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板会館にて開催された︒

Ⅲ年度第３回理事会が
２月加日午後３時より県

昨年︑委員７名が雨水
活用の勉強で埼玉県の平

らいたい︒

支部に届いたら︑すみや
かに組合員に配布しても
︵技術研究委員会︶

出席者訂名︑欠席者が加
名であった︒村上理事長
が挨拶した後ただちに議
野工業を訪問した︒

今後の活動として施工
図のマーーュァル化をした
︵技能委員会︶

いＯ

︵広報委員会︶

いて説明
年間ｕ回機関紙﹁愛板﹂

する予定である︒

聡年２月３日〜６日に
東京ビックサイトで開催
される空調機械展を見学

︵厨房空調委員会︶

で︑その報告書を担当広
までＦＡＸで期限内に返

来年から名古屋高速道
路も別納システムが利用

︵経営対策委員会︶

﹁全板新聞﹂﹁愛板﹂が

信してほしい︒

﹁愛板﹂に掲載しているの

報委員︵東三支部松浦︶

を発行しており︑⑫月を
除く毎月末近くに編集会
議を開 い て い る ︒ 毎 月 各
支部及び青年部の活動を

せてほしい︒

岨年度の技能検定試験
の説明会が３月４日開か
れる︒受験希望者を知ら

全板函館大会参加につ

︵総務委員会︶

川委員長報告について

事に入った︒
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できるので高速別納シス
テムへの加入を促進した
雨水利用のアイデア商
品である﹁水たまくん﹂

の販売に協力する︒県板
に１個につき一五○円の
︵保証委員会︶

一戻金がある︒

理年度の﹁再講習会﹂

ある︒

を２月９日に岡崎技術工
学院で行った︒胆年度は
資格講習会を開く予定で

しい︒

保証書の発行件数では
全国第２位であるが︑申
請者数は少ないので︑１
事業所１件は申請してほ
︵厚生委員会︶

県板共済の加入状況は
１月現在で肥事業所が新
規加入し約４％向上した︒

目標は印％であるので今
後も加入を勧めてほしい︒
入も勧めてほしい︒

又︑国民年金基金への加

負担金について

②全板連新板金会館建設

でとなっている︒

これについて村上理事
長は次の様に述べた︒

﹁先日開かれた中板協常

に従わなければならない︒

任理事会で︑愛知県板と
しては︑この納入期限ま
でには納入できない旨の
意見を述べたが理解を得
られなかった︒結論的に
は全板連総会で決定され
た事項であるので︑今更
覆すことは出来ず︑これ

ついて検討したいので︑

４月開催予定の次回理事
会で負担金の徴収方法に
各支部で方法を考えてほ
しい︒﹂

③県板賦課金値上げにつ
いて

唄月肥日開催された常
務理事会において月額３
百円の値上げ案が了承さ
れている︒これをうけて
本理事会に提案されたと
ころ︑反対意見は無く承
認された︒これにより過
年度賦課金は月額２千３
百円とし︑年額２万７千

ルを予定

前夜祭帖年５月恥日附
会場は名古屋市内のホテ

第１回実行委員会を２月

ポートメッセなどや

大会妬年５月即日勘

会日程について

４２００５年全板愛知大

６百円に決定した︒

況等の説明がなされた︒

ｎ月羽日の全板連臨時
総会にて１事業所１万３
千円の負担をする事が決
議された︒その議決経過
と他都府県板の取組み状
納入方法は妬年９月帥日
までに１万円納入︒残り
３千円は肥年３月別日ま

