けないよう頑張りま

事はきまってこないでしょ

分やっていけました︒しかし︑

さて︑私どもを取り巻く環

今のような時代の中では︑そ

平成十三年は︑次の組合員の方々が表彰されましたので紹介いた
します︒

組合員こぞって祝福し︑これからも益々ご活躍されますよう祈念

︵中支部︶

鈴木一三

ｌｌｌｌｌｌｌ

︵瑞穂支部︶

後藤賢治

１１１

︵東北支部︶

︒︒ノ

茜
︵西尾支部︶

訓練協会推薦﹀

︿愛知県板金総合職業

︵西春支部︶

羽柴弘和

﹇黄緩褒章︺

︵豊田支部︶

三浦誠治

糟谷

鈴木幹彦

１１１

したいと存じます︒順不同・敬称略

噸閏幽
西俣章
︵豊田支部︶

名古屋市長表彰−
１１ １ １ 骸 唯 勧 描 惰 ﹄

近藤朗
︵瑞穂支部︶

武藤助太郎
︵中川港支部︶

神谷定幸
︵碧南支部︶

鷹冒証呈l醜き

新しい年を迎え︑愛知県板

秋︑冬の季節が過ぎました︒

技能士会長になって︑夏︑

ませんが︑石原前会長の意志

私はそれほどの器ではござい

裕もなく大役を受けました︒

支障をきたしてはと考える余

Ｉ剣錘遡昇？会長佐藤忠雄
金工業組合員の皆様にはおめ

末席ながら長い間お世話になっ

を引き継いでふさわしい会長

技能士会及び技能委員会では

ておりましたが︑石原前技能

の現れるまで努力致しますの

レンダーを見る度にこの一年
の輝かしい抱負を巡らせてお

で︑今後ともよろしくお願い

でとうございます︒新しいカ

られることと思います︒

ほど前に退任され︑常務理事

会の席で後任の任命を受け︑

致します︒〃叩叩惚″蝋一

士会長が健康上の理由で半年

会にご協力頂きありがとうご

技能検定試験を目前に控え︑

昨年は︑愛知県板金技能士

ざいました︒

迎訓州

︾帰啄︾獅捗事務局長

りいたします︒

て良い年でありますようお祈

本年が組合員の皆様にとっ

明るい話題がありました︒

ばれる︒皇室での慶事など︑

の大リーグで最優秀選手に選

校出身のイチローがアメリカ

琴光喜が優勝︑愛工大名電高

を受賞︑大相撲で岡崎出身の

谷沢祥宏

システムへの加入により︑組

合員の皆様に便宜を図ること

私は新米の事務局長として︑

を始めました︒

に︑前後・左右・上下とも初

﹁右も左もわからない﹂以上

めてのことが多く︑周囲に迷

の施行とともに︑保証書の発
行件数は大幅に増加し︑関係

年を迎えることが出来ました︒

かいバックアップにより︑新

惑をかけながらも︑皆様の暖

心から感謝いたします︒

名大の野依教授がノーベル賞

しい状況にあります︒しかし︑

一方︑経済は依然として厳

ムの講習会開催︑普及のため

また︑高速道路別納カード

活動に応募しました︒

エネルギー財団の草の根支援

の展示会への出展を︵財︶新

新たに︑太陽光発電システ

の再講習会も行われました︒

的に行われ︑住宅品質確保法

施工制度への取り組みが積極

昨年は︑組合の行事も責任

上げます︒

謹んで新年の御慶びを申し

ＩＩＩＩＩＩｌｌＩｌｌｌＩＩＩＩＩ
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楼木忠雄
︵中川港支部︶

