市役所に市長を訪問したが不

七月二十六日には名古屋

在のため因田義男助役に面接︑

又︑市議会正副議長にも開催

その後名古屋市市民経済

の挨拶をした︒

めに︑村 上 理

局︑愛知県中小企業団体中央

ビューロー︑中日新聞本社を

事長︑斉藤・

表敬訪問︑２００５年愛・地

名古屋観光コンベンション

が精力的に行

青島事務局長

球博にちなんで全国大会を全

会︑名古屋商工会議所︑側

政にアプ ロ ー

国から五千名の参加を目指し

長谷川・高柳

チしている︒

て盛大に開催することをア

がら知事 が 不

訪問︑残 念 な

赴き県知事を

付の朝刊十一面に記事を掲載

である中日新聞社が二十七日

地方で最大手の情報メディア

この日の表敬訪問では東海

ピールした︒

在なために直

い０

しているので参照してほし

は愛知県 庁 へ

七月九 日 に

各副理事 長 に

成功させ る た

この大 会 を

る︒

板金業者愛知

の挨拶をした︒

を表敬訪問して開催するため

ＩｌｊｌｌｌｌｌｊＩＩＩＩＩＩ
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愛知県板金工業組合は２０

３−８−６〒466‑0006

大会を開催す

０５年に第五十七回全国建築

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

接開催を報告
することは出
来なかったが︑

長谷川信義・森徳夫両副 知 事
に而接︑また県識会正副 議 長

戸
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(1)平成１４年８月１５日

電話052‑732‑1226

鐘龍士公鯵挑戦
建築板金︵内外装板金作業︶

技能検定試験

加工は一級と同じ八千代止め

べ︑作業をしていた︒

込める工具を整理整頓良く並

作品は︑打ち切り時間内に︑

とハゼによる止め加工︒落ち

全員が提出されて実技試験は

口は︑角丸円錐型で丸の部分

は一級と違いパイプを半田付

終了した︒

と補佐員が厳しく採点し︑学

採点は︑翌蛇日に検定委員

けで取り付ける︒角樋への取

リベットで取り付け︑所定箇

り付けは︑二面をブラインド

材料の厚みは︑一・二級と

八千代止め加工の方にエキス

きび×伽琴吠で一一級は︑Ⅷご炉×叫

も唖吠で大きさは︑一級が肌

平成皿年度︑建築板金︵内

科試験免除者以外は︑９月８

に溢れ□を取り付け︑落ち口

受験者は︑岨月の技能検定合

技試験︑学科試験に合格した

日に学科試験を受験し︑技能

所に半田付けをして完成︒

は︑角丸円錐型で丸の部分に

一炉の亜鉛鉄板である︒作業時

格証書伝達式で合格証書が授

パンションカバーをビス止め

前加時から岡崎市羽根町の岡

パイプをハゼしがみに加工し

二級は四時間が標準時間で︑

間は︑一級が四時間三十分︑

し︑ハゼによる止め加工の方

崎地域職業訓練センターで開

て取り付け︑角部の四面をカ

与される︒

の実技試験が︑７月副日日午

催された︒

シメリベットで谷樋に取り付

一・二級とも三十分の打ち切

外装板金作業︶技能検定試験

愛知県全域からは︑妃名の

り延長時間がある︒

岡崎宇野

方々ご苦労さまでした︒

検定委員・補佐員・役員の

合格発表がｎ月にあり︑実

検定試験は終了する︒

受験申請︵実技・学科︶があ

て完成︒

選手は︑背中にゼッケンを

け︑所定箇所に半田付けをし

つけ︑決められた広さに持ち

り︑一級には妬名︵１名欠席︶︑

二級は︑角樋と落ち口の製

二級には︑別名︵２名欠席︶

作で︑角樋は底が平らで止め

しかり出し作業

の合わせて妬名の二十代の青

レ作業風景

年が︑製図用紙に展開図を書
き亜鉛鉄板に写して加工に汗
会場は︑梅雨が明け帥度を

を流して挑戦していた︒

の熱気でさらに温度は上がっ

超える暑さに加え︑受験生達

試験開始時間にさきだって︑

ていた︒

佐藤忠雄技能士会長︑村上章
愛知県板理事長より︑受験生
達に激励の挨拶があり︑検定
委員から注意事項の発表︑道
紙の配付があった︒

具の検査︑補佐員から製図用
一級には︑当日発表のＸ寸法

一級の課題は︑谷樋と落ち

があり︑Ｘは即と発表された︒

口の製作で︑谷樋は緩いＶ型
に片方は八千代止め加工︑一
方はハゼによる止め加工で︑

平成１４年８月１５日（２）

板

愛
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決されて審議は終了し︑塩川
挨拶で総代会は閉会した︒

