開催の﹁全板愛知大会﹂の成
功に向けての準備と協力を呼

まもなく︑神田真秋愛知県

た︒

秋愛知県知事がご挨拶の予定

続いて来賓として︑神田真

た︒続いてアトラクションと

換をされ慌ただしく退席され

ご来場を頂き︑挨拶と名刺交

知事がお忙しい中をぬっての

でしたが知事選の真っ最中と

して女性マジシャンの宇藤舞

第弱回全国建築板金業者北海道大会川函館

︵大会参加費を含む︶

◆参加費７３︐０００円

費を添えて申込み下さい︒

申込みは︑各支部長に参加

ています︒

〜参加者募集〜

大会は︑平成焔年５月過日

れます︒

㈱﹁函館市民会館﹂で開催さ

愛知県板金工業組合は左記

１６:2018.0噸合（0138)5９３５５６

び掛けられた︒

あって少し遅れるとの事で︑

姫さんによるパフォーマンス
マジックやカラオケにと宴た

衆議院議員︑木村隆秀氏︵建

築板金振興議員連盟︶及び県

◆申込締切平成焔年２月犯日園

17800】８．００前後２０:00前後

の行程で計画しました︒組合

平成15年５月１４日(71ウー５月１６日閏２泊３日

員の方々の多数の参加を願っ

ＡＮＡ便予定

:新千歳空港一÷名古屋蛮港

ｌｌ:００１５:3０

クの尾張板金連合会長︑細野

昼食二：

けなわな中︑次回開催ブロッ

（徒歩圏内）

会議員︑松山登氏と県中小企

清氏が挨拶された︒中締めと

寵蚕腕〜法憶寺〜松前家墓所〜松前神社〜松前城＝湯の;::温泉別亭飛天

業団体中央会専務理事︑柴田

茂氏と商社より積水化学工業

して日本鉄板㈱名古屋支店長

木準一氏による閉会の辞で２

名古屋板金連合会副会長︑鈴

小林晴久氏が締め括られた後

続いて︑ご挨拶して頂けな

時間半程の平成巧年新年懇親

拶されました︒

建材営業所長宮田敏行氏が挨

かった方々の紹介と祝電の披

種握盤壁畠懲港＝磯醐《雲綱熟)=(聯)=松前城‑

5／1４ 79308.30頃９二５０：O:ｌＯｌＯ:2０l1glOll:3０１２;２０：2:３０１３:２０１頬０

蕊蕊蕊
氏の司会により始められました︒

正午より千種支部長の後藤実

露がされた後︑県亜鉛鉄板問

熱田・南伊藤

会を終了した︒
る乾杯の音頭により宴会に入っ

屋会副会長︑瀬戸正吾氏によ

)０１６BOO※迩南有故の寵

認牽鮮浮が瀞泌静押隷課静灘勢潔

小正月も過ぎた１月四日側︑

し︑続いて村上県板理事長が

鷲見連合会長が歓迎の挨拶を

開会の辞を恩田副会長が︑

平成焔年愛知県板金工業 組 合

新年懇親会が開催されまし
今回は名古屋板金連合 の 担

た︒

のなか２００５年万博と同年

挨拶され︑長引く厳しい業界

＝＝＝＝：大沼・ﾉ;､沼くし

９．３０９８４０（昼食弁当付）

３−８−６〒466‑0006

当により︑早くから︑鷲 見 連

R6:45頃l7g20１７:30頃燕地獄め

) 温 泉 地 第 一 滝本館西館
ぱどもお楽しみくださ;,､。酒(０ 143)84‑211：

=＝長万部ＩＣ＝＝登別東:C＝＝登別温泉x麺南最

雌伽され日曜日に

傍懇親会風景

最大規模の旅館に泊 ま堂､て頂きます。

(
木
）

電話Ｏ52‑732‑1226
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合会長他︑幹事の方々に よ り

′・‐私．・・・

理）１３:5０
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開催となり︑名古
屋市千而区池下の
愛知厚生年金会館
において﹁２００
５年全板愛知大会
を成功させよう﹂

をキャッチフレー
ズに開催された︒

に穏やかな日に恵

大寒︑前日のわり

︵ご来賓含め︶も

まれて１９１名

身

傍あいさつする村上理事長ト祝辞を述べる神田知事

第55回全国建築板金業者函館大会旅行行程表

画ｶﾞ『ゆ
命ﾛ｡、】.【傘｡.

