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委員長会議が８月飢日 午 後
スの取れる所に入れていく︒

白黒となったが︑毎号スペー

．県板の会議の報告記事は出
︒全板大会にまつわる思い出

来るかぎり掲載する︒

部長の計叫名全員が出席した︒

などの記事を募集し掲載す
る︒

︑保証講習会の講師を引き受

技術研究委員会

長が議長となり︑各委員会の

け保証委員会に協力してい
０

方針と過年度の事業計画がそ
く

．新商品や新工法など役に立
つと考えられる資料があれ
ば委員会に持ち寄る︒

修会︵委員会のみ︶を新城

．銅板の打ち出しと絞りの研

広告を掲載する事になって

する︒

の馬場氏の協力を得て実施

は９月７日に行われるが︑

幻日に実施した︒学科試験

．技能検定の実技試験を７月

技能委員会一

いるが︑現在までにⅣ社の

広報委員会一

みについて検討する︒

年の全板長崎大会の取 り 組

︑９月の委員会において ︑ 来

協賛を得ている︒

︑組合員名簿の発行に当り︑

一総務 委 員 会

た︒

れぞれの委員長から発表され

に記念品が贈呈された︒理事

で股優秀賀となった西俣章氏

妬全板愛知大会のロゴマーク

謂藤理事長が挨拶した後︑

員長︑技能士会長そして 青 年

れ︑組合三役︑８委員会 の 委

３時より県板事務所にて開か

雲

ＩｊＩｌｌＩｉ１ｉＩｉＩｉｊＩ

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

そのための講習会を開いて

は常に問題として取上げ︑

保証制度について

ないか︒

まわしをすると良いのでは

．ｎ月の﹁あいち技能プラザ﹂

ていく︒

３千円がこの資金より充当

特に板金会館建設負担金に

・役員は年内に１件以上の申

いる︒皿月虹日に合格証の
に未加入者があるので︑委

︑委員会委員の中で県板共済

されていることを理解して

伝達式を行う︒

員長から加入を呼びかけて

その他

要請をする︒

連名で支部長あてに申請の

・年４回︑理事長と委員長の

請をしてもらいたい︒

には技能士会と協力し出展

もらい︑加入を強く促して

もらいたい︒

もらいたい︒

一技能士会

する︒

厨房︒空調委員会

委員会だけの問題でなく︑

変苦労している︒これは一

︑厚生委員会は加入促進に大

士会の役員として９名が選

︒今年度になりはじめて技能

ある︵太陽・風・水︶を各

・妬全板愛知大会のテーマで

育﹂の講習会を企画し︑各

員加入に取組むべきである︒

県板役員が一丸となって全

︒﹁職長・安全衛生責任者教

ラザ﹂について取り組んで

れてもらいたい︒

委員会の活動方針に取り入

任された︒今後は﹁技能プ

︑国年基金の勧誘は保険会社

支部に案内を出しているが︑

いきたい︒しかし︑しばら

の仕事であるが︑いきなり

受講の申込みが少ない︒再
度各支部へ案内を出し︑申

保険会社が回っても理解を

・愛・地球博の前売り入場券
を得たい︒

には特に協力願いたい︒

の購入について︑県板役員

くの間は技能委員会の協力

て厚生委員や支部役員が根

得られないと思う︒前もっ
・支部によって活動状況に大
きな差がある︒どの支部も
力したい︒

活発な活動が出来る様に努

賦課金を納める事になった︒

・今年度から全板連青年部へ

現在の収入ではこれを賄え
を値上げしたい︒

ないので︑来年度から会費

ｆ■

﹃１．ｂざ一峨睡叩■坐・や拙

●ｆ①宮４遇①●①引少
Ｄａ△守︲︑︒ ＪＪＤ

熱

は水を表す︒

上段︻赤︼は太陽︑中段︻緑︼は風︑下段︻青︼

ロゴマーク

帖全板愛知大会

一青年部一

込み締切を９月即日とした︒

︑来年２月に東京で空調機械
展が開催されるので見学会
を行う予定である︒

経営研究委員会

強していきたい︒現在︑リ

︑リフォームに関する事を勉
フォーム相談員の資格につ
いて調査中である︒

保証委員会−
．９月訂・魂日に保証制度の

青年部の無い支部が多い︒

・名古屋と尾張ブロックには

が出された︒

見交換が行われ次の様な意見

以上の発表があった後︑意

︑〜︐⁝＊？︑〜＊うう？？

い︒

支部長に要請してもらいた

親組合から青年部の発足を

﹁資格取得講習会﹂を開催
受講してもらいたい︒

する︒２代目等の若い人に

ある︒今年度の目標として

︑現在の保証︐申請者は駅名で

これを刷名にしたい︒

︑保証制度の車用ステッカー
を年内に作製する︒

県板共済・国年基金について
であるので︑支部の会合で

・県板共済は全員加入が原則

厚生委員会一

の加入促進を重点に活動し

．県板共済と国民年金基金へ

全国建築板金業者大会

HDF品画鼎LPJWJL口頭先月JL■ん.句ﾛ函ﾛ墓d

・ロゴマークは予算の都 合 で
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長︶の︑第妬回全国建築板金