全板連から参加募集期
限の変更通知があり︑そ
れにより県板申込期限も

⑤全板函館大会について

︵会費︶年間費は１口３

の参加

⑦その他︑前条の目的達
成のために必要な事業へ

⑥新製品発表︒勉強会・
研修会・各種イベントへ

︵目的︶建築板金に関連
する技術の発展と高度化︑

規約と趣意害が示された︒
規約を抜粋すると

あらたにこの制度が作
られることになり︑その

従来のカラー鉄板・塗装
鋼板のことである︒大阪
府板が府板名入りのチラ
シを作った︒その費用は
日鉄鋼板関係団体が負担
した︒愛知県板も同様な

ファインスチールとは
新たに作られた名称で︑

︑その他

万円以上とし︑口数は本

即日に開催する︒

２月肥日に変更した︒

材料・部材の進歩と多様
化に伴い︑愛知県板金工
業組合の構成員に︑関連
する事業者を特別会員と
し︑パートナーとしての
緊密な連帯のもと相互に

チラシを作る事になった︒

の参加

⑥特別会員制度について

情報・意見の交換を行い︑

取扱店三井商会㈱

・青年部より報告

皿個︵箱なし︶３万１千円

︒﹁水たまくん﹂商品説明

・ファインスチールの普及

組合と協議の上決定する︒

的とする︒

転変する情勢に対応する
とともに︑斯業の健全な
発展に寄与することを目

︵箱入り︶３万３千５百円

︵事業︶特別会員は次の

事業に参与する︒

のない支部が多いので︑

現在の部員数は廻支部
皿名であるが︑尾張と名
古屋ブロックには青年部

てほしい︒

青年部の立上げに協力し

青年部の総会を４月旧
日に一宮市勤労福祉会館

①理事長より要請による
各委員会への参加
②官公庁並びに各種公的
調査機関等からの諮問︒
調査への協力

③当組合により官公庁等
への建議・陳情等につい

で開催する︒

高橋

以上ですべての議事が

ての協力

終了し５時に閉会した︒
の出席

④情報交換・助言等に関
しての理事会等の出席
⑤通常総会・臨時総会へ

雲″二○○五
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福島と近代建築の粋を結

集した会場に比べると
﹁ポートメッセなどや﹂は

第一回﹁実行委員会﹂
全板愛知大会︒実行委
員会は財務・運営・企画
の第一回合同委員会を開

手渡した︒

はじめに︑村上理事長
から委員各位に委嘱状を

定となる︒

十二月三十一日

至平成十七年

二月二十一日

自平成十五年

＊委嘱期間

催した︒

ある︒

今一とは思うが︑効率性
と会場経費が前者の約半
額で済む事が︑最低の経
済不況の中では何よりで

平成十四年十二月二十六日

つづいて前夜祭会場を
選定するためＪＲ名古屋
駅のツインビルの中にあ
るホテルの宴会場を下見
した︒前夜祭会場につい
てはＪＴＢ錦支店に四社
から見積を取るよう依頼
中で出しだい審議して内

の第三展示館１３︐５００

㎡を機械工具︑資材など
の展示場にし︑中央左側

当てる︒

㎡のうち四分ノーを間仕
切りして大会式典会場に

砺全板愛知大会日程
平成十七年五月二十五日

準備コマ作り
平成十七年五月二十六日
平成十七年五月二十六日

前夜祭市内ホテル

お寄せ下さい︒

〃ご意見︑要望︑提案〃

る︒

いいし雨の心配もない︒

平成十七年五月二十七日

これからも各委員会の
準備状況などを逐次掲載
して大会に向け愛知県板
組合員全体の機運を高め

委員全員が顔合わせす
るのは初めての集まりで
あるため︑役割分担など
取組の方向が示されてい
ない事もあって︑各委員
会等活発な意見が出され
たが纏まりのないものに
終始した︒今後︑早急に
各委員長︑ブロック代表
委員により財務・運営・
企画の三委員会の役割と
責任体制を明確にするこ
とを決めたのち︑それぞ
れの委員会活動が始動す