前ｕ時より受付︑
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(1)平成１５年２月１５日

愛知県板金工業組合は ︑ 検
理事長神谷基氏から︑技能士

氏と㈱愛知県技能士会連合会

力開発協会専務理事牧野安光

の誕生に当たって︑お祝いの

躯日日︑名古屋国際ホテルで

午後３時より技能検定合 格 証
言葉が述べられた︒

定事業の一つとして昨年 旭 月

書の伝達と︑実技試験の 成 績
来賓紹介では︑岡崎技術工

県青年部建築板金競技大会

年部活動を締めくくった︒１

り出して︑今年の知多板金青

月５日に実施される県予選の

習するのみとなった選手を送

の方々には︑こういった技術

試行試作と日付が変わる頃ま

交流が先々技能士取得等︑実

健闘を心から祈る︒

で実施した︒後に選手や部員

践でも役立つ事であろう︒競

ｌ愛知県大会Ｉ
国大会では︑立派な成績を収

技大会の目的としている基本

平成通年１月５日⑧︑岡崎
出場選手︵敬称略︶

めてくれることでしょう︒

の大切さを痛感した︒

砂塚耕二︵岡崎︶・北河秀治

拍子木で何処をどう叩くと角

恵まれたが︑何処に線を引き︑

小生も３年前出場の機会に

︵東三︶・蟹江力也︵知多︶・

んだものである︒又︑最近で

が出るか︑また丸くなるか悩

の半田鐙との格闘など︑日頃

はほとんど使われない炭火で

知多片山

て行われた︒この大会は︑第

地域職業訓練センターにおい
技能競技の部

愛知県予選を兼ねていて︑各

山口良二︵一宮︶

妬回全国建築板金競技大会の

する︒

県板青年部宇野

宇野勝義︵岡崎︶

建築技術の部

部上位２名が全国大会に出場
午前９時から開会式が行わ
れ︑本田部長の挨拶︑来賓の
村上理事長の激励の挨拶の後︑

９時別分より競技を開始し︑

出番のない技術を互いに磨き︑

優秀者に︑１．２級とも ３ 位

会だと思う︒あとは最後の仕

出来具合はどうかな／︑

倖がんばってます／

ｌｌｌＩｌｌｌｌＩＩＩｌＩＩｌｌｌ

第６回総務委員会が四月５

集する事になった︶

結果７万３千円で参加者を募

貝会終了後︑ＪＴＢと検討の

＊＊＊総務委員会報告＊＊＊

日午後３時より県板会館にて

来賓名簿閏について協議し

②帽年度新年懇親会について

開かれ︑毛利委員長をはじめ

正副理事長を含む過名の出席

①全板函館大会について

次の議題が協議された︒

︒ｎ月妬日三役会で新年懇親

③理事長より報告

たが︑原案通りに決定した︒

と発表された︒課題発表から

回の課題﹁銅製花器菱形﹂

委員長及び理事長挨拶の後︑

があった︒︵欠席２名︶

知多青年部において︑第型
技大会の愛知県予選を目ざし︑

たが︑それでも１カ月半余り

県予選まで例年より期間があっ

日本旅行・東急観光・日新旅

５社︵ＪＴＢ・名鉄観光・

全板連賦課金値上︑会館建

．ｎ月調日全板連理事長会で

た︒実務経験５年余りで技能

子息﹁蟹江力也君﹂１名となっ

きたが︑今年は知多支部長の

技能・加工技術の意見交換︑

