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めるタンクを設活で一メーター

側の庭に約一トンの雨水をた

昼食後に移動︒この家は南

いたま県板平野工業㈱事業所
現場で箱にする方法︒内部に
は︑ビニールシートをこの箱

もらえれば良い︶水を入れる

を箱の外にかぶせると思って
と元気の良い男の子に見送ら

光発電がのっていた︒奥さん

家の屋根にはパネル型の太陽

マンション用がある︒今︑多く

ルを入れた物︒一般家庭用と

ニット内部にセラミックボー

松代一郎・鷲見収

名古屋ブロック

知多ブロック神谷聡

のですが︑なかなかうまくか

ためのパイプは私たちが使っ

平野工業㈱事業所には十ト

に追われて︑帰宅も夜遅くに

た委員さんには早朝から時間

さて︑もっと説明をしたい

ンの貯水タンクが工場と事業

今回︑視察に参加してくれ

尾張ブロック渡辺和弘
豊田ブロック赤池高義
西三ブロック高柳副理事長
東三ブロック宮下善博

の引き合いがあるといわれた︒

を開け︑パッキンをはさみ︑

頂いたターータさんより資料と

けません︒今回の視察で協力

各委員が撮った写真を集め

れ︑平野さん宅に戻る︒

固定すれば水は漏れない︒堅

してあった︒このタンクは不

所横の人目につく場所に設置
要になった物を平野氏自ら解

ている自在ドレンのように穴

フィルターを通し︑中間でオ

どいより水を沈殿箱に入れ︑

ゾン発生器に当て︑備長炭を

て︑一冊の視察報告書を作成

なり︑本当にお疲れ様でした︒

中です︒参加された委員に年

になり︑大変ご無理をいいま

その上︑交通費等すべて自費

タンクはセキスイのＦＲＰ製

内をめどにお渡しします︒各

体して組み立てたとか︒この
で︑九十センチ角のパネルを

に︑委員から説明を聞いてく

ブロック・各支部の会合の時

ンクに入れる︒貯留タンクよ

パッキンで挟み︑ボルトで固

入れた槽を通った水を貯留タ
りポンプで水洗トイレに送る︒

定するもので︑近年はステン

した︒ご協力感謝します︒

二・三日置きに都合よく雨が

麺商尋山酋回車天蚕︼■インター

徒歩一分

﹁池下訳﹂下車一番出口

名古屋市営地下鉄東山線

今交通のご案内

平成十五年一月七日㈹

◆申込締切

新年懇親会のご案内
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ださい︒

降るわけではないので︑貯留

なり︑平野氏がゴムに穴を開

パッキンは解体時に駄目に

レス製が多い︒

る︒そこで︑タンク内の一定

けて作ったが︑幾度と水漏れ
をしたとか︒平野氏の雨水活

に水を送ることができなくな

タンクが空になったらトイレ

量を切った時は上水を入れる︒

しかし︑タンクが満水になっ

用システムは︑社長の自作で

催されます︒

名古屋板金連合会の担当で開

平成十五年の新年懇親会は︑

た後で雨が降れば無駄になる︒

レス製︒ステンレスのシーム

ある︒沈殿槽はオールステン

多数のご参加をしてくださ

い所である︒

り︑お手の物である︒貯留タ

溶接工事を多く手がけてお

このあたりのシステムが難し
見学させていただいたこの

るようお願い致します︒

◆開催日時

１．コ■︲﹁﹄

Q紫出鐸蝕蚊蝕蝕

十月八日㈹技術研究委 員 六
名と高柳理事長さんと共 に さ

の諦師をお願いしたおり︑﹁一

に入るように袋状に加工︒内

角の箱を数枚のパネルにして︑

度さいたまにおいでよ﹂の 一

部に入れ︑上部を全員で固定
する︵ダンポール箱にビニー

を視察して来ました︒

言から計画が始まりましたが︑

一昨年︑太陽光発電講 習 会

昨年は基幹技能者諦習の 準 備

ル袋を入れ︑余分のビニール

動けず︑今年になりました︒

ンク内に酸素を発生させ︑水
の腐敗を防止するため︑三十

癖好転史謹鞠
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などで高柳・鷲見両氏と私が

名古屋駅に七時半集合 ︑ 東
京←大宮経由で平野工業 ㈱ 事

受付開始午前十一時

平成十五年一月十九日㈲

開宴正午
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州
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分ごとに内部を損拝すること
も考えた︒今は︑上水をおい
しくするための装置を販売し