博照幹事︵静岡県︶の閉会の
休憩後︑協賛メーカーの㈱
イリノ︑㈱サカタ製作所︑積

常務理事会開催一

︑︑︑︑︑︑﹂︑︑もも︑︑︑ｈ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑﹂︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑蛤︲︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ｌ

れる︑ブロックを通じて未加

入者の再考を促したいとの結

☆責任保証制度は順調な経

論に至った︒

過の推移を示しているが︑看

開催を体験された岐阜県板

ての所持者が制度を活用する

な片寄りでの取扱いで︑総べ

︑︑．︽誉恥．︾︑●句︑蝉︾︑吋訟織韓騨秘●蛤ｒ鷺撚添斡

を訪問︑大会に資する費用と

︽︾

愛県板では第３回の常務理

鐸球謡蕊苧鐸嶺穣へ瀞隷慧︾︾︾

事会を開催︑総代会以後は初

︵中板協︶は︑中部地方の石

中部板金工業組合協議会

一︲あすなる研究会﹂を中部で

かに︑全板連青年部主催の

査報告があり︑事業報告のな

度の事業報告︒決算報告・監

第一号議案では︑平成過年

をし︑大久保︾賢二計︵福井県︶

途中︑出席者全員が自己紹介

で︑総勢娼名が親交を深め︑

部長・愛知県︶の乾杯の音頭

連青年部長︵中板協青年部副

介の後︑直ちに司会を担当さ

直幸新事務局長が就任され紹

氏の後任として︑新たに青島

長挨拶の後︑前事務局長谷津

めてとなる︒先ず︑村上理事

と実行委員︵案︶も発表され︑

員会の設置︵案︶︑役割分担

に基づき全板愛知大会準備委

準備の段階に入った︒それら

をもとに意見の交換を行い︑

て聴収︑収集した経過の内容

運営の企画や方策などについ

の結論に至った︒尚︑制度の

るＰＲに励み︑徹底したいと

の一層の申込みを願い︑更な

界の活性化を計るため︑会員

制度の趣旨を良く理解し︑業

まりメリットが得られよう︒

事によって︑社会的信頼が高

の会員のみの申込み︑一方的

続いて︑部屋を移動して懇

板店の名札を所持するも一部

名のうち鯛名が出席︑６名の

親会に入った︒河田雅彦全板

﹁愛知県板会議室
７月９日午後３Ｆにて﹂

平成型年７月皿日︑名 古 屋
は成立すると発表があった︒

委任状の提出があり︑総代会

川県・岐阜県・静岡県・ 富 山

議にはいった︒

れ︑提案された議題に従い審

輿産より商品説明が行われた︒

ルにて︑愛知県板青年部担当

県・福井県︒三重県・愛 知 県
した︒

クシートの変更がなされ︑一

二○←一○○ｍに変更された

中で水きり︑雨押さえチェッ

の結論︒今後如何に運用され

☆基幹技能者養成講習会が

事を通知する︒

たる九月二十二日日︑二十一一一

開催される事が決定され︑来

日㈲の二日間の予定で行われ

今後の事業計画については

である︒

後の期待と成功を望むところ

るかが審議の的となった︒今

委員はブロックごとに平均に

の締めの挨拶で午後５時散会

§議題

みても︑現状打破にかける意

第鯛回﹁あすなる研究会﹂

一︑二○○五年全板愛知大会
について

イ岐阜県板全板大会調査

なるような人選が望ましいと

開催し︑過去最高の参加者を

が︑平成皿年９月８日日・９

の七県から椎成され︑毎年︑各

識の高さがうかがえ︑また︑

日側の両日︑滋賀県大津市

県持ち回りで開催されている︒

代議員は︑七県の青年 部 員
は︑中部から５名の入賞者が

﹁全国建築板金競技大会﹂で

いて開催される︒

﹁大津プリンスホテル﹂にお

ち弱名が任命されている︒
実に習得し習熟することによっ

記録の検討

ロ全板岐阜大会準備委員

る︒場所は県中小企業セン

岡崎宇野

あるが︑ベーシックな面を確
て︑もっとレベルアップが可

愛知県は︑本田幹雄青 年 部
中板協青年部副部長に任命さ
能と報告された︒

細部にわたり審議を重ね︑各

会経過報告
の構成について

二︑全板愛知大会準備委員会