の仕事を終えてから集まり︑

出場者を交えて皿名程が１日

業所にて選手と部員︑過去の

までの毎週１回︑片山板金作

に一任する事となった︒︵妾

あり︑これについては委員長

一部見直しを要すとの意見が

した︒コースと行程について

てＪＴＢを採用する事に決定

約した︒

ポートメッセなごやを仮予

・全板愛知大会の会場として

を決定した︒

替え︑﹁板金新聞﹂有料化

値上を検討した︒

選手と部員を交えての合同練

スを検討した結果︑今回初め

行︶より提出された見積とコー

会の来賓と県板賦課金如円

回全国青年部建築板金技能競

﹁がんばってます知多青年部﹂

ＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｉｌｌｌｌｌ

ターで行われる全国大会に愛
知県代表として出場する︒全

富士宮市の富士教育訓練セン

野勝義君が決定し︑平成巧年
２月８日団・９日日に静岡県

治君が︑﹁建築技術の部﹂︑宇

上げに全国大会優勝者からの

継承して行くのに大変良い機

この式典を閉会した︒

表彰式の後︑同会
︵参加者帥名︶

場で祝賀会を行った︒

大会終了後︑役員・幹事に

猛練習の結果ほとんどの選手

軸制弓●︲陣︒

会長表彰

愛知県能力開発協会

１級永谷義明
２級高柳信悟
㈱愛知県技能士会
連合会会長表彰

になった︒ｕ月末から皿月末

と短く︑年末を控え始まる事

士資格もまだこれからの若手

選手は毎年２名を選出して

習会を開催した︒

を代表とした︒ｎ月中頃に今

県板理事長表彰

一宮佐藤

１級二村芳祐
２級戸松幸弘

１級内藤政徳
２級福田秀和

よる厳正な審査が行われた結

学院理事長山本清氏と︑相談

までの表彰を行った︒

知.,ﾛ５，J,q

アドバイスを受け︑残る正月

が時間内に完成した︒

W
;
湾
弧
鋤
:
熟

果︑﹁技能競技の部﹂第１位

役平野弘氏︑県板から各ブ

〆背1りっ

休みの１週間余りを自宅で練

県板村上章理事長は︑ 挨 拶

#･俸詐錐

砂塚耕二君︑第２位に北河秀

ロック長が紹介された︒また

た︒

謝辞を合格者代表として永谷

覧●謹齢曙預

一時間あまりで︑

に引き続き１．２級合わせて

陸真剣に製作に取り組む選手達

肥名︵組合外２名除く︶一人

︷もｆＨ？ロ

爵左辺才

且弔も

蕊

'ずや

義明君が感謝の気持ちを伝え

蒋侭程蹄密

託jｆ

§口､璽蕊霧罰

、

蕊

i
瀞
鼎
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ずつに合格証普を手渡した︒

鰯；

零

識捲
〆

来賓祝辞は︑愛知県職 業 能

農
.
鍵
蕊
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し一級合格の皆さん

篭
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川Ｉ愛知県亜鉛鉄板問屋会Ｉ川
この後︑万歳三唱と内田会

ＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

ある︒自分も今後︑訓練校に

して本当に頭の下がる思いで

員の皆様には︑同じ板金屋と

役に立てればと感じた︒

関心を持ち︑微力ではあるが

の幸運を賞賛して頂いた︒

ビンゴゲームが用意され︑数
計担当の閉会の辞で終駕となっ

た︒今年のアトラクションは

字が出るごとに会場全体を巻

たが︑若さと活力みなぎる経

平成巧年東三支部新年懇親

てくれば︑席を離れ気の合っ

宴が進み︑アルコールが入っ

多少戸惑いがあったものの︑

東三松浦

き込んで一喜一憂︒リーチ・

交歓会﹂の企画は参加各社一

あった︒

致団結を再確認した大盛会で

営者集団の新鮮な﹁新年賀詞

﹁一等賞︲｜を引き当て新年早々

とときであった︒ちなみに小生

返ったように楽しく賑やかなひ

経済不況にあえぐ日本をはじ

ビンゴの声に大騒ぎ︒童心に
愛知県亜鉛鉄板問屋会︵池
とした険しい情勢にある︒

め世界を取り巻く現状は混沌

南藤

一月九日名鉄ニューグランド

会が１月５日日︑豊橋駅のホ

西三板金連合会長︑細野清尾

村上章理事長をはじめ西俣章

たカラオケも入り︑気が付いた

昨年時間の都合で出来なかっ

で豪華⑭景品を手にした後︑

た仲間どおし楽しそうにグラ

テルァソシァ天湖西の間で開

業訓練実施事業所・団体の訓

職業能力開発施設及び認定職

張板金連合会長︑本田勝久豊

催された︒

１月弱日幽・妬日㈲両日︑

橋大工組合組合長の他︑豊会

鐸第妬回愛知県職業訓練展鐸

で唯一中部地区は︑国際空港

名古屋︒西三河・東三河の３

る事により︑県民の方々に

練生の実習作品の発表等をす

復は今年も期待は持てない中

デフレの最悪状態からの回

田隆会長︒池田商店社長︶は
ホテルに於いて恒例の﹁新年
愛知県板にも毎年来賓とし
画が進行中であり︑これらに

と愛知万博関連のビッグな企

訓練展が開催された︒妬日の

会場にて︑第妬回愛知県職業

賀詞交歓会﹂を開催された︒

てお招きがあり叩邪長︑副理
あやかれる状況に期待したい︒

時には中締めの時間となってい

途中︑東三恒例の福引大会

スを交わしていた︒

蛎艮︑聯務刷災の四名が 出 席
今年は何事にも挑戦・実行を

た︒定刻は少々オーバＩしたも

当日は来賓として愛知県板

開会前から会場には︑問屋

した︒

﹁職業訓練﹂を理解し︑関心

の株式会社ウチダ︑マルサン

のの二村豊東三相談役の三本

午後︑東三河の会場となって

目標にした一年で努力しよう﹂

にも御出席頂き︑総勢帥名近

金属建材株式会社の両社長様

冬一番の寒波の為雪の舞う中

時期に開催されている︒

吉田万作東三支部長の挨拶

御出席頂きました来賓の方々

を高めてもらう為に毎年この

今回︑はじめて訓練展を見

に続き︑村上県板理事長はじ

いる県立東三河高等技術専門

学したが︑土・日返上で会場

め来賓の方々より御挨拶を頂

校に出掛けてみた︒

会場では各科毎のブースが

に詰め︑又ふだんは︑ほとん

続いて賛助会員代表と来賓

と呼びかけた︒

会正会員︑メーカー商社 の 賛
助会員︑来賓の総勢百三 十 名
代表の祝辞の後︑これまた恒

あり︑実習作品の展示や即売

どボランティアで生徒の指導

余が参架して新年の挨拶 や 今
例の各界代表五人衆による鏡

もあって︑一般の方々は少な

がされていた︒午後という事

に取り組んで頂いている指導

いた後︑マルサン金属中西社

東三松浦

に心よりお礼申し上げます︒

今回︑はじめてテーブル形

．：・・醤ｊ蛍：雲汁哩懲蕊癖蕊蕊

式の新年会とした為︑最初は

唖詰手蔀一

し懇親会風景

長の乾杯の発声で宴に入った︒

最後になりましたが︑この

締めにて無事︑宴は終了した︒

年の経済怖勢など︑久々 の 出

割りで会場の雰囲気が一気に

い盛大なものになった︒

会いに健勝をたたえ合い 和 や

盛り上がった︒祝宴に入り出

かったものの︑加時の開始時

五時三十分︑水野逆営委員

席者は会場を移動しながら杯

かな中にも熱気に包まれていた︒

の総合司会で開会され︑挨拶

には行列のできる程の賑わい
だったそうである︒

を交わし合い歓談の輪が広がっ

建築板金科では︑ちりとり︒
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しあいさつする吉田支部長

吐中

バケツ・黒板・一輪差し・水
差しなどを販売していたが︑
値段が皿円〜と安価な為か︑

た︒又︑体験コーナーでは一

傍半田付に挑戦する参加者

浬謹

当日分はほとんど完売してい

を指導し︑出来上がった水差

般の人々に水差しの半田付け
しは無料でさしあげていた為
この訓練展は︑県内の公共

人気を集めていた︒