宇野勝義氏︵現県板青年部

といった内容の祝辞に続き︑

であり︑嬉しい限りである﹂

知県板としても大変名誉な事

斉藤充昭県板理事長より﹁愛

：鼠・牽泳承鋼繁渓零舜一

⁝︐態纂・皇鶴野め鈴轍域熟・懐・鐸令．今建

森亭噸野勝義氏
燕篭一産武装＊ ″優涛″祝賀会鉦

勝を祝い︑８月ｎ日⑧︑午後

宇野氏に︑記念品と花束が贈

競技大会﹁建築技術の部 ﹂ 優
５時より︑岡崎ニューグラン

聞く所︑全国大会優勝を目
たそうで︑〃継続は力なり〃

東三松浦

により︑７時半閉会となった︒

青年部長のユーモアある締め

尚︑祝賀会は︑本田前県板

ある︒

とは言うものの︑その意欲と

指し︑今回が６回目の挑戦だっ

努力には頭の下がるおもいで

西尾支部長となって

られた︒その後︑宇野氏より

五︑当支部の今後の活動

四︑西三板金連合会の事業

ドホテルにて︑祝賀会が開催
お礼の意を含んだ挨拶の後︑

けるばかりで︑新しく生えて

が痛い︒その為か髪の毛が抜

られたが︑お願いばかりで頭

が電話やファックスで入って
くる︑県板事務局と西三板金
連合会から︒それを整理して
役員会で説明するための資料

はこない︒

昨今の景気動向の不安定に
よるデフレ現象や各種賦課金
いった受け入れ難い状況の中
だけか︒

の値上げ︑組合員の減少化と

五月の全板北海道大会では
支部として十一人目の役員功
労表彰だ︒九人の同行参加者

で︑勝ち組は阪神タイガース
この日の酒は五臓六脈によ
く効いた︒もう若くはない︒

世明男の三氏参加の報告に︑

会長・西俣章︑同副会長・久

この世の極楽を味合せてくれ

照りつける︒冷えたビールは

蝉の泣き声と共にジリジリと

る︒間もなく真夏の太陽が︑

今年は梅雨が長く感じられ

当支部顧問・杉浦武︑同相談

も喜んで出席された︒組︿巴貝・

知大会の開催という大行事に

トしたばかりである︒全板愛

愛知県板も新体制がスター

る︒

青年部員合わせて総勢三九名

向かって結束を強めていくだ
ろう︒西尾も県板の要請に答

貞夫氏の努力に感謝である︒
この機会にと︑

西尾支部長稲吉一義

えられる支部でありたい︒

三︑県板事業の現況

二︑全板会館の建設負担金

一︑県板賦課金の値上げ

と予想以上の参加者だ︒毛利

して西尾の板金問屋二社さん

役・村松信利の両御大も︑そ

六月二十二・二十三日に蒲
郡・三谷温泉ひがきホテルで
研修会を設定すれば︑県板相
談役・平野弘︑西三板金連合

も鼻高々である︒

ンに遊んでもらっている︒

作りに日曜日は一日中パソコ

梅雨の候︑毎日ジメジメし

された︒

六︑その他

陵祝賀会風景

いろいろと説明して理解は得

はや半年︒沢山の情報や連絡

しあいさつする宇野勝義氏

解騨隷●蒋選︑舞離聡鯵鰐篭祇罷韓騨琴・瀞醗騨識出秘鐸転淫諺融．●溌蕊娯箪購解認欝擬糠蛎

乾杯の音頭で祝宴に入った︒

た日が続く︒支部長になって
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高柳一男県板副理事長による

今回︑西三板金連合会 青 年
部が発起人となり計画し︑当
日は︑来賓含め︑出席者拓名

冒頭︑発起人代表とし て 酒

蕊
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連・日板協賞状
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と︑盛大なものとなった︒
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労働者を一人でも雇用する事業主の皆さんは︑

労働保険︵労災保険・雇用保険︶に加入しなけれ

ばなりません︒

＊労働保険は︑労働者の方々が不慮の業務災害・

のほか︑高年齢者で賃金が低下した状態で継続

通勤災害を被った場合や︑失業した場合の給付

して働いている方や︑育児休業及び介護休業を

取得されている方への給付等︑労働者の福祉の

増進を図るための給付を行うものです︒また︑

事業主の皆さんにも各種助成金の対象となる制

度です︒

＊まだ︑加入手続きをとられていない事業主の皆

さんは︑今すぐ加入手続きをしてください︒

腿︲

一一一一︷ハ

＊労働保険の諸手続きについては︑労働保険事務

組合をご利用ください︒

相談は

労働保険事務組合

愛知県板金工業組合

電話︵○五二︶七三二Ｉ

部勉
雪

決める事など殆どない︒今回

一凸・宇画・写・﹃ロ・﹃・︼﹃﹃酉・毎草画一

傍勉強会風景

東三松浦

８月別日伺︑午後︑豊橋市

講師を高柳一男様︵県 板 副
理事長︶にお願いし︑風荷重︑

雨量計算︑屋根勾配の計 算 方
強した︒

法などについて︑約３時 間 勉
私自身︑この内容の勉強は
昨年の基幹技能者訓習と秋の

勉強会︑そして今回と３ 回 目
になるのだが︑風荷重は特に
難しく︑今回も完全に理解す
普段︑現場での作業は︑過

る事は出来なかった︒

去の経験により施工している
事が多く︑自分で強度など計
算し︑使用材料や施工方法を
﹃﹄・﹄画画一一卓画宇﹄再﹄画再﹄■・卓﹄﹄﹄阜壷﹃﹃画一﹄﹄・﹃三画・草画﹄﹄・面一一画︒﹄画・・一一・・・画﹃宇再︼・・画一

