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．︲︑砧︒

さて︑愛知県板運営の
母体であります八つの委
員会も前年同様委員長の

います︒

成功に導きたいと願って
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もと大変御協力を頂き︑

終わりになりましたが

ます︒

本年の愛知県板の重点目
標として県板の今後の諸
施策を実行するに当たり
ましてのより強力な体制
構築を迫られていますの
で特別会員制度を発足さ
せメーカー︑商社︑販売
店を含めて組合員とタイ
アップして商品の販路開
拓をなし︑新製品の発表
会︑研修会︑勉強会を設
けての増販につなげるべ
く特別会員制を実行の核
となして行きたいと存じ

いと思います︒次には︑

事︑太陽光発電システム
への参入等新事業への参
入を図ると共に責任施工
保証制度の充実をさらに
進め受注獲得につなげた

おりますリーーューァルエ

私共が関連致しており
ます建設業の一端を担う
板金工事業者も︑時代の
流れと機械化と大量規格
生産時代となった昨今と
今後の生き残ることを考
えねばなりません︒全板
連・日板協が提唱致して

理事長村上章
いう国家的プロジェクトが

中部国際空港と国際博覧
会という何十年に一度と

期間は残されていません︒

伸展しています︒あと二
年と少ししか開場までの

で開催することになり︑

場︵ポートメッセなどや︶

愛知県板におきまして
は︑万博の年︑二○○五
年の春に全国建築板金業
者大会を名古屋国際展示

申し上げます︒

厚く御礼申し上げます︒

旧年中は︑組合事業の
運営に格別の御理解と御
協力を賜わり誠に有難く

小泉改革が徐々に進行
し︑本年こそその真価が
問われる時であります︒
内外の状況は︑まことに
厳しく︑外には位致問題
があり︑内にはデフレ退
治という難問が横たわっ

大いに活躍をして頂きま
した︒紙上を以って厚く

げます︒

本年も相変わりませず宜
しく御指導︑御鞭推賜わ
りますようお願い申し上

ています︒

御礼申し上げます︒

準備を怠りなくすませて︑

な課題を抱えています︒

当愛知県では︑かって
経験したことのない大き

全板連・日板協の認証を
得て︑平成十四年の夏に
は︑関係官公庁並びに諸
団体に御報告を致し各方
面より暖かい御理解とご
支援のお言葉と激励の辞
を頂き次のステップでも
あります実行委員会を立
ち上げました︒万般の諸

平成十五年の輝かしい
新春を皆様には御家族お
揃いでお迎えになられま
したことと心よりお慶び

灘

先日東京におきまして建
築板金業議員連盟の総会
が行われまして参加致し
ました︒席上我々の上部
団体であります全板連・
日板協から諸先生方への

要望書を提出致しました︒

ましょう︒

①公共工事物件増加に関
する要望
②各都道府県板金工業組
合へ公共工事発注に関
する要望
③下請工事適正単価の発
注に関する指導の要望
④責任施工制度の公的評
価に関する要望
⑤基幹技能者の公的評価
に関する要望
⑥太陽光発電システムへ
国庫助成金の増額とモ
ジュール規格の統一化
に関する要望
以上︑六つの項目であ
ります陳情や要望をした
からと言って明日からす
ぐ効果が現れてくるので
はありませんが粘り強く
辛抱して根気に前向きの
姿勢で以って頑張り抜き