委員会においては︑個々に企

第二号議案では︑平成

タＩにて︑費用は三万五千円

狸年度の事業計画案・予

画立案を基に逐次︑推進を計

の前提として︑職長・安全衛

となっている︒これらの講習

午後１時より︑片山雅 博 代

り活動を進めているが︑詳細

算案の承認審議に入った︒

三︑今後の事業計画について

な報告は愛県板機関紙︑又は

田幹雄副部長の開会の挨拶︑

事業計画案のなかに︑

四︑その他

議員︵愛知県︶の司会で ︑ 本
小田由紀文部長︵三重県︶の

﹁全板連青年部﹂の諸事

§審議の内容

生責任者教育講習も予定して

部長挨拶の後︑来賓の紹介 ︒

業への継続および積極的

ているので︑お問合わせを︒

北陸地方でも開催が予定され

各々の委員会の委員及び︑ブ

挨拶で︑中板協会長︒竹 野 茂

村上理事長は初期の段階と

☆県板共済は非常に感心が

務局へお尋ね下さい︒更に︑

して︑全板愛知大会誘致に伴

ある中︑移動状況から見ると︑

浸透し︑協力度が深まりつつ

おり︑詳細は申込時に県板事

う︑県及び県議会へ表敬訪問

ロック長を通じ組合員に報告
および諸資格取得の推進︑

参加︑基幹技能者の育成
全板連１中板協１県板と

を行った︒更に自民党・公明

いた︒

の情報の緊密化︑全板連

以上で審議を終え︑斉藤副理

杉浦明代議員︵愛知県︶が

事長の閉会の辞で会議を閉じ

党・民主クラブ・県政同志会

俄かに脱退者が目立ち︑共済
掛けていた︒

の本来の趣旨から考えると︑

Ｋ・Ｎ

目的達成には今一歩と判断さ

た︒

などへ積極的にＰＲを兼ねて

事業の積極的推進を呼び

すべて上程どおり承認可

訪問したとの報告あり︒

井県︶が書記に︑選出されて

審議に入る前に︑代議 員 弱

審議に入った︒

第一号・二号議案は︑

議長に︑帰山邦治代議員 ︵ 福

を願う事となった︒

長・村上章氏に挨拶をいただ

氏︵石川県︶︑愛知県板 理 事

し総代会風景

れている︒

長・河田雅彦筆巨牛部︾相談役が︑

跡名︵平成哩年６月末︶のう

で開催された︒

市中区の名古屋クラウンホテ

水化学工業㈱︑㈱東海セキノ

Ｌ 、 ｎ 、 、 Ｌ ， Ｌ ， 、 、 Ｅ 、 廷 君

開始︒メニューはアユの塩
焼・焼き肉・焼きソバ・ウイ
ンナー・手羽先・五平餅⁝⁝︒

る子もなく楽しんでもらえた

課外授業の後で︑校長先生︑

と思います︒

五年生全員から感想文を頂き

７月幻日㈲︑梅雨明けの茄

を払い生きの良いアユを血匹

反省から︑今年は細心の注意

につかまえる事ができたとの

ではあったが︑皆が満腹に

と例年より少なめの参加人数

今回は大人調名︑子供師名

実施した︒技能士会より︑佐

て銅板レリーフを課外授業で

小学校で﹁物作り体験﹂とし

月二日に葉栗郡木曽川町立東

愛板青年部一宮支部は︑七

を準備してもらいました︒

なります︒予め子供達に下絵

うで絵を浮き出させて完成と

けてそこに絵を描く︑木製へ

一五ミリの銅板にいぶしをか

銅板レリーフとは︑厚さ○・

フを実施し︑まだ他にもでき

今回の小学校での銅板レリー

家族親睦会

だるような暑さの中︑東 三 支
用意した︒しかし︑数日前の
なった２時頃には参加者が自

藤︑湯浅両氏の協力があり行

を通して大人達に︑愛板青年

東三支部
青年部員︑事務員︑役員︑ま

部恒例の家族親睦会を鳳 来 町
台風の影響で沢が増水してお
主的に片付を手伝ってくれ無

われました︒

時に力が要るため力加減を伝

部一宮支部は︑アピールでき

診
・
：
、鼻蕊溌
･も．；．

:
:
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蕊

るものはあると思う︒建築板

ポイントとして︑下絵を銅

やってるんですよ﹂と子供達

﹁板金屋さんは︑こんな事も

金業を知らない大人がいる中

板に写しボールペンでなぞる

仕﹂を体験出来た事は大変有

たと思う︒そして﹁地域に奉

の三日の尾張版に掲載しても

意義だったと思う︒中日新聞

らいアピール出来ました︒学