｜︑世の中で一番みにくい事

はする仕事のない事です︒

一︑世の中で一番さびしい事

です︒

は人間として教養のない事

一︑世の中で一番みじめな事

つ事です︒

な事は生涯を貫く仕事をも

一︑世の中で一番楽しく立派

江南石井

うそをつく事でする

一︑世の中で一番悲しい事は

事です︒

すべてのものに愛情をもっ

一︑世の中で一番美しい事は

着せない事です︒

の為に奉仕して決して恩に

一︑世の中で一番尊い事は人

です︒

ｒｌｌＯＩ８１ＩＩＩＩｉＩｌｌⅡⅡⅡⅡⅡｌｌｌｌｌⅡ１１ⅡＩｌｌｌｌｉｌ０６ⅡＩ００ＩＩＩＯＯＯＯＯＯ﹄

一福沢諭吉︲煙訓︲より一

｜・

の勉強会で自分の勉強不足を

妻公＝雲

小畷町の㈱ウチダ３Ｆ会議室

強雲

痛感した︒︵参加者８名︶

一

を借り︑勉強会を行った︒

東
は他人の生活をうらやむ事

■０■■■■凸■・■■■■＆Ｇ８■■■■■■■日日＆■■■０■■●■■■・■・■・■・■■■・■一

一昔のことわざ一
一も︒ｏ０１１Ｉ１Ｄ８ｏ６ｏ８１１︒■０１１１１０口■ロ■０１１﹄

＊金のなる記
いつ迄も

あると思うな親と金

諸湯治の痘哨雫雫川雫温電泉領＃＃ｆ雫

⁝：：：十和田八幡平公立公園・●・八幡平山麓．

が︑三年前から新玉川温泉も

す︒山の中の一軒屋だったの

曇空の中︑八月二十一日八

名古屋港から仙台港まで二十

道九三○Ｋ︶︒フェリーだと

十和田湖︑奥入瀬︑小岩井農

幡平︑武家屋敷︑下北半島︑

名湯︑名所などあります︒八

り売店もあります︒近くには

テレビ︑冷蔵庫︑トイレもあ

出来ました︒こちらは部屋に

時十五分︑新幹線三河安城駅

一時間で︑長くてヒマを弄び

場︑駒ヶ岳︑乳頭温泉めぐり

刈谷支部大霜豊勝

を出発︑一路東京へ︒東北新

温泉へ入る事も少し慣れて

ますが多くの友達も出来ます︒

二︑収入以下で生活する人

一︑感謝の生活をする人

えてくれているかの様です︒

は湯けむりが上り︑旅人を迎

へ着いた︒国定公園焼山から

時間三十分︑目的地玉川温泉

バスも新林街道を登る事一

清流に浄化して魚も住みつく

た︶が︑今では少しずつ水を

︵強酸性のため魚も住まなかっ

日本一の田沢湖も玉川の毒水

の〃だっこ〃像の見学︒水深

中﹃田沢湖﹄に立寄り︑伝説

路線バスにて玉川温泉の途

イド四ヶ所を温め︑時には混

体中汗一杯です︒前後︑両サ

一ヶ所二十分位で寝ていると

下の岩が三十二度Ｃ位あり︑

しかない北投石があります︒

ころびます︒日本ではここに

起きて岩盤へゴザをひいて寝

一日の予定は︑朝五時位に

は例年に比べて寒い位でした︒

ので二〜三時間寝ます︒今年

上がります︒体がだるくなる

で繰り返し︑三回〜四回にて

〜十分︑全てを大体一時間位

種類の風呂へ︒一ヶ所約六分

いますので︑かけ湯をして九

〜二泊の旅を楽しんでいます︒