結びになりましたが︑

とさせて頂きます︒

愛知県板金工業組合の更
なる発展と組合員各事業
所様の御隆盛と皆様方の
御多幸を心より御祈念申
し上げまして私の御挨拶

平成１５年１月１日（２）
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うまでもなく︑チャレンジャー

較は出来ませんが︑﹁活力・

追い風を受けている中国と比

済は︑いぜん厳しく雇用情勢

ご承知のとおりわが国の経

ますが建築物の重要な部分を

板金業界は小規模ではあり

化などが企業に厳しいサバイ

子高齢化に伴う社会構造の変

もたらす産業構造の変化︑少

日本経済は﹁ものづくり﹂

経済成長度は成長期が過ぎ

性︑手先の器用さ︑仕事への

したが︑日本人は昔から勤勉

日章の栄に浴しました︒誠に

秋の叙勲に際し勲六等単光旭

ます﹄これもひとえに訓練校︑

らご懇篤なるご祝意を頂戴し

聞発表があり︑色々な方面か

紀の日本再生のポイントは︑

して一丸となって立ち上がる

り︑技能を尊重する社会︑そ

力と創意工夫︑汗と知恵を絞

方のご指導︑ご支援の賜りと

ざいました︒これも偏に皆様

謁の栄を賜り感激の極みでご

十一月十二日︑天皇陛下に拝

事より勲記勲章の伝達を受け︑

十一月五日県庁講堂にて知

ました︒

時であります︒どんなに苦し

す︒今後はこの栄誉に恥じな

家族共々深く感謝申し上げま

二○○五年愛︒地球博に合

ぬご支援とご交誼を賜りたく

ています︒これからも変わら

いよう一層精進したいと考え

﹁板金業界の明るい未来のた

ます︒

げ︑年頭の挨拶とさせて頂き

ご隆盛とご多幸を祈念申し上

最後になりましたが皆様の

よろしくお願いします︒

職叫

３頁へつづく

のご高配に深謝し︑本年もよ

念いたします︒併せて旧年中

年皆様に幸多からんことを祈

お慶び申し上げますと共に本

平成十五年の初春を迎え︑

端糊洲糊蝋剛球醗繍儲蛎織舗︾

密議蛾霊域誕蒜墜硬遷都擬懲腿蔑溌嬢

ＩＩＩＩＩＩｌｌＩＩＩＩｉｌＩＩＩＩ

さて私こと﹃平成十四年の

です︒

準備に入らなければとの思い

せたい﹂︒いよいよ本格的な

めにも地元での大会は成功さ

が初めて愛知県で開かれる︒

わせて全国建築板金業者大会

ず道はあるものです︒

くとも︑そして険しくとも必

あると言われます︒自らの努

技能︑ものづくりへの回帰に

ものと思われます︒二十一世

ありがたく厚く御礼申し上げ

平成十五年の新春をご家族

組合員各位には平成十 五 年
でありプラス思考の人達です︒

体力・活気・元気﹂のバイタ

えになられたことと心からお

お揃いで希望を抱いて︑お迎

の新春をご家族一堂ご健勝に

私は終生何事にも挑戦者であ

の改革が遅れており︑中小企

は悪く︑ここ数年来政治経済

慶び申し上げます︒

てお迎えのことと心よりお慶

てみましょう︒そして各方向

リティーを今一度自覚自問し

バブル崩壊から先行きの見

空機で一時間少々の街﹁杭州﹂

担当する専門工事技術者集団

業を取り巻く環境が大きく変

はスーツから下着︑タオル類

バル競争を強いている︒

付けを考えてみて下さい︒県

ドの漂う昨今です︒

など衣料全般と日本に輸出百

です︒強固な精神力︑確実な

はいつ晴れるとも知れず︑こ

展急成長をしている国は中国

デフレは進み株価は伸び悩

％の﹁畳表﹂が共に一大生産

体力﹁心・技・体﹂に﹁和﹂

技術︑そして何事も劣らない

のような時代の変化の局面に

通しすらつかない経済不況の

み企業倒産続出︑リストラや

拠点に指定され︑広い国道の

おいては︑基本に戻ることが

ル化︑規制緩和やＩＴ革命が

失業率は高まり保険料等 の 値

両側には明るくモダンな真新

を加え一体となって苦境を打

大切であると言われておりま

わってきた︒経済のグローパ

上に年金支給の延期︑方 や 汚

しい工場群が延々と建ち並ん

今年も組合事業にご尽力を

開しましょう︒

口はいつも開かれています︒

職に凶悪犯罪の増大︑テ ロ 戦

でおり﹁力﹂の入れ様は並で

板には問い合わせや相談の窓

争の危機など内外共悲観 材 料

は無いと感じました︒また

すが︑日本の成り立ちを考え

です︒昨年二度中国を訪れる

ばかりです︒この十数年日本

精一杯賜りますようお願いと

ますと有史以来ものづくりが

機会を得ました︒上海から航

丸の舵取り役は何をしてきた

﹁重慶や武漢﹂地域は重工業

共に皆様の益々のご繁栄とご

基盤であったように思います︒

の時はとっくに去り諦めムー

のか疑問ばかり残ります︒余

生産地区に指定されており広

健勝を祈念いたします︒

暗闇にはまって十余年︑ 我 慢

りにも無能無策な体質に今後

発展特別区を設けているよう

大な中国大陸を分類して経済

一方で日本経済を覆う暗雲

時の流れに押し流され て 暇

の早期回復は難しい問題です︒

成人病化して熱気も覇気もみ

を産業とともに発展してきま

たなどと過去調やグチを並べ

です︒

たところで何の足しにもなり

だ︑儲からない︑昔はよかっ

:
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為

的な経済成長は十二・三歳伸
び盛りの少年期と言われ︑こ
れからの中国経済を無関心で

つくには順調に成長して五十

はいられない様相をみせてい

年先とのことですがはたして

ません︒自分が惨めになるだ
不透明な社会環境の中にあっ

ます︒中国全土が日本に追い

て板金専門工事だけからソー
その過程で日本と中国がどの

けで助けてはくれません︒

ラーエ事や防水工事︑増改工
様な伸展を遂げるか興味津々

:蝋
ヶγﾆ､盆遂減

●

：

今世界でいちばんの経済発

何れにしても経済急成長の

です︒

事の元請をして使われる方か

ら使う方に目線を向け利益を
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りたいと思い続けています︒

上げている仲間がいます︒言
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十四年は日新総合建材のめ
金業界にしたいと願っており