会場への交通も名古屋駅
から臨海高速鉄道が開通
するのと第二東名が整備
されて来るからどの交通

全板大会終了後搬出

準備搬入・設営

機関でも利便性はいい︒

て行きたいと思う︒
﹁ポートメッセなどや﹂
︵金城埠頭︶

平成十五年二月二十一日
二○○五全板愛知大会

⑧斎藤

大会会場

これまで横浜︑神戸︑

も僅かである︒

駐車場も大型車小型車共
スペースは十分あり︑駐
車場から会場までの距離

中央の交流センターも
地元のお土産・物産品や
展示物に活用できる︒ま
た建物の位置関係が一直
線にあるため使い勝手が

仮申請した︒

常務理事会を開き︑大
会日程︑会場等の方針を
承認︒会場使用申込みは
受付期日がまだ先のため

ある第二展示館６︐５７６

予定会場は正面のメイ
ンゲートを入った所に５
７３㎡の交流センターが
中央にあり︑その右側に

しの内諾を得た︒

移動し会場の規模︑位置
関係を確認の後申し分な

貝会﹂開催鐘
二○○五年に開催予定
の全板大会を愛知県板が
受入れに至る経緯に付い
ては﹁愛板︒第三七八号﹂
に掲載した︒その中で︑

主催者︵全板連︶と開催
県板の間に立ち大会を成
功に導く役割が全板興業
であると記した︒

平成十四年十月二十三日

全板興業篠原社長に来
名願い組合会議室に於い
て︑篠原社長︑ＪＴＢ東
京本社と名古屋錦支店の
担当者三名︑組合三役︑

について協議した︒

事務局を交え大会日程・
大会会 場 ・ 前 夜 祭 会 場 等

大会日︵別項参照︶は
来賓に招請を予定してい
る地元県知事︑市長︑議
会議員各位の議会日程や
当県板組合事業の関係か
ら五月二十七日を要望︒

大会会場は愛知県板が
事前に下調べした数ヶ所
の中から﹁ポートメッセ
などや﹂︵金城埠頭︶を提

案した︒その後﹁ポート
メッセなどや﹂に全員で

戎亡

雲︲皿かりｖご＄⑭Ｈ中盟方︲︑Ａ⁝点

功ｒ埴塔喜喜

長谷川信俊氏ｉ

嬢議溌鴛会

＄響￥斑緯鷲愚鈍貫芯無§芯●曲駐轟§§時鶏

の条野章氏︑県板理事長

の村上章氏が祝辞を述べ

浜田一徳氏︑七宝町町長

金業界の技能向上と後進

られた︒

県板副理事長の長谷川

指導に尽力した功績が認
められ︑昨年秋の叙勲に

にて祝宴に入った︒長谷

佐藤澄男氏の乾杯の音頭

信俊氏は多年にわたる板

おいて勲六等単光旭日章

その祝賀会が２月岨日

ブルを回られ︑出席者よ

川氏は奥様と共に各テー

名南税理士法人代表の

を受章された︒

ていた︒

り祝福の言葉をかけられ

なごやかな雰囲気のも

に名古屋マリオットァソ
シアホテルにて剛余名が

長谷川氏は昭和記年よ

とアトラクションの民謡
と日本舞踊が入り︑会場

集い盛大に開催された︒

︵現在愛知県板金技能専門

り愛知県板金職業訓練校

た︒

賑やかな宴も時間の過

内はいっそう華やかになっ

ぎるのは早く︑万歳三唱

校︶の校長に就任し︑以

育成に尽力され︑幾多の

後加年間にわたり後継者

苦難を乗り越えて多くの

出している︒

訓練生を板金業界に送り

宴となった︒