愛知厚生年金会館

七六一︲四一八一

池下町二 六三
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申し込み下さい︒

旧【愛知厚生年金会飽ごあんない図
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支部長まで会費を添えて

龍i1重蕊､鰯

業所には十一時着︒会議室に
は㈱ターータハウジングウェア

の渡辺雨水利用事業部長と技

ている︒水道メーターの次に
取り付けるのがパイプ状の１

し沈殿槽全景

Ｉ

熱I￨;胤側

術部の大西さんよりターータが

︵さいたま県板副理事長︶
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今︑モーーター︒施工した雨水利

用の工事概要の説明を受ける︒

識瀞鍵鍵蕊蕊
潔鍵鱗
レエコモデルエ場平野工業㈱

畦

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

し平野社長より
説明を聞く技研委員
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渡辺部長さんの自宅を含め︑

数件の施工事例を見る︒ 一 週
間ほど前に完了した家が 平 野
工業さんより十分ほどの所に
あり︑施主さんに了解をとっ
てあるので午後より見せて頂
くことになった︒

豆浄、更和銅更即11更大官■■大圃画且矢母町

更賦阜
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県害板青年部幹事︿ 云報生Ｐ

ものづくり愛知の祭典一 Ｉ 技 術 者 と 指 導 者 Ｉ

年ｕ月加日日に岡崎地域職業
第田回尾張名古屋の職人展

シックカー︑森口建商より紹

のレリーフ︑平野氏よりクラ

技術は教えてもらうのではな

七十代の技術者が﹁仕事は︑

先日テレビを見ていた時︑

補うために指導を受けに行っ

を払って自分ができない所を

曜日に決して安くない受講料

県板青年部は︑平成ｕ 年 度
訓練センターにおいて開催す

第３回幹事会を加月６日 日 愛

搬入は鈴木氏︑鷲見氏︑長谷
４日㈹は︵緑・熱田南・瑞

川氏と事務局︒

穂支部と鷲見氏︶

５日山は︵千種・中・昭和．
東北支部︶

６日㈲は︵中村・西・中川
港支部と鈴木斤巴

に協力して頂きました︒

が︑十年位前に︑一級技能士

これは私が経験した事です

れた模擬試験で︑カリダシを

模擬試験でした︒Ｂ校で行わ

﹁カリダシ部分が上手くでき

の先生に︑率直に尋ねてみた

ません﹂と︑すると先生は時

失敗した︒模擬終了後︑Ｂ校

実技試験の課題で落ち口部分

間の少ない中︑手取り教えて

の受験に挑戦した︒その時︑

のカリダシが上手くできな

もらえました︒結局私の金づ

Ａ校に誰習を受けに行った︒

ら﹁カリダシはこうやるんだ﹂

かったので先生に聞いてみた

ら鱗でした︒これが指導者で

せばいいとの事でした︒目か

す︒地元の指導者にも教えて

ちの使い方に問題があり︑直

手さばきは︑さすがベテラン

と言って︑私の作りかけのも

と思わせるものでしたが︑私

でき︑指導者の方に感謝しま

もらえました︒その結果合格

のを作ってしまった︒作業の
６０︐６００円でした︒

の実演即売成果は︵約帥本︶

には理解できませんでした︒

七十代の技術者とＡ校の先生

先日のテレビを見ていて︑

した︒

﹁よくわからなかったので︑