界を業種として認められる板

た基幹技能者の養成を通じ業
申し上げます︒

捷をいただきますようお願い

本年も一層のご支援︑ご鞭

です︒

ぐみちゃんが生産調整の名の
ます︒

２頁より

さて︑世界的な不況の中テ
もと生産中止となってしまい︑

ろしくお願い申し上げます︒

ロという暴力︑位致問題と思

めぐみちゃんでイベント用展

新年明けましておめでとう

宜しくお願い申し上げます︒

最後になりましたが愛知県

板金工業組合様の益々のご発

●愚毎ｔＬ一匁■Ⅵ︒多輔

ご健勝とお店のご繁栄を祈念

せて頂きます︒

ａＦｑ

致しまして新年のご挨拶とさ
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展︑組合員皆様方ご家族様の

ますが︑この数年で顧客に警

巡り会う事ができなくなって

すと二度と素敵なお話には︑

す︒紙上をお借りいたしまし

頂きまして有り難うございま

じめ︑弊社建材製品をご愛顧

日頃は﹁三菱雨どい﹂をは

警戒感を早く払拭して︑減少

ます︒業界上げてそのような

が遅れているように考えられ

ためにリフォーム市場の伸び

戒感を抱かせた一部の業者の

今を生きる我々がどう明日

ございます︒

新年あけましておめでとう

識唾の訓蕊調蟻溌

ｊｒ１服汐９２幻ｒ

いがけない難問が社会問題と

示屋根を作っておりショック

一一一釧墜の一染灘識悶量錨議

Ｆ１４学零別″ｑ一夢りも■Ｆ１や蛍乳且″口可上少くＬａｒ▽も︑

なっている大きな歴史の流れ
ソーラはこれから我々業界に

を隠せません︒建材一体型の

１Ｆ１．号ぷ迅ｂ一夕１４鰯醒ｂニタｑγＬ列ｒｑ︑自謬争凸■〃１歩が雌Ｌあｒ︑︐抄１ｈ

の中︑それが我々の生活にど

雌瀞零Ｌ〃画︑ｒ夕︐

う影響を与えてくるのか ︑ 想

会長池田隆鐙
ございます︒旧年中は私共問

とって価値ある商品です︒環

屋会会員一同に一方ならぬご

像もつかないことが続け て 起

んとクボタのエコロニーのソー

愛顧を賜り有難く厚く御礼申

しまいそうです︒

願います︒

ラ材料があります︒これを使っ

し上げます︒何卒本年も引き

ます︒私の手元にめぐみちゃ

という備えを普段からみがい
て何かやりたい人は一報をく

続きよろしくお願い申し上げ

境問題への取り組みにもなり

ていれば心配することは無い
ださい︒せっかくメーカーか

ても耐えられる﹁体力︑知力﹂

でしょう︒今年も経済の安定
らいただいたものです役立て

きています︒しかし何が 起 き

は期待できないでしょうが︑

ムが大きな市場になることを

する新築に代わってリフォー

り魅力ある軒先を目指して︑

さて︑昨年は同時多発テロ

またそれが経済面でどのよう

て︑深く感謝申し上げます︒

素敵な時代を自分たちだけ

い﹁ルーフィットシリーズ﹂

三菱樹脂のハイグレード雨ど

の世代を考えてやれるかが今

で終わらせてもよいのでしょ

な影響がでるのか︑世界中が

を与えられた者の与えられた

このような折角の時期を逃

我々の知恵と行動力︑努 力 で
ます︒

長引く不安定な今日現在︑

て下さい︒

でも経済でも全く混沌とした

うか︒

この記事を書いている時点で

不安な年明けでありましたが︑

平成十四年六月改正施行さ

今を生き抜きひとつひと つ 成
果をあげていくことが意 義 あ

険しい道程を歩もうとしてい

二十一世紀は団体から個に︑

わりましたので我々としては
注目をしていなければなりま

いては二○○五年の常滑沖の

されど︑幸いこの地域にお

うとしています︒

に一層の危険区域に突入しよ

言えば︑このことは対応でき

時代と叫ばれています︒逆に

できた所が勝ち抜いて行ける

これらをより早くシフト替え

より一層のユーザー志向に︑

性に︑より一層の本物志向に

況の渦中から脱出できず︑未

日本の経済は相変わらず不

ております︒

火が拡がらないことを希望し

スタンにとどまっており︑戦

戦争状態にあるのはアフガーー

した﹁ルーフィット軒先シス

に鼻かくしと軒といを一体化

いがシンプルに融合するよう

を販売し︑また︑軒天と雨と

トＣＤ﹂﹁ルーフィットＭＤ﹂

工を容易にした﹁ルーフィッ

の機能性をそのままにして施

当社といたしましては︑よ

一回開催されましたが︑ 愛 知

開催されたうち中部地区 で 十

せん︒今年に入りだんだん具

中部国際空港開港並びに歯戸・

撃がどのような展開になり︑

は一度も開催していませんで

体化してくると思いますが︑

長久手地域での愛・地球博と

平成十四年の県板は︑第五

期待しています︒

ます︒

左脳から右脳に︑男性から女

に対する米国を中心とする反

題が出ています︒まず︑屋根・

れている建築基準法は我々の
仕事にもかなり関連のある問

デフレスパイラルに突入し

したのは︑観光地︑温泉地に

く挿入してある時もあります

特にカタログの中にさりげな

役割かと存じます︒

壁材料の耐火防火の問題︑も

て久しい日本経済では︑さら

世界を取り巻く情勢は︑政治

うひとつは風荷重の問題です︒

