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４月過日日︑一宮市の愛知
の辞︑本田・青年部長挨拶の

会で︑上田・会計監査の開会
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県一宮勤労福祉会館にて 第 泌

Ｊ貼恥国詫唖鵠︒ユ

議長に北河君︑書記に中島

た︒

後︑来賓を代表して村上︒県

︒恥︒Ｐ

し総会風景
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１時より来賓に村上・県板理

事長︑細野・尾張板金連 合 会
長︑高橋︒青年部担当役 員 を

一宮支部の平松正充君 の 司

迎えて開会した︒
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紙

君︵共に東三支部︶を選出し
︵東三︶︑蟹江力也君︵知多︶

賞の宇野勝義君︵岡崎︶が村

が︑﹁建築技術の部﹂最優秀

第一号議案は事業報告︑第

念品が授与された︒

上・県板理事長より賞状と記

て︑議案審議に入った︒

二号議案は会計報告・会計監

第妬回全国建築板金競技大

査報告が上程され可決された︒

第三号議案は発足当時の部会

会愛知県代表﹁技能競技の部﹂

一中部板金工業組合協議会

中部板金工業組合協議会は

全組合員が力を出し合って行

考え︑今こそ活性化に向けて

一第踊回通常総会開催

第妬回通常総会を︑四月二十

動する時である﹂と結ぶ︒

に入り上程された十四年度事

続いて議長選出︑議案審議

四日︑静岡県板の設定により

ＪＲ静岡駅前クーポール会館

業報告と決算報告︑︑十五年度

則では不都合が生じてきたの

この日︑総会前に開いた理

で開催した︒

砂塚耕二君︑北河秀治君は惜

事業計画案・収支予算案︑役

で︑部会則の変更を上程し可

員改選などすべて承認され議

しくも入賞を逃したが﹁建築

下の静岡・愛知・岐阜・三重・

決された︒第四号議案は事業

技術の部﹂宇野勝義君が第１

事会に引き続いて︑中板協傘

計画案︑第五号議案は予算案

建設負担金や会費値上げ︑不

全板連・日板協の抱える会館

来賓祝辞で畠山副理事長は

名が出席して定刻午後一時三

願いばかりで説得力に欠ける︒

況対策について話されたがお

て︑国の政策で三割負担になっ

たが保険料は値上しない事と

前砂専務から全板国保につい

健康支援事業を始める説明が

二名が出席︒また全板連から

前会長が来賓で出席された︒

井中板協元会長︑宇野中板協

畠山副理事長と前砂専務︑臼

愛知県板から理事長始め十

十分に開会した︒

議員・事務局︑合わせて六十

り常任理事・理事・監事・代

事終了した︒

閲回全国建築板金業者北海道

位になり︑５月に行われる第

次に︑退任役員への感謝状

福井・石川・富山の七県板よ

が上程され可決され︑第一号

板金競技大会愛知県予選︶入

の贈呈が新部長の宇野君より

された︒

大臣賞を受賞することが報告

︵函館︶大会の場で国土交通

から五号議案まですべて承認
されて審議を終了した︒

次に︑第塑回県板青年部技

賞者表彰に移り︑﹁技能競技

辞で総会が終了した︒

行われ︑片山・書記の閉会の

能競技大会︵第妬回全国建築

︵岡崎︶︑優秀賞の北河秀治君

るファインスチールの説明と

に修復しがたいひびが入って

しあいさつする竹野会長

⑧驚藤

懇親会ののち閉会となった︒

された︒続いてメーカーによ

建設資金︑会費値上︑板金新

竹野会長︵石川県板理事匡毎

聞有料化など値上げ三案に揺

は会長挨拶の中で﹁全板会館
を移って銅詣聾云に入っ

れ動いた二年間であった︒不

ことで組合員の不満の波は全

況下のなかで進められたこの

で各支部ごとの紹介

しまった面がある︒しかし組

これまでの円やかな人間関係

国至る所に広がり︑一部には

があり楽しい時間を

て組合はいかに有るべきかを

い立場の一人一人が束になっ

細企業である︒それだけに弱

い︒板金業界は九割以上が零

ても前向きに対処して行きた

議論をし厳しい事柄にたいし

合を守り育てるために真剣な

県板青年部宇野

名︶

︵総会出席者総勢帥

に閉会した︒

過ごし午後４時帥分

笑が起こる中︑壇上

で始まり︑各所で談

当役員の乾杯の発声

後︑高橋・青年部担

た︒新部長の挨拶の

総会終了後︑部屋

の部﹂最優秀賞の砂塚耕二君

傍懇親会風景

四月十九日出午後四時より
千種区の厚生年金会館に於い
て﹁名古屋板金連合会・平成
十五年通常総会﹂が開催 さ れ
杷名が出席した︒

斉藤一裕氏の司会によ り 始
まり︑恩田副会長の開会 の 辞
に続き鷲見連合会長が挨拶さ
れた後︑議事に入った︒ 議 長
に松井紹郎氏が選ばれ︑一号
瀧案﹁平成十円年度事業報告﹂