市報告１３︐７５６人
︵熱田・南︶伊藤

だから︑本当は教えられない

後輩に受け継がれていく︑

技術が身に付けば︑それが

が重って見えました︒

がその時思ったのは﹁ここは

ら見ていろ﹂と言われた︒私

けど︑もう一度みせてやるか

願いすると﹁これは俺の技術

詳しく教えてください﹂とお

＊総入場者数︵３日間︶

ちなみに３日間の竹筒花器

決したのは試験前に行われた

介のエビなどが展示協力して

をより多くの方々に知って頂
くために毎年︑名古屋祭り協

賛事業として行われていま
す︒

現代︑大量生産で安い商品
のはびこる中︑伝統職人の作
り出す︑技と心のこもった一

味違った商品の数々を︑一同
に見る事が出来る良い機会で

うかと私は思った︒

が︑月４日㈹〜６日佃まで名

る︒技能競技の部では︑講師

県予選会については︑予選会

愛知県の弱団体︵個人︶の

した︒

出展があり︑弱のブースで実
演・即売︵釣のブース︶が行
われ︑中でも市民参加による
子供までが楽しく挑戦し

体験教室では︑大人から
ているのが印象的でした︒

我が愛知県板のコー
ナーはメインステージの

今回の日割り分担は３日の

古屋市中小企業振興会館︵二

知県板事務所３階におい て 開
階第一ファッション展示場︶

を平成姐年１月５日⑧名古屋

２回理事会﹂が９月岨日行わ

現代に生きる一︲職人気質﹂

かったのだろうか︒それが解

に石原晴久氏を招いて展開図
において開催されました︒

たのである︒私の言動が悪

催した︒

の書き万を受講し︑建築技術

く︑見て盗むものだ﹂と述べ

幹事会の前に︑厚生委 員 会
の部では︑講師を招かないで

にした︒参加者をｕ月５日ま

頂いていました︒

委員長・沼沢啓二氏より 県 板
うにしたらよいか考えること

自分達で課題についてどのよ

︹議題︺
でに本田部長に連絡すること︒

全国大会は︑平成婚年２月８
日也・９日⑧静岡県富士宮市
﹃富士教育訓練センター﹄に
おいて開催される︒

四︑その他
ブロック担当で︑岡崎地域職

全国建築板金競技大会愛知

あすなる研究会の報告では︑

回の幹事会︵ｎ月︶で決定す

する︒明細については︑第４
る︒各支部参加選手を廻月の

業訓練センターにおいて開催

作りの創造﹂という漠然とし

幹事会で報告する︒

メインテーマ﹁あすに挑戦﹂︑

ていた為︑意見がまとまらな

れたので︑その時の議事録を

その他では︑県板組合﹁第

城に立ち寄った︒参加者は９

は思うのですが︑私は父にそ

﹁見て盗む﹂も一理はあると
例の竹筒花器の加工実演︑

学校じゃないのか﹂﹁技能試
幹事の方に見ていただいた︒

輩に伝える義務があるのでは

すぐ前になったせいか恒
﹁２００５年５月に予定され

即売は中々︑好評な様で

えるが教えてもらえなかった︒

う言われてきましたが︑技術
ている全板大会愛知県大会﹂

コーナー﹂に訪れる人が

したが﹁板金雨樋相談

技術者と指導者の区別はな

てもらいに来てるんだ﹂と︑

四国ブロックの高知県に内定

人で会費は一万円︒次回は︑

について委員会の発足・会場

ないかと思うのです︒

験のためにお金を払って教え

している︒

についての説明︑賦課金の値

これが﹁見て盗む﹂なのだ︒

いと思うのですが︑皆様はど

らった技術を手取り足取り後

全国建築板金競技大会講 習

無いのは残念な気がし

でも︑そう言う事を学びに

者は時には先輩に教えても

会については︑技能競技の 部

上げ︵平成通年４月１日より︶

た︒展示コーナーには