るよい年にしていくことだと

十七回全板大会を愛知で開催

今までの考え方がまったく変

思います︒

ました︒過去五十四回までに

するための委員会をたち あ げ

ております︒今回は︑愛知万

恵まれていなかったといわれ

さまで県内三十三名︑岐阜︑

基幹技能者研修は︑おかげ

ので注意が必要です︒

頂けたかと思います︒

年から備えられるチャンスを

それにあやかるべく体制を本

ビッグなプロジェクトを控え

しょう︒

さんで挙って勝ち組に入りま

れてしまいます︒じゃあ︑皆

なかった所が負け組に入れら

ます︒

なって欲しいと期待しており

ませんが︑今年こそよい年に

だに回復の兆しを見せており

ざいますのでどうぞよろしく

に立つべく努力する所存でご

テム﹂を販売しております︒

万博のテーマは︑﹁愛・ 地 球

を考えねばなりません︒ 愛 知

れなりの時代にあったテーマ

同業者を歓迎するために は そ

知識︵技能の技術化︶を備え

質管理︒工程管理そして専門

ります︒職長の能力プラス品

は静岡で開催が計画されてお

が終わりました︒今年の二月

土壌を立ち上げて頂きたいと

い人材が豊かに育ってくれる

にすべくご尽力を︑又︑新し

機会に尚一層の魅力ある業界

されど深追いは禁物︑この

の旧倍のご指導ご鞭漣の程︑

活動させて頂きますので皆様

に立たせて頂き度︑一生懸命

会一同︑誠心誠意皆様にお役

本年も愛知県亜鉛鉄板問屋

ムに注力されているかと思い

り︑関連する各社ともリフォー

るという見通しが定着してお

る住宅着工戸数は年々減少す

我々の業界に大きく影響す

いただきます︒

まして新年のご挨拶とさせて

の益々のご繁栄を祈念いたし

今年も少しでも皆様のお役

大会開催を願っております︒

三重︑北陸をあわせて百名余

博の年ということで意義 あ る
組合員一丸となって全国の

博﹂です︒我々も今年の早い

最後に皆様のご健勝と会社

お願い申し上げます︒

時期にテーマを決めたいもの

与‑.00M41膚･岳､̲

平成十四年は︑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︒

確
毒
｜

ｉ"−−−−Ｊ

︵西春支部︶

︵中川港支部︶

︵中川港支部︶

組合功労者

︵東三支部︶

︵西尾支部︶

坂口優

片山勝又

ＩＩＩＩｌ

㈱愛知県技能士会
連合会
会長表彰

︵昭和支部︶

福井政雄

服部正良

幽菱拳

︵熱田南支部︶

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

１ＩｉＩｌｌｌＪ

細野清

漂一

したいと存じます︒順不同︒敬称略
安藤栄昭

ｒ薗

技能検定関係
優良団体

￨
塞
働
Ｉ

溺一
Ｌ〜一Ｊ

￨
喜
彰
Ｉ
朝日一夫

蝋

室山龍而穂室煙冒
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愛知県
板金工業組合

大友堅治
︵東三支部︶

︵昭和支部︶

鷲見牧

翻

平成１５年１月１日（４）

板
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湯浅伸明
︵一宮支部︶

田口繁勝

︵小牧支部︶

伊藤勇

︵豊田支部︶

事故の手続きなどは敏速に届

してお任せを︑次に上乗せ的

出を諸官庁に行っており安心

な保証も扱っており︑その保

険とは︑﹁県板共済制度﹂で

になるが︑福祉事業の一環と

あり︑制度の発足は十四年前

して一組合員一口加入を原則

として︑発足し現在に至って

い︑更に加入者が無事故で一

おり︑県板の歳入の一部を担

年経過後は︑組合員に剰余金

として掛金の一部が︑払戻さ

者の余儀なく交替により︑加

近は時代の流れと共に︑代表

れる仕組みとなっている︒最

０▽■■ＡｇＴ

訓練協会推薦﹀

ＡＶの■

︿愛知県板金総合職業

︵中支部︶

長谷川信俊

職業訓練功労

函識
伊藤敏麿
︵中川港支部︶

石原久憲
︵一宮支部︶

▽●■ＡＧＴ●■Ｏ０Ｕｂ■

組合担当の理事を通じて加入

Ｖ●●０画Ｂ口■●凸与巳？●由ａ−Ｂ７■中０口９Ｖ●ｏ

るが︑国民は早急な潤いのあ

勧奨に努めており︑趣旨をご

い■︲①■ⅡａＶ●句且畠Ｖ■■０

る政策の転換を望んでおり︑

ＤＵｂ●ＡＰ︲●■

新年明けまして御目出度う

今年こそは一刻も早く景気の

望してやまない︒

理解の上︑加入される事を希

ｑ■且■７■●ＡＶ■ｑＡＢＤ●︒■

き続いて組合としては︑追加

入者の減少が目立つ今日︑引

ございます︒輝かしい新春を

回復を望み︑業界も活発な活

年は組合の諸事業活動に多大

みません︒組合員の皆様︑旧

すようにと︑心から願ってや

今年こそは最良の年でありま

格の安定などを含め︑早急な

の働き易い環境づくりと︑価

どを含め︑業界管下の組合員

願しつつ︑雇用対策の拡充な

れ︑何らかの対策を早急に請

きっている監督省庁に喝をい

られたのではと思うと︑感無