ことで了承された︒

云曹

︾醗婁螺︿鰯

西三板金連合会は過年度の

画

こと加藤源重さんの講演会を

馴染みの〃三河のエジソン〃

休憩後︑最近テレビでもお

支部・第創回通常総会が︑豊

県板金工業組合青島直幸事務

明彦衆議院議員︑本田勝久大

には︑早川勝豊橋市長︑山本

し︑懇親会に入った︒懇親会

約１時間︑その後は会場を移

局長︑横山興業㈱横山員久社

ク長︑蟹江重光前知多ブロッ

ブロック長︑西俣章西三ブロッ

ク長他︑大勢出席頂き︑賑や

工組合長始め︑鷲見牧名古屋

冒頭︑吉田万作組合長が退

長を迎え︑午前９時より開会

任の意を含んだ挨拶をした後︑

平成過年度役員

かな懇親会となった︒

副組合長宮下善博

組合長原田重夫

氏が選出され︑議案審議に入っ

た︒本年度は役員改選の年で

その後は︑予定時間を多少オー

重夫氏が新組合長に決定した︒

バーしたものの︑第７号議案

まで無事︑承認された︒

審議終了後は︑原田新組合

長の挨拶︑古希組合員表彰に

続き︑来賓の方々より挨拶を

た︒

頂いた後︑ｎ時妬分︑閉会し

ｑ遥加︒ｒｂ誼

令愈ｊ罫将掲●１

か︑ｗ︑降

・・許．︾稗壷︾︾

しあいさつする
原田新組合長

し総会風景

東三松浦

︵総会出席者訂名︶

″渡辺昌義
″今泉信夫
会計松隈信男
書記後藤浩一

あり︑第３号議案にて︑原田

議長に︑豊橋班長の若林三治

した︒

当日は︑来賓として︑愛知

催された︒

橋グランドホテルに於いて開

平成巧年４月６日⑧︑東三

耀憲竪議舞酢

組合員まで早く配布する様
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依頼︒

保証書申請数の現況報告と

⑤保証制度について
役員全員が申請するよう依

６時より岡崎の﹁おぎ乃﹂に

第１回役員会を４月過日午後
て開催した︒当連合会の三役

⑦全板函館大会の参加申込者

の説明

⑥県板総代会の日程・内容等

頼︒

をはじめ８支部より支部長・

副支部長・会計・技能士会役
員・青年部長等の総勢調名が
出席した︒

会議は定刻通り始まり︑ま

名簿と功労賞受章者
⑧妬全板愛知大会のテーマと
ロゴマークの募集

⑨焔年度事業計画について
これが今回の役員会で最も
重要な議題であり︑どの様
な事業を多くの会員が望ん
でいるか知る為に︑３つの
グループに分かれて鋤分程
話し合った︒様々な意見が
出されたが︑これらを基に
事業を決定する事となった︒

後日の三役会議で過年度の

如分より別室にて懇親会を

以上で会議を終了し︑７時
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■■
新役員代表として鷲見牧会

長が挨拶をされ︑二年後の
の協力と大会の︹テーマ︺と

﹁帖全板愛知大会﹂に向けて
︹ロゴマーク︺の募集などの

案﹂と﹁収支予算案﹂が審議︑

抱負を述べた︒続いて三号議
案の﹁平成十五年度事業計画
承認され︑これにより全ての
議事が終了した︒続いて来賓

ず西俣会長が挨拶を述べ︑今

込み方法

②各種資格講習会の案内と申

認

①連合会新役員名簿の正誤確

た︒

議事の内容は次の通りであっ

をした︒

回は新役員の初顔合わせであ

として村上県仮理事長が挨拶
され﹁今期をもって理事長の

るので出席者全員が自己紹介

表明された︒

職を辞任したい﹂との意向を
総会の後︑懇親会に移り︑

平野前理事長の乾杯の音頭で
酒宴が始まり一時間半程の親
睦の後︑長谷川信俊氏の一本
締めで終宴となった︒

熱田・南伊藤

③工事単価調査グラフのＣＤ
の頒布

④各委員会等の報告
・技能士会

高橋

設け︑役員同士が色々な情
報を交換し合った︒

i
識
溌

技能検定実技の講習会日程
・青年部

岡崎技術工学院にて肥年度
題については未定︒

も成人訓練を実施する︒課
・厚生委員会

リ
;