を伝える︒仕上げで浮き出た

磨きます︒ど

て頂き童心に帰る事もでき︑

校給食を生徒たちと食べさせ

日かけて八名の指導者で出来

のかを伝える︒

部一宮支部は︑いろいろ取り

これを機会にして愛板青年

これも貴重な体験です︒

て︑指導者は︑

一宮田中

組んで活動して行きます︒

たが︑怪我す

のか心配でし

やってくれる

く楽しんで

達が︑怪我な

出来るか生徒

く伝える事が

リーフを上手

張気味で︑レ

はこちらも緊

ました︒始め

生徒達に教え

トに注意をし

以上のポイン

の部分を磨く

絵を硝ウール付のスポンジで

傍銅板レリーフ製作風景

ました︒

で遊ぼう﹂です︒

﹁物作り﹂を︑テーマにボ

の愛知県民の森にて行った︒

り︑手づかみするのはほとん
事終了となり︑大成功のバー

える︒木製へうで裏からボー

楽しんでもらえました︒

昨年同様地引網を敬遠しバー

ど無理な状況︒それでも高学

ベキュー大会と感じられた︒

ルペンの線の内側をなぞる︒

た奥様方が汗びっしょりで料

ベキュー大会とした︒

年の男の子は何匹かゲット︒

小学五年生を対象に行い︑

ここでも力が要るので力加減

芭 二 ﾛ

ランティア活動の一環として

今回は企画・運営を青 年 部
結局加分〜加分子供を遊ばせ

興業㈱様にはお礼を申し上げ

たが︑一クラスずつ分けて一

生徒は三クラス九十一名でし

理に奮闘していた︒

が担当し︑開始１時間前に現

ると共に︑何より青年部員の
︵来年もヨロシクⅣ︶

■凸ヅＺ

熟籍鶴鍵

鍵員琶?』．,

しやっとつかまえたアユを手にハイポーズノ．レバーベキュー風景

蕊

タイトルは﹁銅板レリーフ

地に集合︑北河青年部長 の 指
たい後に︑青年部員が手網を

皆様︑おつかれ様でした︒

尚︑寸志を頂きました横山

揮で各係にわかれ開始時刻に
なった︒

取ったアユを会場に持ち帰

今年も子供向けに〃アユの

使って必死に確保する事と

熱

は完壁に準備が調っていた︒

つかみ取り″を計画︒昨年は

︾唖

り︑いよいよバーベキューの
､鱗

アユの元気がなく意外と簡単

繍繍

東三松浦

霧

鵜
J 肉 o ･

蕊
§
‑
畳

蕊
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謬慧視察
締鋸

へ刈谷支部簡易人間ドック︶

台に乗り︑右を向いたり左を

︵□の回りはまつ白け︶診察

かりました︒検査で一番大変

埋め立て状況は布％程でター
診は今年で８回目となります︒

ました︒刈谷支部での集団検

刈谷支部では七月十九日園︑

ミナルビルの基礎工事が進行

なのは胃の検査で︑たいへん

梅雨明け間近の７月Ｍ日㈲︑

中︑鉄道連絡橋の橋脚部が︑

向いたり身体が思う様に動か

おいしい？バリウムを飲んで

名古屋板金連合会の見学 勉 強
今回︑受診したのは哩名で

に申し込み︑集団検診を受け

会が開催されました︒今 回 は
道路連絡橋に並行して建設中
でした︒

あったが︑その内３組が夫婦

刈谷市が行う簡易人間ドック

中部圏最大のプロジェクト︑

への配慮と︑いろいろな生物

など︶と伊勢湾の海水の流れ

７．８日支部旅行・奈良

春日井支部

フジテック・タカヤ

大阪方面略名

マ金属工場見学

鍋日支部役員会４名

５日定例会

津島支部
小牧支部

９日会合ｎ名

の為に出来るだけ自然の石を

簡易人間ドックの費用は一

うと思っていても仕事が忙し

過日例会全員

犬山支部

朝８時釦分︑名駅西口に催査ロ︑

ると気分的にも安心であり︑
一度やめてしまうとなんとな
く心配な気がします︒

年に一度の﹁健康診断﹂で

刈谷加藤

自分の健康を守りませんか︒

７月各支部の動き
ｕ日中部国際空港現場見

名古屋板金連合会

学クルーズ躯名
熱田南支部

Ⅳ日岡板ゴルフ大会型名

馬屋匿一園

一使命感﹂責任感と通ずる

のように制裁や不利益を負わ

所があるが︑使命感には責任

どちらも自ら進んで与えら

されることはないようだ︒