業も︑予想以上のご進歩が得

目的達成のため審議された事

んのご理解のもと︑集中して

れた︑厚生委員および理事さ

各々のブロックから選出さ

の組合員の方々には︑各々の

ご家族共々︑お迎えられた事

動を積極的に取り入れ︑冷え

加入者を募っており︑未加入

新しい年を迎えるにあたり

を心よりお慶び申し上げます︒

厚く御礼を申し上げると共に︑

なるご支援と︑御協力を賜り

は連日の如く︑不良債権の整

景気の回復は望めず︑報道で

などがあり︑福祉事業の一環

年基金︑労働保険︑共済保険

の取扱種目は︑健康保険︑国

挨拶とさせていただきます︒

事を︑切にお願いし新年のご

年も昨年同様ご愛顧賜ります

頑張って行く所存であり︑今

更なる新たな方策を思案し︑

げたいと思います︒

量で担当役員へお礼を申し上

理︒公共投資の投入・北朝鮮

し︑病気から怪我．更に労災

として社会︵組合員︶に貢献

県板としては福利厚生事業

解決を願いたいものです︒

の泣致問題︒イラクの査察な

新しい年を迎え依然として

今年も宜しくご愛顧の程を︒

ど︑豊富な話題で賑わってい

轍２Ｏ０２あい ち技能プラザ

み ん な でた の し く
モノづくり

も当たり前のことだが︶の中︑

や減・噂鍔呼．識や鋸や雑︲傘減働．詫嘩鐘鈴

十一月十六日㈹︑十七日㈲

まるで中学生に戻ったのでは

んと共に物作りを楽しみ︑技

グループ討議だったとは．．⁝．︒

愛知県板金技能士会は２０

その一週間後︑二十三日出︑

先生のメリハリのある絶妙

まず︑驚かされたのが︑講

二十四日側に︑岡崎地域職業

名さめるかわからない緊張感

なトークもさえ渡り︑いつ指

教育﹂の研修会が︑二十八名

愛板技能士会は︑表札とス

講師は︑岡崎市出身の山来

訓練センターでも開催された︒

のお話しは子守歌﹂の如く︑

の中︑いつもの私なら﹁先生

能について理解を広め︑技能

テンレス製の鉢受けと銅板レ

棟雄先生︒六十三歳といって

こっくりこっくり︑時には爆

０２あいち技能プラザ︵ 県 技

リーフを出品した︒表札と鉢

おられましたが︑とてもとて

義の手法︒まさかこの研修が

ｎ月９日・加日に︑名古屋
受けは︑年齢の高い人︑レリー

も元気な威風堂々と︑目の奥

の参加により開催されました︒

市内の吹上ホールで午前 皿 時
フは子供や家族など幅広い人

士の社会的地位を高める事で

から午後４時までブレスレッ
達で︑体験コーナｉは賑やか

能士会連合会主催︑県職 業 能

トや七宝焼︑和菓子︑野菜細

体として参加した︒

工までさまざまな物作りが楽

できない状態に陥れられ︑先

らず︑こっくりこっくりさえ

睡︵笑︶していたにもかかわ

方でした︒最初に言われたこ

しまいました︒

生の術中にまんまとはまって
内容としては詳しくは書き

べらせ︑全員ねむらせない︒﹂

ませんが︑﹁職長として︑安

研修生

傍討議内容を発表する

拶︑厳しいルール︵と言って

︵左上が山来先生︶

レグループ討議

禁止︑私語禁止︑けじめの挨

と豪語され︑講義中のトイレ

とが︑とにかく﹁全員にしゃ

が﹁キラッ﹂︵恐そう︶と光る

し世界で１個だけの
表札作り

一宮佐藤

だった︒

ある︒

と二日間にわたり︑愛知県板

催織蕊

力開発協会後援︶に︑出 品 団

一名古 屋吹上ホ − ル 十 一 月 九 出 〜 十 日 ⑧ ⁝

蕊

風景での講義が始まりました︒

の

ないかと錯覚するような授業

今＊寺参や今角呉久々

て︑﹁職長・安全衛生責任者

鞭今令や｡摩掌や今や･きぐ

金工業組合三階会議室におい

余●●今今込今寿司・ぞ

しめる催しである︒

この目的は︑技能士の皆さ

︵旗に注目︶

傍出品風景

容を理解し︑的確に遂行する︒﹂

全衛生責任者として︑職務内

考えてこられた内容盛りだく

あり︑問題定義ありと自分で

のために本当に身につく講義

最後に︒山来先生︑私たち

をありがとうございました︒

さんで﹁大活躍﹂されました︒

よりいかに災害を減らしたら

印象に残る講義でしたので︑

特に︑労働災害に於いて︑

よいか︒というような内容で

皆輔忘れることはないでしよ

﹁危険予知活動﹂︵ＫＹＫ︶に

で︑みなさんもいつも以上に

は安全確保から／︑終われば

﹁やるぞ俺たちは／まず

訳ないのですが︒

方にしかわからないので申し

最後の最後に︑出席された

︾つＯ

した︒グループ討議でしたの

理解されたのではないでしょ

あと︑記しておかなければ

うかⅣ

ならないのが︑生涯で初めて

古屋西支部の鈴木準一さん︒

﹁学級委員﹂に任命された名

母ちゃん待ってるぞ／・﹂

春日井支部波多野

休憩の合間に身俸の体操あり︑

頭の体操あり︑挨拶の大号令

に総会を開いているが︑今年

西三板金連合会は毎年ｎ月

の挨拶があり﹁２期４年にわ

明氏の挨拶に続き︑毛利会長

始まり︑担当支部長の村松利

との発言があった︒村上理事

が︑今後も協力していきたい﹂

場の設営と司会進行係を担当

長は挨拶の中で全板愛知大会
に関してふれられ﹁実行委員