辛くなってきた︒結局誰に聞

の課題は﹁花器﹂︑建築技術

について︑それぞれ本田部長

う思われますか︒一宮田中

いても︑技術を見せてはもら

の部の課題は﹁リフォームに

行ったのではなく︑試験に合

傍にぎわう会場

格するために一ヶ月間毎週日
氏と︵西︶の多田反弓氏

︵熱田・南︶の小池正利

県板青年部宇野

より説明を受けた︒

提案書・見積書﹂で︑平成皿

ついての施工図・リフォーム

向かった︒帰りに国宝の彦 根

駅からマイクロバスで大津に

かったように思えた︒名古 屋

サブテーマ﹁未来を拓く組合

︹内容︺

知県予選会について

三︑全国建築板金競技大 会 愛

習会について

二︑全国延築板金競技大会誰

濡告

一︑第泌回あすなる研究会の

ていました︒果してそうだろ

ついて話を聞いた︒

共済制度の説明・加入促進に

8羽ﾕザマ

る︒穿った見方をすれば︑極

れらは認めないとするのであ

がするのは何故だろう︒動物

いのでは︑根本には︑第二次

事実を受け入れる事が出来な

た民族に並ばれんとしている

この事が︑かって支配してき

面でも同様に発展してきた︒

何も漁業だけでなく︑経済の

尽に走り回ってきた︒これは

世界の海に乗り出し︑縦横無

すぎた︒この島国の住民は︑

東の小さな島国が大きくなり

熱田︒南支部皿名
でした︒

︵熱田・南︶伊藤

昭和支部皿名

いた︒今回の参加者調名

内に予定通り無事名古屋に着

をお願いして帰路についた︒

しい︑鬼押出し園を見物して

長いバスの中︑沢山の商品が

泉街が狭くて大型バスが入れ

軽井沢に向かった︒白根山〜

園﹂に向かった︒途中︑酒元

昨年に続き今回も︑熱 田 ・
スで﹁ホテル一井﹂に着いた︒

ないため駐車場より迎えのバ

浅間酒造に寄って︑試飲と見

南支部と昭和支部合同の 親 睦
浅間山〜軽井沢のコースはま

用意されてのビンゴゲームが

旅行会がｎ月６日日７日 ㈲ と
〃湯畑″が目の前でいい所

だ木々が色づき始めた程度

始まり︑にぎやかな雰囲気の

開催されました︒今回は熱田．

にある老舗旅館でした︒宴会
別所温泉近くの﹁北向観音﹂

だった︒軽井沢で昼食をして

影を残す︑溶岩・火山岩の荒々

南支部の幹事により計画 さ れ
でゆっくりとくつろいで︑名

までの２時間あまりを各部屋

学をして︑浅間山大噴火の面

た︒あいにく雲行きの怪しく

今七つの海にいる鯨の数を

一劃一一ヨ｜｜訂託Ｊ妻一一一潅一潅一一一一一一一一

なった朝７時妬分︑荒畑 駅 前
に向かった︒最近︑テレビの

大戦の敗戦国という事がある

湯〃草津の湯″を満喫して６

のではないか︒ドイツでは今

から神宮東へ回って８時 に 出

は何を食べているのだろう︒

在も敗戦処理を続けているし︑

愛護団体とか︑何とかの方々

ステーキ︑シチュー等は︑ど

私の息子が通っていた高校で

皆さん御存じだろうか︑又そ
の鯨が食べる魚などはどの位

うだろう︒それらは動物の肉

旅番組で紹介される様になり

松井支部長・小野寺支部長

長野の善光寺さんの南向観音

の量なのか︒五月十九日付の

も入っているのでは︑牛や豚

時帥分より宴会に入った︒

︵あの世での幸せを願う︶に

サンデー版に詳しくのってい

発︑中央道〜長野道〜上 信 越
の挨拶に始まり︑昨年に続い

た︒先頃︑ＩＷＣの年次総会

道で長野に向かった︒い つ も
ながらバスの中はビール飲み

せをお願いする観音様として

対し北向観音は︑今の世の幸

る行進︑朝礼台に向って右手