可
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がとても喜んで作っていた︒

硫化着色銅板は加工するのが
大変で佐藤氏によれば九月こ

の作成︒

・次世代を担う青年を対象に

積算方法の講習会を開催し

また今回の技能プラザには

硫化着色加工したと言われた︒

八十枚の銅板に一日がかりで

回︵平成過年度︶の西三板金

谷温泉ひがきホテルにて第弘

ｕ月６日㈹午後２時より三

見名古屋板金連合会長がそれ

金連合会長︑村上理事長︑鷲

望月刈谷支部長︑毛利西三板

の後︑谷沢事務局長より県板

という提案がなされた︒議事

碑醗量板金蕊合会総会程

表札製作には江南支部の今

西側屋外に展示︑クリーンエ

よって構成され︑会員数は独

安城・西尾・知立・幡豆︶に

︵岡崎・碧南・刈谷・豊田・

板金連合会は西三河の８支部

連合会総会を開催した︒西三

①平成過年度経過報告

審議した︒

され議事に入り︑次の議題を

いて議長に野田和彦氏が選出

ぞれ挨拶を述べられた︒つづ

師に岐阜県揖斐郡でゴキブリ

として講演会を行なった︒諦

した︒

の現況報告があり総会は終了

者に見てもらった︒

せて発電していることを見学

開催しており︑今回は刈谷支

名である︒毎年ｎ月に総会を

㈱ターーサヶ社長の松岡浩氏を

だんご等を製造しておられる

引き続き総会後のイベント

名を墨書きして釘で打ち出す
やミーーチュァ鉄道模型を走ら

ネルギーの実際を赤色回転灯

介をする︒

井文夫氏が事前に表札に０．

技術研究委員会が太陽光発電

同時に新素材や新製品の紹

３ミリの銅板を張り用意して︑

ろの天気がよく風のない日に

催のあいち技能プラザ﹂が︑

会場で来場者が申し込んだ氏

仙愛知県技能士会連合会主

二日間︑名古屋市吹上ホール

十一月二十四日と二十五日の
システムの模擬屋根を会場の

日は浜口氏︑二十五日は前理

作業である︒墨書きは二十四

ていただき︑二日間で八十枚

事長の平野氏のご令嬢に書い

で開催された︒

この催しは愛知県の大手企

体の︑合わせて二十五の 技 能

②〃会計報告
③〃監査報告

業内にある技能士会と組 合 団
士会と九社の協賛会社が 出 展

担当した︒会員胡名が出席し

部が会場の設営や会の進行を

⑦西三板金青年部報告

⑥西三板金技能士会報告

氏はユーモアのある川柳や狂

て講演していただいた︒松岡

られたが︑氏の後ろ姿での社

けて日本一をめざす﹂と題し

会場内に﹁クボタのエコロ

来賓として村上理事長︑鷲見

招え︑﹁平凡なことをやり続

ーーー﹂と日新総合建材の﹁め

名古屋板金連合会長︑吉田東

④平成Ｍ年度事業計画案

ぐみちゃん﹂のミニチュアを

の表札が販売された︒

愛知県板も毎年技能士会と
またレリーフは一宮支部の

展示︑興味のある見学者に屋

して例年開催されている︒

銅板をはがき大のサイズにカッ

佐藤技能士会長が０．１５の

⑤〃予算案

のイベントに出展している︒

技能委員会が協力して二 日 間

三ブロック長そして谷沢事務

員教育やおもいやりの言動に

クな社風づくりについて述べ

外を案内してみてもらった︒

・現在の世間相場での単価表

計画案では︑高柳副会長より

歌をまじえて︑同社のユニー

トしたものに硫化着色した材

総会は定刻通りに始まり︑

碧南高橋

す︒多数の出席を願います︒

ロックが担当して開催されま

会は当ひがきホテルで西三ブ

なった︒尚︑県板の新年懇親

は朝食をすませて流れ解散と

十分に飲み語り合った︒翌日

ことになっており︑この夜は

の会員が同ホテルに宿泊する

も出席していただいた︒大半

の問屋さんと講師の松岡氏に

親会に入り︑この席には３社

呂を満喫した後︑６時より懇

ひがきホテル自慢の露天風

は感銘を受けた︒

すべての議題が満場一致で

愛知県板は会場の中央 に 体

この模擬屋根は高柳前技術

外山敏氏が司会役を務めた︒

傍総会風景

承認された︒④のⅢ年度事業

料に花や動物の図柄集の中か

研究委員長が今回の展示のた

し挨拶する毛利会長

第ｓ４回茜三綴金連念会総芸１

局長に出席を願った︒

験コーナーを設けて銅板 打 ち

めに設計から組み立てまで一

し太陽光発電システムの
模擬屋根

とが出来た︒鷲見

切を受け持ち無事展示するこ

で銅板に写し取り︑凹凸をつ
けてから磨くと素晴らしいレ

ら気に入った画をボールペン

リーフが出来上がる︒小さな

リーフ製作体験コーナーを開

催して多くの親子ずれや 参 加

子供さんから大人まで皆さん

出しの表札つくりと銅板のレ

ただいた︒

し会場風景

者に一日技能士に挑戦してい

し表札受付

蝉潟§

漁

蕊識蕊蕊繍爵総
蕊；
魁
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は満足感に浸り笑顔が微笑ま
しく写る︑又の再会を約し散