たり会長を務め今回退任する

した︒出席者は８支部より的

会のメンバーが決まり準備は

温泉﹁ひがきホテル﹂にて開

員岨名中姐名の出席があり︑

名あり︑幡豆支部からは組合

ついて組合員に特別な金銭的

始まりつつある︒この大会に

負担の無いようにするつもり

支部がまとまりつつあること

上理事長︑鷲見名古屋板金連

れ議事に入った︒ｕ年度経過
報告・会計報告は質疑なく承
６頁へつづく

議長に鳥居松男氏が指名さ

である﹂と述べられた︒

鳥居体制氏の司会で総会は

席があった︒

長︑吉田東三ブロック長の出

合会長︑細野尾張板金連合会

を印象づけた︒来賓として村

催した︒今回は幡豆支部が会

もｎ月７日午後２時より三谷

新会長に西俣氏選出

第調回西三板金連合会総会
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瞬や幸今今今宇挙や÷瞳

認された︒過年度事業計 画 案

５頁より
﹁単価参考資料のグラフ化﹂

度の事業として作製された

０２開催

どこへ消えた﹂

ルしなければならないので

みずから自分の存在をアピー

はないだろうか︒少し前に

子供たちが銅板レリーフに

の方にアンケートをお願いし

いう本がベストセラーになっ

﹁チーズはどこへ消えた﹂と

チャレンジしている間︑家族

たところ︑建築板金とはどん

﹁建築板金とはどんな仕

いか︒そんな思いを強く感じ

くては飢えてしまうのではな

たが︑新しいチーズを探さな

作された人もいた︒時折小さ

か？﹂という質問に対して︑

事をしているか御存じです

人が多い事がわかった︒

な仕事をしているか知らない

な子がお父さんお母さんの手

︾刈谷市産業振 興センター十一 月二幽〜三日⑧私

烈窯

すい説明があった︒

入浴後６時より３社の問屋

と﹁積算﹂について分かりや

さんも加わり覇河西敬一氏の

については︑次回の役員会に

り承認された︒予算案で は 技
名司会で懇親会が始まった︒

おいて協議する旨の提案があ
能士会と青年部への助成金が
﹁刈谷産業２００２﹂︵刈谷

助けを受け︑完成したレリー

各商工会議所︑商工会後援で

りがとう﹂と喜んで帰る姿を

フを大事そうに手にして﹁あ

十九人︒知らないと答えた人

中知っていると答えた人は二

アンケートの回答者七十九人

が︑自己ＰＲの場として次回

売上げにつながる訳ではない

出展したからといって即︑

た二日間である︒

南︑安城︑知立︑高浜︑各市︑

市︑刈谷商工会議所主催︶碧

十一月二日㈹︑三日日に︑刈

見ると﹁ああ︑やって良かっ

常任相談役毛利貞夫西尾
谷市産業振興センターで開催

同高柳一男岡崎

を我々板金業者はどう見れば

会長西俣章豊田

体験コーナー設定場所が少

安城支部㈲桜井板金
し狭かった為︑一時は立って

良いか︒

も出展したいと思っている︒

当社の出展は今年で二回目︑

する人や展示物の置いてある

ヒントを与えてくれているの

は四十七人︑回答なしが三名

昨年は﹁太陽光発電システ

机の片隅で製作された人もい

ではないか︒建設会社の下請

という結果が出た︒この結果

ム﹂を主に展示したが︑今年

た︒又あまりの混雑に家に持

た﹂と思った︒

は﹁太陽光発電システム︑雨

ち帰って作るという人も数人

ることは明らかである︒我々

けに甘んじていてはダメであ

し大盛況レリーフ作製

産業まつり二日目終了一時

いた︒

間前には用意

なってしまっ

枚が全部無く

した材料二百

体験コーナーにおいては銅

た︒

今年は体験コーナーを企画し

何かが良くわからないと思い︑

展示するだけでは板金業とは

アンケートの結果は色々な

テーマに展示出展した︒ただ

され︑当社も出展した︒

同久世明男岡崎
同福田益雄豊田
会計鳥居松男西尾
会計補佐大参久男安城

害記長野田和彦知立
書記補佐沢田幸男岡崎

監査岩室鐘刈谷
同鳥居体制幡豆

技能士会長加納重幸岡崎
県板厚生委員西三ブロック

板レリーフを行い︑二百人の

二日間で百五

た︒予想では

担当内藤政紀碧南
翌朝の食事をすませた後流れ

人が思い思いのキャラクター

十枚位かと

解散となった︒高橋

使用した物は約十センチ角︑

で︑これはう

思っていたの
れしい誤算で

厚み十二ミリベーーャの上に銅

て︑あらかじめ準備したキャ

はもう少し体

あった︒次回

板を張り︑釘と金槌を使用し

を作成した︒銅板レリーフに

その夜はホテルに宿泊し︑

水再利用︑リフォーム﹂を

副会長高橋銀吾碧南

顧問山本清岡崎

役員の発表があった︒

その席上で西俣新会長より新

それぞれ３万円減額して７万
円とする案であったがこ れ も

承認された︒次いで西三 板 金
技能士会と西三板金青年部か
ら事業報告があった︒

役員改選については︑ ８ 名
の幹事が選考委員となり︑新

会長のみを選出し︑他の 役 員
は新会長が指名する事に決ま
り︑選考委員会が別室で開か
れた︒その結果新会長に 西 俣
章氏︵豊田︶が選出され 満 場
一致で承認された︒西俣 氏 は