して月二〜三回のペースで一

来ました︒今は仕事を程々に

たが︑無事自宅へ帰る事が出

線は一時間四十分位遅れまし

宮城で地震にあい︑東北新幹

八月二十六日午前七時十分︑

備され公園になっていました︒

との事で︑今ではきれいに整

き上げていたので無事だった

あり︑これに気付いて全員引

では何か変に地響きの前兆が

流され︑その折の御主人の話

が︑三年目の時︑地震により

近くに澄川温泉がありました

八幡平と楽しみました︒この

等︑今年はレジャーで角館〜

で田沢湖に到着した︒

幹線〃こまち″にて盛岡経由

三︑家庭円満な人

部屋は四帖位で茶台とふとん

浴露天風呂で楽しみます︒若

趣味は昔仕事だった様な気が

＊金のたまる人

四︑金や物を大事にする人

しかありません︒強酸性のた

い女子達も沢山入っています︒

三︑家庭不和の人

二︑見栄を張り費沢する人

一︑常に不平不満を言う人

＊金のたまらぬ人

十︑儲けを当てにせぬ人

九︑常に節約する人

八︑一事をつらぬく人

七︑仕事を趣味とする人

六︑独立自尊心の強い人

五︑健康に心がける人

めテレビ︑冷蔵庫︑扇風機も

岩盤には散歩の度︑一日に三

様になった様です︒

せんし電話もまったくダメ︒

なく︑旧館はラジオも入りま

〜九時︑食事は朝・夕ともバ

〜五回位行きます︒朝食は七

て石集めをしています︒大き

しますが︑今は旅行で旅先に

四︑物や金を粗末にする人

しまいます︒

鉄系の物は二︑三日で錆びて

病気の方で一番多いのはガン

味を持って旅を楽しみ︑身体

ｍ角位です︒今日この頃は趣

健康で良かったと思います︒

を．⁝・・と思います︒

に充分気を付け︑気持の余裕

い石で十五ｍ角︑平均七〜八

五︑悪友を持つ人

イキングで唇一は自前です︒

長い時は二週間ですが︑今年

の方ですが︑当方は糖尿病に

今年で九年連続でこられ︑

八︑三日坊主の人

なって十三年ですが︑今まだ

玉川温泉への客は七割位が

九︑常に借金をする人

は予約が遅くなって六日間し

循環器疾患

胃腸病糖尿病皮膚病

神経痛リュウマチ

玉川温泉の効能

がコースを毎度変えて一時間

の内散歩で一万二千歩きます

四十分位です︒湯治に来たの

何も症状はありません︒一日
ろ乗物を変えて来ています︒

だと思い続ける様にしていま

の間︑車︑フェリーといろい

の温泉で一泊します︵大体片

車の時は玉川に着くまでほか

ほど好評な温泉です︒九年間

かいられませんでした︒それ

江南石井

気持をもって何事も努力を

﹁有難う﹂と言う感謝の心︑

十︑一捜千金の夢を見る人

七︑朝寝道楽の多い人

六︑依頼心の強い人
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副泰些戦争
いつか見たアメリカの若い
軍人は﹁なぜ戦地に行くのか﹂