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に立った池田会長は﹁長引く

伊あいさつする池田会長陰鏡割
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春日井支部

ｎ日新年会羽名
妬日役員会４名
津島支部

５日津島神社安全祈願祭

に顔を会わせる方もいた︒

本殿に入り︑約三十分程で

一月五日︑時折奉三が降る中︑

津島神社に於いて︑一年の安

野支部長が昨年の報告をし雨

馬園匿園

あなたの夢は何ですか

数年前の正月︑河田君︵現

全板連青年部長︶に突然問わ

に答える事ができなかった︒

れた︒当時別才位の私はそれ

語となり︑もう一つはほぼ現

があった︒しかし一つは夢物

如代半ばまでは私にも二つ夢

過日定例会過名

画について

ここ数年落ち込んでいて元

実のものとなっている︒

気が無かった︒今年の年賀状

しかし︑どうしたら元気にな

鯛名

・平成過年度事業計

ｎ日新年会記名

西春支部

犬山支部

及び新年会狸名

その後総会に移り︑ｕ年度

その後︑津島神社近くの料

御祈祷を受け︑最後に御神酒

の経過報告︑会計報告が承認

津島支部は︑毎月五日に定

亭﹁魚しま﹂に場を移し︑平

をいただき︑無事今年の安全

子誌と総会を開催した︒ 組 合

例会を行っているのだが︑普

祭が行われた︒

員銘名中羽名が出席し︑ 来 賓
され︑技能士会と青年部の活
段は半数以下の組合員しか出

全を願い毎年恒例の安全祈願

として村上理事長︑西俣西三
の改選があり︑選挙の結果次

動が報告された︒今回は役員

又本年は支部旅行が計画され

祈願祭を終えた︒

が臨席された︒

殆どの組今昌貝が参加して︑久々

席しないが︑この日ばかりは

碧南支部

理日太子識及び総会

ｎ日役員・班長会廻名

高橋

午後三時開会五時半閉会

広報委員九名出席

三七九号編集委員会

一月二十九日㈱晴寒い

ルーズをしたい﹂

の島々を客船でのんびりク

﹁加年後位に二人で南太平洋

私の新しい夢ｌ

一つ０

いいじゃないか︒気楽に行こ

たら︑又新しい夢を求めたら

を捜そう︒途中で不可能と思っ

持とう︒実現可能な楽しい夢

である︒そうだ︑新しい夢を

に浮かんだのが河田君の問い

てガンバリます﹂と書いた︒

型日組合四役会６名

で友人に﹁今年は元気を出し
やはり女性が加わることで

豊田支部

場も盛り上がり︑みなさん終

れるか迷っていた︒その時頭

・総会準備他

及び親睦旅行につ

いて

会・愛知県予選

５日全国建築板金競技大

県板青年部

・リフォームフェアー

妬日三役会６名

蝿日青年部定例会８名

新年懇親会嶋名

５日定例会記名

東三支部

館日総会訂名

Ⅳ日役員会Ⅳ名

肥日青年部総会岨名

ついて

・第灯回通常総会に

ことも忘れ楽しい一時を過ご
せたことだろう︒

最後に一本締めにて閉会と

津島猪飼

なり︑新年会を終えた︒

熱田南支部

肥日定例会９名
緑支部

製日役員会
・総会の打合せ

尾張板金連合会

妬日理事会
田・加日

一宮支部

青年部新年会妬名

躯日支部役員会肥名

西尾支部

始笑顔で目尻が垂れ︑仕事の

が参加し宴会が始まる︒

続いて︑コンパニオン三名

の意見交換が行われた︒

ているので︑場所等について

の新役員が選出された︒

新年祝賀会・理事会

・今年度の活動

幻日新年懇親会ｕ名

中村支部

姐日三役会２名
期日支部会４名

千種支部

岨日熱田神宮安全祈願

名古屋板金連合会

１月各支部の動き

︲Ｉ１１１１
し安全祈願を願った組合員

支部長梶川恭一
副支部長中尾隆

会計杉浦均
碧南高橋

津島猪飼

がおこなわれる予定ですｃ
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レゴルフコンペ表彰式で
記念撮影

蕊蕊

の双鈴関カントリークラブに
て︑第二回目となる津島支部
ゴルフ大会が開催された︒

組合員七名に︑問屋の㈱カ

ネブン専務の中島忠雄氏 に 参
加いただき︑計八名︑２パー
ティーでスタート︒この日は
曇り空で時折小雨が降る中︑

親睦を深めながら楽しい一日
プレイ終了後︑地元の料亭

を過ごせた︒

にて表彰式が行われた︒

優勝は︑早川重寿さん ︒ ㈱
カネブンから優勝カップが贈
呈された︒

なお︑次回は三月に第 三 回

範

昨年十二月十日㈹︑三 重 県

瀞津島支部︾ゴルブ大会鶏

た掛け軸を掛けて追弔法要を

亡くなった先輩の名が書かれ

と︑大正７年から現在までに

の像の由来が沓かれた掛け袖

彫りの聖徳太子像を祭り︑そ

太子諦は仏僧をまねき ︑ 木

板金連合会長︑青島事務 局 長

碧南支部は１月躯日㈱に太

一碧南支部新役員を選出一
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