巷韮挙吟峠畔う﹂侭酔で

Ⅱ月各支部の動き
Ｆ︐ＰＪ．Ｐ●Ｐ．Ｐ︲夕．Ｐａｒ＃●Ｊ畑グョクグ●●夕ａｆａｆＪ●β畑Ｐａｒ●グョｆ︲Ｐ

焔日三役会

名古屋板金連合会

別日支部対抗ボーリング

如く︑ちょっと遅かった感じ︑

紅葉も秋の終盤を告げるかの

日和︑車窓から眺める風景は

旅︑当日は快晴で絶好の 旅 行

十八日⑧念願叶っての親睦の

知多支部では︑去る十 一 月

を満喫︑更に古の伝統ある生

里の味︑信州ならではの風情

と身に染み辛く︑肴も独特な

饗宴の幕開け︑宴酒もぴりっ

つつ︑蟹江支部長による発声︑

設け︑満願成就の湯に浸かり

に到着︑杜の駒どめに宴席を

州ふるさとの杜︑伊那谷道中

昭和支部

別日定例会叫名

沼淫

冬の訪れが間近かと感じさせ
活様式︑並び工芸の数々︑伝

大会娼名

る光景︑バスは一路目的地へ︑

承の里を見学体験︑昔を忍ば

反省会

・ボーリング大会案内

自分の健康は自分自身で守

もっと配慮すれば受診者が増

有ると思われる︒このことに

１日定例会躯名

春日井支部

８日定例月例会辿名

妬日役員会４名

西三板金連合会

６日総会的名

・県板新年会担当打合

鉛日三役会９名

せ

・皿年度事業計画

岡崎支部

青年部技能競技大会

羽日〜１月５日

の課題練習

塑名

Ⅲ日第８回役員班長会

豊田支部

刈谷支部

６日西三板金連合会総会

を担当岨名

安城支部

５日役員会７名
幡豆支部

支部忘年会主催

型日幡豆︒西尾・碧南三
西尾支部

叫日役員会把名

塑日三支部忘年会９名
羽日青年部忘年会型名
碧南支部

塊名

歴厘闇屋

﹁大晦日﹂おおみそかとは

ことは皆さんがご存知のこと

十二月三十一日のことを言う

と思う︒﹁晦日﹂みそかとは

十年位前からか年末があま

毎月の月末のことである︒

いる︒年末になると大掃除を

り年末らしく無くなってきて

して家の内外を奇麗にし︑し

る︒最近はあまり大掃除をし

め縄や門松を立て元日を迎え

なくなったし︑しなくても底

い︒もともと月末の晦日でも

底きれいである性かもしれな

を気持ちを引き締めて迎える

家を奇麗に掃除して新しい月

慣わしであった︒その名残が

てお参りをすることが残って

神仏には晦日から一日にかけ

いて一日には家の周りを清め

るし︑今でもお千代保稲荷な

で賑わう︒近頃︑元日でも国

どは晦日の夜は多くの参拝者

旗を掲揚する家庭はほとんど

私たちの仕事上でも以前は

見なくなった︒

はすべて済ませていたものが

大晦日までにその年の支払い

最近は年末でも集金に来ない

し晦日と変わりが無くなって

十一月二十九日附曇

しまった︒

三六七号編集会議

委員九名出席

午後二時〜午後四時

６日定例会肥名

十五分終了鷲見

皿日青年部定例会ｎ名

妬日三役会５名

新城ＣＣ８名

１日東板会ゴルフコンペ

東三支部

肥日１日親睦バス旅行

１日役員会鯛名

型日三支部忘年会８名

皿日役員会型名

知多支部

定

５日定例会４名

津島支部

・県板新年会参加者決

・支部新年会について

胆日役員会

江南支部

・忘年会打合せ

・県板新年会について

瀬戸支部

Ⅳ日定例会合皿名

一宮支部

躯日定例会

熱田南支部

・支部忘年会の件

・厚生委員報告

・技能プラザ案内

者決定

︒ボーリング大会参加

瑞穂支部

・支部忘年会の件

︒技能プラザ案内

元特産のリンゴなどを手土産

い出を後にして杜を去る︑地

９日月例会皿名

中村支部

打合せ８名

岨日忘年会及び新年会の

東北支部

釦日尾張名古屋職人展の

いり︑世情の背景に遥憤を発

久しぶりの再会対話に熱がは

し蘇る懐かしき
信州伊那谷

せる思いでの道中を散策︑思

目に映る光景が爽やかに目に
ビスにも余念なく︑参加者に

とし︑忘れる享なく家庭サー

き楽しんでいる人それぞれ︑

映る︒このような一駒の 時 間

散している人︑終始微笑 を 描

をすごしている間︑待望 の 信

させる所が多い︒

の健康診断受診の有無を申告

小の建設会社でも現場作業者

ＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩ
ＩｌＩ
ｌＩ
ｌｌ
ＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩ

蕊亀回健康診断

うと思っていても︑なかなか

個人で健康診断を受診しよ
ふんぎりがつかず︑のびのび

︒血液検査︒眼底検査
・眼圧検査

・便潜血・体脂肪

碧南支部では如月９日午 前
てはじめて集団検診を実施し

８時釦分より支部の事業とし

になり︑結局受診しないまま
はないだろうか︒そこへいく

になってしまう人が多いので
円十消費税であるが︑全板国

とこの集団検診はそのふんぎ

所要時間は約１時間程であっ

し︑検診場所は碧南市保健セ

保加入者については一万五千

りをつけてくれると思う︒た

た︒費用は一人当り一万五千

ンターであった︒今回受診した

円︵家族は半額︶の補助があ

だこの集団検診は個人のプラ

た︒検査機関として碧南市医

のは皿事業所の別名であった︒

るので個人負担がほとんど無

イバシーに関してやや難点が

師会臨床検査センターに依 頼

検診項目は次の通りであった︒

いということである︒

・胃の検査

らなければならない︒その為

・胸部レントゲン

・尿検査・心電図

えるかもしれない︒

碧南高橘

にも最低年１回は健康診断を
受けた方が良い︒最近では中

・身長・体重・問診

・視 力 ・ 血 圧 ・ 聴 力