も︑体育祭に︑生徒全員によ

て二回目のせいか︑終始︑和

ろうか︒牛や豚は殺して良く

は殺しても残酷ではないのだ

やかに盛り上がって︑暗い仕

が日本で開かれた︒欧米の鯨

取りながらなんとか予定どお

を食べない民族の代表は︑い

放題︑予定外のトイレ休 憩 を

は﹁愛染桂﹂のモデルとなっ

の行事からナチを連想させる

もしくは左手をかかげる︑こ

紹介されています︒山門横に

鯨はいけないのだろうか︒鯨

まりの宴会もお開きとなった︒

わく捕獲の一々法が残酷である︒

事の事など忘れての２時間あ

た見事な桂の古木が長い風雪

り﹁おぎのや長野店﹂で昼食
翌朝︑昨夜からの雨もなんと

を取り︑志賀︒草津高原ルー
トで白根山に向かった︒途中

か？そうではない様な気がす

があまりに大きい為だろう

と︑ドイツからの留学生の意
ば︒本当にそうだろうか︒数

数が少ないから保謹しなけれ

見で中止になった︒その事の

に耐えていました︒この旅の

良し悪しを言う気は全くない

安全・家内安全・仕事の安全

はいけないのだ︒鯨だから︑

る︒要は︑日本が鯨を捕って

か上がって８時半︑ホテルを

については︑先程の記事によ

出発︑浅間山麓の﹁鬼押出し

れば︑日本が主に捕獲してい

ての責務を負いつつ今日まで

シング︵特に白人社会からの︶

︵敗戦国の︶が世界よりバッ

が︑この事からも敗戦国とし

シングではないか︒又︑文化

牛だからではなく︑もっと違

についても︑詳しくは書かな

の面でも︑アメリカ代表は

いか︒今回の鯨の問題も︑

される遠因︵近因か︶ではな

るミンククジラは︑現在約七

いけれども︑徐々にではある

﹁アラスカのイヌイット︑ア

もっと科学的な根拠に基づい

めざましい発展を遂げた︒日

が増えている︒北欧のノル

らの慣習なので良い﹂とか︑

ジアの一部の先住民は古くか

う所での︑言ってみれば政治

ウェーでは︑毎年多くの鯨を

て結論を出すべきと思う︒

十八万頭いるそうである︒こ

獲り︑日本の輸入解除を待っ

しかしそれは余りに身勝手と

ていけば︑やがて人類の食料

本︑ドイツこの二大経済大国

ている状態であるという︒又︑

言えないか︒我国においても︑

問題になる︒確実に︑しかも

う︒大ゲサに言えば日本バッ

ＩＷＣに加盟していない国が

和歌山県の太地町を代表とし

近い将来に″

的なものが絡んでいるのだろ

捕獲するのは︑さほど話題に

て︑いくつかの町で︑古くか

るとの事である︒他のクジラ

ならない︒いや加盟していて

ら捕獲を慣習として来た︒そ

このまま全ての鯨を保謹し

も余り問題にならない様な気

れは︑ＩＷＣでも確認してい

の丸池から横手山︑渋峠にか

し参加者たち

し宴会の様子

けての紅葉の素附らしさ に 歓
声があがった︒一面のく ま 笹
と這い松の緑の中にちりばめ
た紅と黄色のコントラストが

実に素晴らしかった︒少 し 残
と色鮮やかに写ったはず︑し

念なのは天気が良ければもっ

かし短い紅葉の一番いい 時 期
に出会えて︑今回の旅行で一

番の収穫でした︒白根山 の 湯
雲が低くなりなんとかエメラ

釜に登った頃には︑ます ま す
ルドグリーンの湯釜を観る事

が出来た︒バスに戻って ま も
なく一面雲の中︑センターラ

インを頼りに下山︑予定 よ り
少し早く草津温泉に到着 ︑ 温
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で即日〜妬日あれば完成する
そうである︒これも家づくり