と記者に問われ︑﹁アメリカ

国家の為﹂と答えていた︒国
もいいとさえ言う︒もちろん

知立南藤孝行
では⁝︒それでも送り出さな

家の誇りの為に我身を捨てて
終戦記念日が来た︒毎年の

全ての軍人がそうだとは思わ
を日本の若者に問うたならば︑

ければならない人々の想いは
この平和な世に生き︑文明
何と答えようか︒その一言を

事ではあるが︑この時期にな
る︒今年はイラク戦争もあり︑

の恩恵を思う存分受け︑自分
とってみても︑アメリカとい

ない︒しかし︑それと同じ事

又有事法案等もあり︑いつに
の事だけ考えていれば過ぎて
う国家の強さが伝わってこな

どんなであったろう︒

も増して論議にやかまし い 事
いくこの身には分るべくもな

いだろうか︒それがあのブッ

ると何かと戦争の話が多くな

である︒

い︒これは何も我国だけでは

説いろいろある︒前日彼の二

ン元大統領も︑死亡説︑生存

う間に終り︑サダム・フセイ

ても悲しくつらい︒

付き︑倒れるのを見るのはと

想いであろう︒幼い子等が傷

ない︒対戦国の肉親達も同じ

は戦々恐々としているのでは

手︑一投足に世界の指導者達

れているのである︒彼の一挙

シュ大統領の言葉となって表

そのイラク戦争もあっとい

人の息子がアメリカ兵と の 戦

五十有余年の昔︑我国も︑

悲惨さが思いやられる︒

犠牲が報じられる毎に戦争の

訴えている眼︒こういった光

を流し無言ではあるが何かを

像︑病床で繍帯を巻かれ︑涙

リアルタイムで流れてくる映

果を出してほしいと思うのだ

いか︒あくまで話し合いで結

日本は一流の主権国家ではな

それを見ているもどかしさ︒

ス︒ノーと言えない政治家達︒

従う子供の様に︑何でもイエ

私が生まれてからこの国は

軍人︑市民︑多くの犠牲者を

景はいつも敗戦国の事である

が︑答えの分っている問題を

闘で死亡したとの報道があっ

出した︒言葉にすれば只の 一

様に思われる︒しかし︑あの

解くのは何ともつまらない︒

我国に於いてはガキ大将に

言である︑その一言の中にど

常勝国アメリカに於いても同

今後は速やかに戦後処理を終

いつも対岸の火事であった︒

れだけの不幸と悲しみがある

じ光景があるのである︒ブッ

え︑一つの独立国家として堂々

戦争当事国になった事はない︒

だろうか︒

シュ大統領のあの強気の発言

と﹁ＮＯ﹂と言える国になっ

スコミ等により︑一般市民の

折しも自衛隊をイラク に 派

の陰に幾多の失われた人命が

た︒だがそれよりも︑連日マ

遣するという︒﹁戦争をしに

が︑そんな事は可能だろうか︒

所に行く﹂︑政府はそう い う

メリカに憧れ︑黒人のエンター

と言われる︒日本の若者はア

今︑日本の若者の資質云々

られない︒

な世界が来るのを祈らずにい

子供達の傷付く事のない平和

てほしい︒そして一日も早く︑

家族の方々の心中察する に 余