新任の挨拶で︑会員独名 の 協
力のもとに前進して行きたい
と抱負を述べた︒

最後に毛利氏が県板の 現 況
を報告して総会は終了した︒

ｎ分の休憩のあと︑特別企画
として︑高柳氏により︑ 辿 年

鍵議一瀞鰯︐︒
﹄守凸●や

て仕上げる方法︒

ラクターの図柄の上をたたい

スペースを確

験コーナーの

と思われる︒

保しなければ

体験コーナーに来た人は三
らいの年配の女性と幅広く︑

歳ぐらいの子供から六十歳く
﹁孫のみやげに﹂と熱心に製

︾蕊

し奥さん・子供さんも興味津々

譲騒

●⁝．

抄総会風景

蕊蕊

灘議；
困

掌

鵜

︐ｊ今．︑謹
隊詫４

Ｉ

しあいさつする新会長西俣氏

難i識ii議議霧;議鴬
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であるが︑市民へのサービス

ぬ事やってられないのが本音

を考えたらこんな割りに合わ

た事と思う︒しかし︑コスト

感を︑市民に充分に理解され

板金屋ここにありとの存在

を抱いている一人である︒

機会があれば挑戦したいと夢

も良い体験だと思う︒今後も

り︑達成感を充分に味わうの

えば︑参加する事に意識があ

が今後の信頼につながると思

じと士気に熱が入り︑久しぶ

叫ばれている中︑会員も負け

以上の成績であった︒

知多支部員で︑市在住 の 組

知多神谷

合員で構成する十六名のメン

一一種恒匡庖鯛湖胤糊蝋蕊一

製ｌ竹トンボ︒竹製の竹筒を

いつしかバスは北陸自動車道

紅葉がちらほら目に浮かぶ︒

間以上に渡り︑詳しく説明し

お願いし︑午前９時から２時

た為︑急迩計画した︒講師も

かく理解できない事が多かっ

風荷重・雨量計算が時間も短

終了した︒

有意義な勉強会はｎ時釦分に

参加者妬名︑内容も充実し

がら説明をして頂いた︒

わらについてビデオを交えな

又花井氏よりエバールーフか

一綴州蝋撫郵酔細錨妙岬泌嚇繰郷鐸掴婦淋答霞一一

ｎ月３日⑧︑豊橋市文化会

館にて秋の勉強会を行った︒

今回の勉強会は９月の基幹

製作︑一方では銅製表札及び

知多支部では去る十月三十

を走り︑目的地の昼食場所

技能者研修会の講義の中で︑

アー精神にのっとり︑積極的
レリーフと合わせたラインアッ

一日附︑日帰りの親睦旅行を

テンレス製チリトリ・アルミ

に参加することとなった︒開

プで準備を整えた︒更に客寄

実施した︒参加者は問屋様も

て頂いた︒

りの汗を流した︒先ずは︑ス

催は十月二十六︑二十七日の
せ用として︑ダーッゲーム三

︵昭和館︶へと到着︒

バーは︑今回で第三十回目を

二日間で商工会の分科会の一

種類を用意し︑来客の視線を

含め二十八名にて︑行先は一

迎える産業祭りにボランティ

員として参加︒当組合では材

路〜北陸・常神半島へとバス

詞紅葉を求騨禰州州脚幾一

料・工法などに加え完成品の
で子供たちへのレリーフ製作

ひいた︒一方では担当者数名

休憩の後︑日鉄鋼板㈱の園

ラーの商品及び施工説明を︑

部主任よりエバールーフソー

車内では︑仕事の話︑組合
ムードであった︒

の話に花が咲き︑和気謁々な

理を食べ慣れた我々ではある

蟹江重光支部長の日頃の心

一一娠卿測輔鎚剛陸鵜噸雛畦

展示のみではなく︑組合員の
は進める︒

掛けが良いせいか︑絶好の行

が︑日本海で獲れた磯の香り

傍講義中の高柳一男氏

し講義風景

東三松浦

奉仕により︑加工場など の 提
みや販売品の取扱やＰＲにと︑

の指導・表札の加工・呼び込

その時と同様︑高柳一男氏に

ルとして︑これらの企画を通

供を受け︑一般市民へのアピＩ

ダーッゲームの進行の世話な

楽日和で車窓に写る景色は︑

も又格別で︑新鮮な活魚料理

知多岡戸

一体・誰の心掛け？

翌日は久しぶりの雨でした︒

仕事をやるぞ／・と思ったら

さあ︑又明日からバリバリ

行でした︒

養った一日に見受けられた旅

カットとれて︑明日の鋭気を

始まり︑日頃のストレスもス

帰りの車中でもカラオケが

しい宴会であった︒

異なった会話で盛り上り︑楽

コンパさんも登場し︑車中と

も美味しく舌鼓︑お酒も入り

日頃︑知多半島に住み魚料

どで汗だくとなり︑昼食も侭

に映り︑渓谷などの狭間から

知多では味わえない風景が目

じて︑板金業者ここにありの
職人魂を発揮して︑９月中の

の順調な流れで大成功のうち

にならぬ程の忙しさで︑企画

﹁ハイ・チーズ﹂

伝仕事以外の顔で

●
Ｉ

日曜日を利用して︑３週にわ

に終了︒二日間の売上は予想

陰レリーフ・表札の作製に夢中

，
？

たり連続で製作に取り掛 か っ
た︒昨今は年々技術の進歩が

伊知多支部のテント

竿

第３７８号

板
愛
(7)平成１５年１月１日

平成１５年１月１日（８）

板

愛
第３７８号

１１

愛知大会実行委員会

運営委員長

財務委員長

高柳一男

長谷川信俊

高柳一男
斎藤充昭

村上章

尾張ブロック

企画委員長閑

実行委員長

ていることもあって入場者数
が増える予想から何処の訪問

副実行委員長

先でも歓迎され協力を約束し