東北支部

レームの溶接・ボード貼り︒

単価・形状・仕様他様々な事

できる事であろう︒住宅の坪

するユーーットエ法だからこそ

リング大会ｎ月に

・名古屋連合会ボー

・職人展の反省

四日定例会ｎ名

東三支部青年部︵北河秀治
パネルの組立など︑職人︵従

工程の帥％以上を工場で生産

部長︶は︑如月釦日㈱︑秋の
は別としても︑この帥日とい

市明海町に位置し︑第一 ︑ 第

中部セキスイエ業㈱は 豊 橋
人間の手作業の方が多くなる

様々な為︑機械での製造より

外部の仕様など施主の要望が

少々淋しいものになってし

事もあって︑参加者５名と

今回の見学は︑平日という

トエ法においては聴かされる

鍵蕊蕊蕊蕊鍵

加月各支部の動き
名古屋板金連合会

出展

尾張名古屋職人展に

４．５．６日

千種支部

・企業年金

１日支部会
・職長教育講習の受
付
・県板共済加入の促

進３事業所加入
・名古屋連合ボーリ

ング大会参加者決
定

昭和支部岨名

熱田南支部飢名
草津温泉

６．７日２支部親睦旅行
尾張板金連合会
ルーズ

訂日中部国際空港視察ク
一宮支部

３日役員会略名
迦日青年部月例会岨名

８日定例会以名
躯日役員会４名

春日井支部
・県板賦課金値上

５日定例会４名

津島支部

西三板金連合会

せ会田名

型日監査会及び総会打合

匿閏固園

一︲四季﹂今年の夏はことの

口をそろえる︒十月二十九日

ほか暑かったことは皆さんが

碧南支部

記名

れているように地球の温暖化

めの京都議定書で明らかにさ

温室効果ガスを半減させるた

地球温暖化が進むとされる

もきれいな紅葉である︒

んでいて寒暖差が大きくとて

山の紅葉も例年より早く進

が観測された︒

て伊吹山でも例年より早く雪

はこの冬一番の寒気が南下し

岨日青年部バーベキュー

による医師との個人

帥日集団健康診断の結果

面接指導迦名

岨日第７回役員班長会

豊田支部

７日定例会過名

刈谷支部

西尾支部

・金属サイディング

３日青年部研修会犯名

速度で温暖化が進み驚異的な

南極では世界平均より速い

が進んでいるようである︒

早さで氷河が溶けているとい

・安全作業ビデオ

・共同購入に今回は

したり︑雪が降ることは今年

来ることには変わりなく紅葉

が︑春が来て夏が来て秋が

年も前から進んで来た︒

温暖化はずっと以前の一万

陸地でつながっていたという︒

ルも下がり日本と朝鮮半島は

ず凍って水位が一四○メート

地球の寒冷化で水が海に流れ

一万年前は氷河期であって

︾っ︒

ｎ日支部役員会姐名

ビスも取扱う

皿日青年部定例会
知多支部

４日理事会略名
ｎ日役員会妬名

４日定例会・講演会

東三支部

羽名

朗日青年部定例会９名

釦日青年部勉強会６名

里日役員会５名

﹁愛板﹂も変わることなく

も繰り返されるであろう︒

受け継がれていく事と確信す

る︒鷲見

午後六時五十分終了

広報委員八名出席

三七七号編集委員会

十月三十日㈱晴
｜県板事務局は︑哩月

日圏午後から１月５日㈲までお休みさせていただきます︒

Ｆ１：１１：１．１１：ｌｉ：１１：ｌｉ：ｌｌＩｌｌ：１１１

一日ごろは︑組合事業にご協力を賜り有難うございます︒

｜＃＃＃県板事務局年末年始のお休み＃＃＃

得と申請の促進

・保証制度の資格取

加日支部会４名

開催

勉強会として︑中部セキスイ
う工期は施主にとって魅力で

瑞穂支部

も︶が釘打機を使用し組立て

二工場合わせて約一六七︑○
最も聴いたのは︑旧家屋の
のであった︒

事ばかりで︑大変有意義なも

まったが︑セキスイのユニッ

そうである︒

という工期である︒建前︵正

解体から新築引渡しまで帥日

蕊

東三松浦

が︑ここでは︑木質系ユニッ

b己

確にはユニットの据付︶から

蕊議

ホーム﹂と鉄骨系ユニット住

dで

引渡に至っては︑大工が一人

；

と製造をしている︒

毒騒・

謬騨

麗雪
裳琴

説明や工場内を
案内して頂いた担
当の方の話しによ
ると毎日晦棟〜Ⅳ
棟を製造し︑愛知．

岐阜︒三重・静岡
の４県に出荷して
いるとの事で︑言
いかえれば東海４

測一
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職

県下で毎日狙棟以
上セキスイの住宅
が建てられている
事になる︒

製造方法は︑流

畳零

汐
凶

Ｆ磯碍蕊

が︑思っていた以

れ作業であるのだ

ｒグｰｒ今

木材の切断・フト勉強会の参加者

上に手作業が多い︒

篭
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：鍾蝿

宅﹁セキスイハイム﹂の 設 計

ト住宅﹁セキスイッーュー

第一工場のみの見学であった

○○㎡の敷地を持つ︒今回は

を行った︒

業員といった方がよいのか

冒
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エ業株式会社の工場視察見学

諾

ある事は間違いない︒

鰯
いる︒窓や間仕切の位置・内
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