につづき県板副理事長の
高柳氏の閉会の辞にて終

定刻の６時より恩田副

会長の開会の辞で始ま

り︑発起人を代表して愛

知県板金総合職業訓練協

会の羽柴会長が挨拶され

来賓として県会議員の

た︒

夫子

平成１５年３月１５日（２）
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第盃回全国建築板金競技大会

室から選手の背中越しに各自
とやりとげたという充実感の

ショービジネスであり︑球場

仕事としてメジャーリーグは

人が残るそうだ︒また︑裏の

良︑中野みち子︑吉田やす子

三味線の音によって︑神谷茂

タイムになり威勢の良い津軽

の三氏が紹介された︒神谷茂

了後︑帰路についた︒

内での商品売買や駐車場の売

三味線に魅せられ︑学生時代

良氏は地元︑稲沢出身で津軽

顔に変わっていた︒閉会式終

上げ︑教育リーグでの野球以

いる熱意が伝わり︑最後の一

夜間に雨が降ったくらいで︑

入れているそうである︒

外の人間性の教育などに力を

それぞれのアイデアを秘めて

競技終了後︑昼食をはさん

隠れることなく椅麗に見えた︒

好天に恵まれ︑富士山も雲に

大会中の２日間は︑初日の

の選手の表情は前日の険しい

で開会式が行われた︒その時

分一秒まで競技をしていた︒

初日は受付終了後︑開会式・

の作成︵四時間十五分以内︶

記念写真・各会場にて競技上

２月８日出・９日日の両日︑

の競技大会が︑静岡県富 士 宮
顔とはうってかわり︑安堵感

でした︒

市の﹁富士教育訓練センタ ー ﹂
の事前説明︵持参工具の占溌・

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

全板連・仙日板協青年部主催

で開催された︒

においてはＮＹＡＣの選手代

注意事項等︶があり︑開会式

の津軽三味線全国大会にすべ

４年から１９９８年にかけて

て優勝︑神谷氏が主催する

タック川本氏は日米のテレ

中で著書も数多くあり︑今回

バー︑中野みち子さんと共に︑

１９９８年フランス公演︑２

﹁三味線クリークス﹂のメン

０００年韓国公演と︑現在津

﹁メジャーリーグの陰謀﹂﹁人

一時間半が短く感じられた︒

まり︑まず昨年亡くなられた

樺田隆一氏の司会により始

ナハイムエンジェルスの編成

講師にメジャーリーグ・ア

音頭によりコンパニオンを交

開宴︑池田商店会長の乾杯の

起の良い奉納太鼓の音と共に

沖村太鼓連の皆さんによる縁

了させ︑拍手喝采で終了となっ

るバチさばきは会場一同を魅

えて地元名古屋を拠点にし活

軽民謡の吉田やす子さんを交

工夫したさまざまな道具があ

道具に規制があるものの創意

部︵極東担当︶タック川本氏

の懇親会に入った︒

続いて︑席を移して第三部

ど５巻ほどの即売が行われ︑

生にコールド負けはない﹂な

ビ・ラジオや雑誌などで活躍

から全国大会で活躍︑１９９

愛知県からは︑一月の 県 大

県板青年部宇野