小野寺俊一

本田幹雄
吉田万作
田口繁拷
福田益雄

ｎ月各支部の動き

の受入内定にともない﹁愛知

一宮支部

７日定例会釦名

西春支部

・県板新年会・識習会

西三板金連合会

７日総会船名
岡崎支部

・短期課程訓練

幻日〜青年部

技能競技大会の練習

職業訓練展出品製作

釦日青年部忘年会

南紀︒勝浦旭名

加日．ｎ日青年部旅行

碧南支部

豊田支部

９日役員・班長会岨名
鯛日青年部忘年会鯛名
西尾支部

ｎ日役員会舶名

・共同購入の結果報告

・西三役員会の報告

・全板大会実行委員会

報告

臨震震臣

ほめしかる

ｎ月にあった﹁職長・安全

衛生責任者教育﹂研修会で講

師が何度も口にした言葉であ

は一︲おこる﹂のではなく︑

る︒優秀な作業員を育てるに

﹁ほめる﹂事と﹁しかる﹂事

この事は従業員に対しての

が大事だという意味である︒

る事と思う︒今まで私は﹁し

みならず︑子供にも当てはま

がほとんど無かった気がする︒

かる﹂事が多く﹁ほめる﹂事

この研修会の冒頭で全員が

反省しきりである︒

自己紹介をして︑各自の悩み

いる息子との関係がうまくい

を述べた︒一緒に仕事をして

かない︑という人が以外に多

かった︒家族関係も良くなノ︑

知多支部

５日︒６日青年部高所作
業車技能講習８名

てはうらやましい悩みに思え

高橋

午後二時開会五時閉会

広報委員九名出席

三七八号編集委員会

十二月二日㈲晴

も遅くない事を願う︒

ことを実践したい︒今からで

い出し□に出して﹁ほめる﹂

今後は子供達の良い点を見

た︒

いまだ後継者の無い私にとっ

釦日青年部忘年会妬名
東三支部

２日定例会町名
３日勉強会妬名

辿日東板会ゴルフコンペ

技能競技・展開図

会について里謡息写

皿日全国建築板金競技大

県板青年部

妬日青年部定例会８名

鍋日三役会５名

ｎ名

８日定例会廻名
犯日役員会４名

羽日瀬戸定光寺見学４名

過日定例会ｎ名
・新年会及び総会の件

妬日役員会

江南支部

犬山支部

津島支部

５日定例会８名

春日井支部

即日青年部定例会過名

過日総会卯名

尾張板金連合会

日平成魁年度納会

緑支部

虹日定例会

熱田南支部

８日忘年会の件氾名

昭和支部

９日定例会６名

中支部

肥日定例会ｎ名

中村支部

・忘年会打合せ

．ボｉリング大会

廻日定例会８名

羽日ボーリング大会

名古屋板金連合会

本田幹雄
斎藤充昭
大友堅治
沼津啓二

佐藤忠雄
蟹江重光

鷲見収
西俣章

高柳一男

山本直

鈴木準一

岩崎崇

籾山基義
松浦正行

細野清

毛利貞夫

長谷川信俊

高橋銀吾
福田輝幸
北出明治

滝伸次

沼津啓二

大友堅治

西俣

佐藤忠雄

愛知県板金工業組合は 第 五
十七回全国建築板金業者 大 会
代表委員
代表委員

青年部
代表委員
財務委員会

運営委員会

東北支部

て頂いた︒

西三ブロック

こととした︒

平成十四年九月十九日
理事会に於いて実行委員会
立ち上げと役割分担案・会場
下見状況を報告した︒組合の

﹁委員構成下記参照﹂

全国大会は全板連・日板協

企画一委員会

鷲見収

大会実行委員会﹂を設置した︒

大会会場候補の名古屋市国

名古屋ブロック

際展示場にて﹁愛知大会実行

平成十四年八月九日

ら一部組合員により全板 大 会

それに先立ち︑一昨年頃か

誘致の声が出始め三役会 ︒ 常
代表委員
代表委員

東三ブロック

席上︑委員会構成と役割分
知多ブロック

委員会﹂の立ち上げ開催︒

ク協議会に開催県立候補を表

れた︒会議終了後展示場係員

担案を提案︑協議の後了承さ

務理事会を経て︑中部ブロッ

理事会に提案︑承認内定と な っ

明︑中部ブロックより全 板 連

重要案件は理事会で議決する

代表委員

た︒︵注・開催地を決めるに
は全国七ブロック持ち回りが
原則である︒ブロックの中で
開催県板を決め全板連理 事 会
で内定となる︒また正式な開
催地及び日時は大会予定 前 年
の大会式典で公表される︒な
お今回愛知県板が二○○ 五 年
決まりである︒この日提案し

の案内で会場施設を見て回り

を希望した理由は県内にめぼ

た実行委員会役員委員は全員

後日資料にもとづき検討する

しい観光地がないため同 年 開

承認され正式発足となった︒

内定と共に早速︑準備委 員

が主催者であり開催までの準

したい事からである︶

かれる﹁愛知万博﹂を目玉に

会を設け岐阜県板に全板連の

その主催者と開催地県板との

は事細かく設定されている︒

間に立ち連携を取りながら企

備日程や責任体制・役割分担

構成と委員配置案を検討した︒

画の成功に導く役割が全板興

マーーュアル以外のノウハ ウ を

また三役揃って︑愛知県庁︑

享受頂いたほか実行委員会の

名古屋市役所はじめ関係団 体

業である︒

記事は次回に掲載します︒Ｓ

前夜祭会場の下見打合せ等の

来名された篠原社長と大会．

や部署と中日新聞社など 二 十
数箇所を回って大会内定報 告
﹁あいち万博﹂を目玉にし

と協力をお願いした︒

章