繍

裳

県板共済の加入状況と新規
加入の依頼
﹁愛板﹂と﹁全板新聞﹂を

・広報委員会

I
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を鈴木副会長が︑﹁収支 決 算
報告﹂を佐藤会計幹事が 説 明
し了承された︒二号議案とし
て︑今年は役員改選の年にあ
たり選考委員による審議 の 結
果︑鷲見現会長の留任が 決 議
され承認された︒他の役員に
ついては五月二十一日の愛知
県板総代会の後に審議と い う

傍懇親会風景
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部長が再選された︒また︑役
の件︑全板会館建設費の件な

告があり︑県板賦課金値上げ

て県板青島事務局長の県板報

山社長が挨拶をされた︒続い

副会長︑最後に横山興業㈱横

長次に西三板金連合会の久世

いた︒はじめに板県村上理事

午後８時釦分万歳三唱にてお

ができ有意義な時間であった︒

い人といろいろな話題で会話

合の中でも普段話す機会のな

懇親会が開催された︒同じ組

レストラン﹁喋喋﹂に移して

総会終了後︑会場を一階の

ているという事で︑電車をあ

瀬戸内海フェリーなら運航し

日中足止めをくった︒次の日︑

車が全面運休となり︑宿で一

帰国して別府での話を聞いて︑

元の人は震えあがっていた︒

香港としては非常に寒く︑地

間香港に停泊したのである︒

鍵脅

員定数の変更が上程され︑副

が︑この別府大会に参加した

弱年も前の出来事であった

その頃私は香港にいた︒大

ろう︒

人には忘れられない思い出だ

高橋

学の春休みを利用して︑ニュー

で︑乗っていた貨客船が２日

ジーランドまでの旅行の途中

た︒

香港での寒さを納得した︒

平成巧年３月鯛日出豊田産

開きとなった︒豊田松井

きらめ︑神戸まで船旅となっ

業文化センターに於いて 平 成
どが説明された︒

：Ⅱ

支部長を２名から３名に︑会

１１１

した︒

略年度第灯回通常総会を開催

計を１名から２名に︑西三板
員することが可決承認された︒

金連合会を１名から数名に増
副支部長には福田益雄氏・松

副支部長の福田益雄氏 が 司
出席︑９名が委任状出席であっ

会を担当︒会員〃名中狐 名 が

スで島内観光へ出発︒道中ガ

舞握郷

イドから島の説明を聞く︒面

予算が承認可決され議事は終

以来︑加年間位︑毎回別人程

して連れていかれたからであ

おこなった︒

合員十名が参加し支部旅行を

北四一ｍにおよぶ韓国最大の

積一八四五Ｍ︑東西七三肺南

宴会は県板に合流していた︒

私の所属している碧南支部

津島支部は四月七〜九日︑

井祐治氏が再選され︑新たに

そして私の父が支部の会計を

二泊三日で韓国の済州島へ組

伊藤勇氏が選任され︑会計に

は︑昭和娼年に別府市で開か

しており︑いろんな支払いを

の後︑来賓紹介に移り愛知県
は松井繁氏が再選︑奥田憩氏

する為に︑父のカバン持ちと

板村上理事長︒愛知県板 青 島

て支部の事業として参加して

が選任された︒

横山興業㈱横山社長・豊 田 職

る︒この大会の記憶は︑往復

島で一二○〜七○万年前の溶

が参加していた︒それ以後は

岩噴出によって海上の陸が盛

了︒その後青年部・技能委員

午前十時︑名古屋空港を発

業訓練協会長谷川会長・ 愛 知

ち︑正午すぎに済州国際空港
位である︒

一九五○ｍの漢筆山は韓国で

り上がり形成され︑また標高

共東海道線の電車に乗った事

に到着︒現地はあいにくの雨

在まで続いている︒

それよりも︑私が参加して

地元ガイドと合流し貸切り︵

隔年での支部行事となり︑現

いなかった前年の別府大会の

この山も噴火によってできた

こちらに岩がごろごろころ

碧南支部の組合員で︑全板
大会に参加していない人は一

出来事が今も﹁耳﹂に残って

山である︒そのせいかあちら
らである︒又︑その時期は︑

一番高い山である︒もちろん

人もいない︒だから支部の会

いる︒それは何度となく父や
にのぼる︒

昼食のキジシャプ鍋を食す︒

大惰ランドに到着すると︑

がっている︒

私も全板大会に躯回参加し

別府大会の宴会は﹁杉乃井﹂

回の伊東市での大会である︒

にある︒本場だけあってさす

またキムチが数種類テーブル

た︒最初に参加したのは第幻

︵千人以上と思われる︶が一

店員がキムチを足しに来る︒
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以降ないであろう︒
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部独自のコースで参加し︑大