会で代表選手になった﹁ 技 能

織第加回＄エスアイ研親会灘
㈱池田商店の＄研親会加回

表として宇野勝義君が選手宣

記念総会が︑２月２日⑧に名

競技の部︵ＺＩＣ︶﹂に砂 塚 耕

二日目は︑付添者２名と応

誓をした︒

援４名が指定の場所から選手

一部を終了し︑第二部の講演

田明氏の閉会の辞により総会

二君︑北河秀治君が﹁建 築 技
術の部︵ＮＹＡＣ︶﹂に宇野勝

いて開催された︒

鉄ニュｉグランドホテルにお

ＺＩＣの課題は︑銅板 で 菱

方々のご冥福を祈り黙祷がさ

を招き︑メジャーリーグの華

最後に祝電が披露され︑岩

義君の３名が出場し︑全国の
が開始され︑ＺＩＣ会場では

を見守る中︑朝８時から競技

中島康雄氏が挨拶された︒

Ｃｕ名と共に技を競いあった︒

代表選手ＺＩＣｕ名︑Ｎ Ｙ Ａ

形の花器の製作︵標準時間・
り︑選手それぞれの意気込み

さげられた︒

斉藤充昭氏の開会の辞によ

た︒中締めとして役員一同︑

軽快でスピードと迫力のあ

躍中だそうです︒

四時間︑打切時間・四時間三

を感じ︑両選手とも標準時間

めにより＄研親会第加回総会

段上に出て平野弘氏の三本締

出だしは西春方面に伝わる

十分︶︑ＮＹＡＣは︑築 誕 年
は︑競技時間を静寂に保つた

内に完成した︒ＮＹＡＣ会場

なった︒そんな中︑恒例となっ

い瀞

毎捌ボーや篭︲︑溌域・ぞ．．︽癖鋤蝿癖

忍稗慰灘鋒議噸

熱田・南伊藤

えての和やかなパーティーと

が終了した︒

の出来ない内側の仕事につい

たビンゴゲームの後︑ショー

やかさに隠れてあまり聞く事

毎年︑リーグ︵卯球団︶に

て話して頂いた︒

る事以上の事が出来る人︑④

｡

傍懇親会風景

ロ純

過報告﹂﹁会計報告﹂が行わ

ト−５００人︑ドラフト外５

自己満足しない人︑⑤自分の

惨挨拶する沼津代表幹事

＝ ＝ 輯

は新人が２０００人︵ドラフ
００人︶がユーシーリーグに

続いて池田商店社長︑池田

得た物の一分を社会のために

‐§妾一，E憩謬瀞.零

れ承認された︒

続いて︑今年は役員改選の

入団︒この内でメジャーまで
上がれる素質のある人は五つ

年に当たり︑柴田幸治氏が新
又︑新幹事に松代一郎氏と

①ひるまない人︑②ストレ

の条件を持った者だそうです︒

代表幹事に選出された︒

今井文夫氏が選ばれ︑柴田新

隆氏が挨拶された後︑メーカー

使う人︒以上の条件を備えた

スを感じない人︑③思ってい

代表幹事が挨拶された︒これ

商社が紹介され︑代表して東

により議事は終了した︒

洋化学㈱名古屋支店・支店長

ﾔｰ,缶一と.÷.̲‑−

議事に入り﹁ｕ年度事業経

り総会に入り︑代表幹事の沼

︵ＺｌＣ会場︶

＃鍵盤

淫啓二氏が挨拶された︒

義
傍競技風景

爵

め会場内には入れないが︑別

会に入った︒

フォームエ事で予算内で出来

の平屋建て在来木造住宅のリ

るリフォーム提案書と施 工 図

愛知県板代表選手

右から宇野勝義
砂塚耕二
北河秀治

羅謡群w謡侭』‑空、.