ることであるが︑使命感とは

れた任務を成し遂げようとす

与えられた天職というような

責任は人に負わされるとこ

ところがある︒

ろが多いが使命は自分自身が

責任は不利益になることが

負うのではないだろうか︒

あるが使命はそれがないので

犯日太子誌町名

碧南支部

かやる気にならないことには

自分自身がより燃えると言う

日︑みんなが使命感を持とう︒

全板愛知大会までおよそ千

いきたいと思う︒

にも積極的に使命感を持って

逃げ腰になるのでなく︑何事

とか︑誰かがやるだろうとか

押しつけられるのはいやだ

ではないだろうか︒

た方が気概や充実感が湧くの

れた任務にアタックしていっ

使命感を持って進んで与えら

責任を押しつけられる前に

達成できないように思う︒

刈谷支部

岨日人間ドック受診廻名
豊田支部

週日第４回役員班長会
配日技能検定反省会
西尾支部

Ⅳ日役員会出名

娼日青年部定例会岨名
知立支部

過日定例会
知多支部

朋日理事会
東三支部

午後四時二十分終了

七月二十六日鋤晴
三七四号編集委員会
広報委員九名出席

４日定例会妬名
皿日役員会６名

過日青年部定例会９名

瑞穂支部

１日月例会肥名

小人師名

妬日役員会６名

鷲見

入れがあり終了後意見交換︒

加藤印刷からお菓子の差し

虹日家族親睦会︵愛知県
調日ゴルフコンペ

躯日青年部定例会⑫名

一宮支部

民の森︶大人卵名

尾張板金連合会

岨日定例会

３日青年部役員会８名

岡崎支部

康診断を行えば受診する機会

いとなかなか受診出来ないも

万六千円〜二万八千円くらい

がふえると思います︒

のです︒支部の行事として健

とって一番心配な航空機騒音

センターで行う集団検診等受

かかるとのことで︑市の保健

人当たり七千五百円ですが︑

への配慮︑などの説明と展示

個人で病院等で受診すると二

このクルーズは﹁名鉄海上

館を見学︒２時過ぎ航行安全

みやすくする配慮や︑地元に

観光汽船﹂が毎週︑水・金と

刈谷支部も全板国保加入者

使った謹岸にし︑生き物が住

第二・第三日曜日の皿時 に 常
センターを出て︑途中︑常滑

については補助があるので個

パス２台︵駆名の参加︶で出

滑港からの定期クルージング
へ寄って４時半過ぎに名訳西

焼き団地﹁常滑セラモール﹂

健康診断も毎年受診してい

として連行しているもので︑

所要時間は約１時間程度か

ことでした︒

とらないでください︒﹂との

コーヒー・たばこ・薬等一切

受診当日は﹁朝食・水・

・血圧測定

・尿検査・便潜検査

・心電図・血液検査

・視力検査・聴力検査

・眼底検査・眼圧測定

・身長・体重測定

︵希望者のみ︶

・胃検診・骨密度測定

・肺検診︵レントゲン︶

検診項目は次の通りでした︒

でした︒

診するのが良いと思います︒

なかなか好評の様で︑今回︑

熱田・南伊藤

人負担はほとんどありません

特別に臨時便をｎ時加分に出

常滑港を出て︑反時計回 り

してもらっての乗船となった︒

に航路をとってまもなく︑片
橋をくぐり空港島西側に回っ

側２車線だけつながった連 絡
て改めて島の大きさと︑巨大

晶研今叱

冷騨︾

蕃鱒？

；

な建設重機︑コンクリート仮

昌惣蛸．．

極悪悪書駕慧
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設プラント︑を観ることが出
来た︒印分程で一周して港へ
で昼食の後︑また港に戻っ て ︑

戻って︑時間の都合上︑近く
建設事務所内の﹁セントレァ
館﹂情報コーナーにおいて︑

これまでの工事記録のビデオ
や新空港の概要と工事の進行
状況や新工法の説明︵現在の

爵

口に一戻った︒

発︑常滑港へ向かった︒

健康診断は個人で受診しよ

ず大変な思いをしました︒

の視察クルーズが企画され︑

中部国際空港﹁セントレア﹂

▲空港島とつながった連絡橋

髭溌燕溺

綱
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