テイナーに憧れ︑髪を赤や茶︑

あるだろうか︒

りある︒まして当時は戦争を

者が多く見受けられる︒

金色に染め国籍不明となった

行く訳ではない︑危険のない

しに行ったのである︒生きて

皇解蔀︾︾︾Ⅱ

帰る事などは頭になかったの

西三板金連合会

・ボーリング大会の案内

８月各支部の動き

岡崎支部

︵駒立︶羽名

大会

・雨量計算︑風荷重他

加日青年部定例会７名
汎日青年部勉強会８名

６日定例会躯名

東三支部・

・今後の行事予定他

５日青年部役員会７名

検討

・県板報告及各種行事の

２日第２回役員会犯名

知多支部

・各種打合せ

２日第５回役員班長会

豊田支部

躯日青年部ソフトボール

碧南支部

釦日青年部ぶどう狩り

・レクレーション打合せ

即日青年部役員会７名

・９月６日勉強会の打合

妬日三役会

ｎ日役員会過名

名古屋板金連合会

・職人展及空港見学の件

東北支部

ｎ日定例会４名

・近況報告他

躯日定例会皿名

西支部

・組合員名簿作成の件
・シックハウスについて

加日臨時定例会ｎ名

中村支部
・県板共済の加入促進に

ついて他４件
昭和支部

７日定例常会皿名
・経営勉強会の連絡他

瑞穂支部

１日定例会巧名
入の報告他

・全板会館建設負担金納

皿日定例会

熱田・南支部

３日第２回幹事会ｎ名

県板青年部

中板協青年部通常総会

・第泌回全板連︑第廻回

鯛日理事会

尾張板金連合会

について︵９月皿日︶

の報告

雨塵固閉

今号の編集会議から開会時

５時を過ぎても編集作業が終

間を釦分早くした︒今までは

等を話し合う時間が無かった︒

わらない事が多く︑編集方針

又︑時間があれば︑原稿の書

き方について勉強していきた

今回の出席者は少なかった

いと考えたからである︒

が︑時間前にもかかわらず︑

席に着くや否や作業に入って

であった︒おかげで４時如分

くれた︒開会の挨拶なぞ無用

頃編集作業を終える事ができ

その後︑畑号記念号と妬全

た︒

板愛知大会の特集号について

まだ１年以上も先の事であり︑

話し合いを持った︒しかし︑

ただけで終ってしまった感が

今回は私の思いを委員に伝え

この事業は予算の事や全板

する︒

あいもあるので︑今後︑三役

愛知大会実行委員会とのかね

会や実行委員会の意見をうか

がいながら具体化していきた

八月二十六日㈹

曇一時雷雨

午後五時十五分閉会

三八六号編集会議
広報委員七名出席

８月Ⅳ日〜９月肥日

銅板製折鶴の製作

・成人訓練虹名

ｎ日宇野勝義氏優勝祝賀

会弱名

西三板金連合会青年部

について他

・第型回あすなる研究会

い︒高橋

・第皿回ボーリング大会

春日井支部

会妬名

９日納涼バーベキュー大

妬日役員会４名
・今後の行事について

５日定例会８名

津島支部

即日役員会５名

江南支部