ド謹蕊蕊

冒翰

軽螺謹

』
E
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一岡雲崎義一部毒蕊蕊蕊一蕊蕊謹蓋

換し︑グループごとのまとめ

副支部長

支部長

メリットを期待しすぎ︑組合

２月肥日日︑レク・ワール

事長・山本清氏︑西三板金連

村上章氏︑岡崎技術工学院理

来賓挨拶では︑県板理事長・

でた︒特に全板新聞有料化で

員の定年制など数多く意見が

長に杉浦氏が選ばれ議事に入っ

村松氏の司会で進行し︑議

幹事長・梅林氏の締めにて午

計報告﹂︑﹁妬年度予算案﹂が
選出に移り次の様に決定した︒

承認された︒続いて新役員の

会計監査

会計

戸松征孝
沢田幸男
山本和義

隣あいさつする村上理事長

書記

幹事長

山内和夫
加藤哲夫
岡崎宇野

総会終了後﹁香村﹂におい

て懇親会を開き︑田中屋︑富

加していただいた︒

士商店︑角建材の３社にも参

選出となった︒次期支部長は︑

長年副支部長を務めている岩

室氏が適任者ということで選

全ての議事は活発な意見で

出された︒

審議がなされ︑無事可決承認

その後は会場を移し︑恒例

され閉会となった︒

の懇親会が行われ︑村上県板

り始まり︑楽しい時間を過ご

理事も到着され︑午後６時よ

し親睦を深めた︒加藤

会計報告﹂が審議され承認さ

続いて﹁技能士会報告﹂

年にあたるため︑次期役員の

次に︑本年度は役員改選の

た︒

﹁青年部事業報告﹂がなされ

れた︒

﹁平成ｕ年度事業報告及び

議事の進行となった︒

望月支部長が議長をつとめ︑

御挨拶を頂いた︒

雲一義我識嚢養一蕊総謹雲
刈谷支部は２月泌日㈲型年

度総会を三谷温泉﹁ホテル海
陽閣﹂にて午後３時から開催
した︒

組合員別名中総会出席者は
過名であった︒

望月光三氏の司会により総
の挨拶の後︑来賓として出席

会が始まり︑望月大治支部長

高橋銀吾氏と問屋代表の方に

：身

会計片山勝又

雲嚢義灘嚢養雲総一義芸

西尾雲美︾部蕊蕊雲蕊蕊塞蕊一

発表では︑組合員が支部への

ド岡崎において平成皿年度通

員と非組合員との差別化︑役

常総会が開催された︒

は︑中身を考えてほしい︵広

勤労会館にて総会を開催した︒

定刻の午後２時︑籾山副 支

西三板金連合会長︑青島県板

来賓として村上理事長︑西俣

西尾支部は１月羽日に西尾

特別討論会終了後︑例年の

告︒表彰者記事の減少など︶と

如く問屋を交えて懇親会に入

合会会長︒西俣章氏︑県板事

続いて︑戸松副支部長によっ

部長の開会の言葉で開会され︑

て平成通年度岡崎支部のスロー

り︑趣向をこらしたゲーム︑

にとっては耳がいたい意見だ︒

ことについて述べた︒優良従

年には支部が印周年を迎える

意見・雑談が飛び交う中︑前

事務局長が出席された︒

よ一一○○五年︑②地球にやさ

ガン︑①全板大会／成功させ

いった意見が多く︑広報委員

男幸男

一一刈一釜一美雫部蕊一雲謹謹雲蕊一謹一

副支部長鈴木恵司

支部長稲吉一義

の帥周年事業︑脆全板愛知大

常任相談役内山英臣

新役員

会とビッグ事業が続く︒

岡崎支部にとっては︑肥年

しく分別リサイクル︑③一人
一件︑挑戦しよう保証事業︑

た︒﹁ｕ年度事業報告及び会

④五○周年︑未来につなごう

議案審議は出席者弱名委 任

世明範君が表彰された︒

れた︒

世納柳
明重一

業員表彰では︑久世板金の 久

務局長・青島直幸氏が挨拶さ

久加高

頂いた西三板金連合会副会長

獅
蝿

蕊燕誠蕊謹一一一通一慕一総雲

Ｚ

後８時閉会した︒

報告︑会計︒会計監査報告︑

状加名で行われ︑皿年度事 業

葉で閉会した︒

板金業︑が発表され閉会の言
休憩後︑３グループに別れ

焔年度事業計画及び予算案が

て﹁岡崎支部の今後のあり方﹂

発表された︒今年は役員改選
の年で︑高柳支部長の再任の

球−−t

籾山誠一

鵜
蕊蕊蕊

ほか各役員が発表されて︑す

毎％

蕊
傍新役員一同

【

について特別討論会で意見交

腸総会風景

‑ｆｑＷ

Ｉ爵

磯

灘i灘１

蕊驚

高柳支部長が一年の総括︑鴫

鰯F錨韓識糠縄も

灘
鍵蕊；

;
電
§

ダダ

厳

鍵 蔓平震'4年度胸鋳擾金工案組合 金蕊蕊

蕊

べての議案が承認された︒

錘&域

沙あいさつする高柳支部長

謝輔竃
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第羽回
フォームの要望が多く︑お客
やる気の大切さを教えてくれ