碧南支部は現在の様な皇孜コー

当時私は学生で︑夜間は訓練
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私にとって忘れ難き思い出と

し済州ＫＡＬホテル前で
記念撮影
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焼肉店にバスで移動︒ここで

後︑ロビーに集合し︑夕食の

しばし休憩︒一時間程休憩の

窟に仏像がまつられており︑

山一房山を十五分程登ると︑洞

島を南下し︑山房窟寺に到着︒

ガイドと合流し観光に出発︒

三日目は︑ホテルで朝食後

りはホテルに帰る︒

する方々を途中で降ろし︑残

３頁よりつづき
り︑我々も料理の感想につい

十四年度の支部総会︑会計報

トヶビ道路︵おばけ道路︶を

数種類のキムチが並んでいる︒

切らしながら登った︒

光客がほとんどで我々も息を

う︒韓国本土からの年配の観

のだ︒ここに来た車は︑エン

なのだが︑実際は下っている

体験する︒どう見ても登り坂

夕食後︑マッサージを希望

て取材をうけた︒たぶん何日

飲むと十年長生きできるとい

天井から垂れた湧き水を三杯

列が続いた︒

後には韓国のテレビに映っ て
る︒やはりここでも食卓には

告をして︑乾杯で宴会が始ま

撃やライフル︑ピストルが 体
次へとせわしなく焼いて皿に

焼肉を焼くのも店員が次から

その後︑ここではクレー 射

いることだろう︒

ルを選択︑中には付添いの係

験でき︑我々は手頃なピス ト

一宮支部
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バル参加について

・リバーサイドフェスティ

５日定例会岨名

津島支部

︵済州島︶
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岡崎支部

雨閏匿臣
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だ︒特に九州方面には韓国と

らの観光客が増加している様

先月﹁別府温泉と湯布院﹂

台湾からの団体客が多い︒

のパックッアーに参加して︑

をたのんだら︑別府から来た

た︒夜の宴会にコンパーーオン

一巾内ではなく︑隣の温泉であっ
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つくづく実感した︒どの観光

スポットにもそれらしい団体

次に︑天帝淵滝を訪れる︒

・各委員会の報告
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豊田支部

明︑他
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ができない︒これも国の違い

取ってくれ︑落ち着いて食事
チ状の大きな仙臨橋の鉄橋部

道沿いの売店には水平器が用

ジンを止めて︑確認をする車

いろな銃を体験し︑後の支払

員にすすめられるまま︑い ろ
なのだろうか︒それとも︑もっ

分には七人の天女が彫刻され

意してあり︑道路において勾

が列をなしている︒実際車か

いで大金を払う事になってし
と注文をしろといっているの

ている︒また五福川の噴水に

配を確認していた︒

がいた︒

まい手痛い出費を後悔しなが

かもしれない︒一時間程で食

は五種類の動物の彫刻像があ

・中小企業共済からの説

ら大惰ランドを後にした︒

事を終え︑ホテルにもどり無

次に向かったのは島南部に

その後︑二軒ほど土産物屋

と言う︒別府といえば前述の

り︑各々の正面から中央に小

﹁杉乃井﹂を思い出し︑彼女

事初日を終えた︒

あるロッテホテル内の免税 店

・研修旅行について

五つの福が得られるという︒

銭を投げ︑うまく入ると各々

級のホテルで︑現在は外国か

今月に入って新型肺炎が問

らの団体客が多いそうだ︒

るのではないだろうか︒国際

国からの観光客が激減してい

題になっている︒九州では外
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うなるのだろうか︑心配だ︒
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も影響を受ける様になってき

化が進み︑外国で起きた事で
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・各行事報告
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旅行二日目は︑観光組とゴ

で名古屋空港に到着︒二泊三

国際空港を発ち︑約一時間半
日の支部旅行を無事終えた︒

に寄り皆︑大量に購入した後︑

ルフ組にわかれ︑ゴルフ組は

龍は権力︑鯉は子供の健康︑
りは夫婦円満だったと思う︒
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空港に向かう︒午後三時済州

のみで貸切り状態︒まだ初日
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頭岩という︒韓国本土から大
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夕食は︑龍頭岩で海鮮鍋を食

テルにもどり夕食まで休憩︒

風が強く苦労したらしい︒ホ

いる︒食後︑ゴルフ組と合流︒

バ︒もちろんキムチもついて
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みが展示されている︒
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定の済州ＫＡＬホテルに到雲弓

侵山房山洞内
湧き水を三杯いただいて