どちらも︑発想の転換と︑

るいと思われる︒

様の年代も印〜帥代がターゲッ

る︑大変有意義な講演だった︒

特徴として︑内装より外装リ

トと考えられる︒我々板金屋

のこと︒とはいうものの︑各

営業力には乏しいと言われて

は一般的に︑技術は高いが︑

て福引大会があり︑協賛会社

セミナーの締めくくりとし

フェア″と題して︑リフォー

東三支部は︑〃リフォーム

より景品の協力を頂いての福

今回︑各メーカー・問屋他

花粉症を患う者には︑つら

自の努力なしでは向上はあり

い季節になった平成坊年２月

供など︑色々計画し︑集客を

取り︑先着血名様には昼食提

計ったものの︑来場者は予想

引︑子供にはお菓子のつかみ

センター協同組合会館にて開

多少残念な結果となってしまっ

しい昨今においても︑まだま

﹁情報化社会﹂と言われ久

た︒

社に出店をお願いし︑又豊会

する証しであろうか︒一方︑

だ意識の低い板金業者も存在

の説明に真剣に耳を傾け︑少

会場に足を運び︑新しい商品

︵東三と特に付き合いの深い

３時までの見学会であった︒

欲的な業者とは︑今後歴然と

のとして取り込もうという意

しでも情報や技術を自分のも

又壁材では金属サイディング

東三松浦

差が表れることだろう︒

工実演会も行った︒

駐車場では︑金属瓦などの施

などがメインであり︑屋外の

や瓦棒葺の改修用の商品が︑

屋根材では︑カラーベスト

力を得て︑午前ｎ時から午後

問屋５社で構成する会︶の協

ォｉ・日本鉄板のメーカー６

学・日鉄鋼板・トステム・チュ

当日は︑松下電工・積水化

を２月９日㈲︑豊橋総合卸売

ムをメインとした商品の展示

えない︒例えば︑生産性を高
まえ︑やり方次第では︑まだ

いた︒知多岡戸

提供の賞品が多数当たり︑皆

めてデフレと共存する体制づ
まだ市場は多く︑見通しは明

︲Ｉ１

ショールームを見学し︑その

㈱一一チハ見学会
後︑場所を研修センターに移

法も︑湿式︑乾式認押し出し

を下回り︑主催者側として︑

いるが︑このような特徴を踏

別日㈲︑愛知県産業貿易館西
くり︑仕事の巾を広げる努幸礼

強などは不可欠だ︒良いお手

２月辿日㈹︑東三板金青年

モェンサイディングや屋根材

と３方法もある事など︑興味

催した︒

や説明︑又実演などの見学会

館ｎ階において︑恒例の 新 春
お客様に対する言葉使いの勉

強

さん︑満面の笑みで帰路に着

刈余名の参加者と︑数多くの

板金セミナーが開催された︒
協賛会社が出席した︒
の良さ︑言葉使いの良さは︑
部８名にて︑㈱一一ハチ名古屋

青津年癖部

東三支部

代表取締役篠原英一氏︑ 名 南
まさに︑時代への挑戦をして

大いに見習うべきであろう︒

本は宅配業者である︒マナー

経営センターグループ代 表 佐

来賓の方々は︑全板興業㈱

藤滞男氏︑愛知県亜鉛鉄 板 問

方法やリフォーム市場につい

し︑サイディングの標準施工

名古屋工場は︑７万３千坪

工場へ見学に出掛けた︒

り行った︒

ての勉強会を︑２時間みっち

できない︒

の広大な敷地を有し︑生産部・

いかないと︑生き残ることが

開発部を含め６５０名の社員

金工業組合理事長村上章氏︑

昼の休憩をはさみ︑午後か

扱っているサイディングが︑

屋会会長池田隆氏︑愛知 県 板

らは︑㈱松下電工創研東京営

が従事している︒工場では︑

どの様に生産され︑又生産方

同組合事務局長青島直幸氏︑

午後には衆議院議員木村 隆 秀
業研修センター次長三木治成

り︑４組３交替制で型時間︑

生産から塗装まで皿ラインあ

のパミールなどを生産してい

ア３割強の㈱ニチハの見学は︑

深い内容ばかりで︑業界シェ

会社概要や業界の話しなどを

到着後︑小原営業所長から

る︒

我々が普段何げなく現場で

氏も応援に駆けつけて下さっ
ち組リフォーム戦略の実践﹂
の講演であった︒

氏による﹁有力板金店様の勝

午前の部は︑佐藤澄男氏に

た︒

よる﹁今年の景気と経営﹂に

た物件が︑＋猫洋壷蛭ち︑リフォー

これからは︑バブル期に建っ

の見通しでは︑肥年度には景

ムの需要が多くみこまれる︒

東三松浦

大変有意義なものであった︒

軍誤怒

軸

＊

し会場風景

傍金属瓦ロイヤルの
実演コーナー

･勺雪画■

ついての講演であった︒先生
気が上向くのではないか︑と

聞いた後︑早速︑モエンサイ

除湿蕊隷

し勉強会終了後記念撮影

ｆ

ディングＭの湿式工法の生産
ほとんどオートメーション化

と塗装のラインを見学した︒

されており︑一つのラインに
一棟平均皿枚使用する計算で

は４名程しか携わっておらず︑

一ラインで生産できるそうで

月一万棟分のサイディングが

昼食をとった後︑隣接する

ある︒

、
；
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豊田支部
親睦ボーリング大会を開催
豊田支部は去る２月躯日⑯
いただきました︒︽去年の大

したが結果は棚位で︑飛賞を

ｒｌｌｆ８ １ １ １ １ Ｉ １ １ １ １ ３ ３ １ Ｉ Ｉ ｌ ｌ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ ！ Ⅱ ８ ８ １ Ｉ Ｉ １ １ １ １ １ Ｈ Ｉ Ｉ １ ８ １ １ １ Ｊ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ ｌ Ｌ

豊田市元町の美烏里ポールに

品も盛り沢山︵恒例のティッ
・支部費値上について
について

・全板会館建設負担金

・狸年度支部総会につ

１日定例会姐名

瑞穂支部

シュペーパーの多いこと︶で
した︒参加された方全員が楽

豊田松井

しまれたボーリング大会であっ
たと思います︒

いて

・新役員選出の件

即日定例会

熱田南支部

れていた子が今年は重いボー

の年までお母さんに抱っこさ
リングのボールを一生懸命投

・平成魁年度決算総会

会でもそうでしたが︑その前

参加者は肥事業所︒師人で
げていたことで回数を重ねる

応年度新役員選出

大会を開催しました︒

した︒ゲームは午後７時にス
といろんな事が見えてくるな

於いて恒例の親睦ボーリング

タートし２ゲームのトータル
あと思いました︒︾とともに

緑支部

ピンで順位を争いました︒ゲー

自分の年齢にハタと気ずかさ

７名

５日定例会旭名

津島支部

・予定行事打合せ

８日月例会岨名

春日井支部

・伊勢方面一泊旅行

２．３日

瀬戸支部

肥・田日

ム終了後︑場所をミーティン

氏︒杉浦一義氏︶の設営︑健

︵ホテル小野浦︶

グルームに移して表彰式を行

闘により多数の組合員さんに

組合企画委員会︵鈴木昭人

池としえさん︵赤池板金︶︑

参加をいただき︑横山興業㈱

︵福田板金︶︑女性の部１位赤

れる事でした︒

し表彰式会場風景

西春支部

・皿年度事業報告

支部総会犯名

肥︒Ⅳ日

・胴年度事業報告

型日青年部ボーリング大

会如名

碧南支部

羽日皿年度通常総会

について

・通常総会及び新役員

５日青年部役員会９名

岡崎支部

・開全板愛知大会につ

について

過日支部会

昭和支部

・役員改選について

晦日役員会５名

中村支部

・水たまくん組合斡旋

いて

泌日定例支部会咽名

西支部

ＩＩＩＩＩｌ
２月各支部の動き

い男性の部１位福田益雄氏

︵中根板金︶という結果にな

︵問屋︶様もたくさん参加し

子供の部１位中根りょう君
りました︒私も︑家族とい っ

ていただきました︒また︑賞

赤池としえさん

隣表彰式

しょに投げさせていただきま

中根りょうくん

福田益雄氏

女性優勝

一般優勝

子供優勝

刈谷支部

・支部総会について

３日定例会肥名

鴎・型日

支部総会肥名

・役員改選

・事業︑会計報告

園一匡辰閉

﹁第釘回全国建築板金

業者愛知大会﹂

これが２００５年︵平成Ⅳ

年︶に愛知で初めて開催する︑

いわゆる全板大会の正式名称

︵ホテル海陽閣︶

８日役員︒班長会Ⅳ名

豊田支部

である︒この大会の開催日と

青年部パソコン勉強

午後五時半終了高橋

広報委員五名出席

三八○号編集委員会

二月二十五日㈹晴

大会まであと２年３ヶ月

する︒

愛知大会﹂と略して記す事に

ので︑今回の号より﹁価全板

前述の正式名称は長すぎる

だけ多く掲載したい︒

全板大会関連の記事をできる

ければならない︒その為にも

というムードを作っていかな

して愛知大会を成功させよう︑

して︑組合員全員が一致協力

﹁愛板﹂は県板の機関紙と

している︒

よ本格的な準備が始まろうと

員会が先日開かれた︒いよい

場所が決定し︑第１回実行委

・第靭回総会の件

躯日ボーリング大会師名
西尾支部

肥日役員会旧名

・理事会報告

知多支部

５・旭日

会岨名

・総会打合せ

７日役員会７名

泌日理事会岨名

４日定例会肥名

東三支部

９日リフォームフェア

・㈱一一チハ見学

狸日青年部勉強会８名

９名

咽日青年部役員慰労会

妬日三役会６名

２日第５回幹事会叫名

県板青年部

・全国建築板金競技大

今云について

・第型回通常総会につ

いて

