制度

愛知県板は責任施工・保証
る講習会であるので︑もう少

であったｃ三年ぶりに実施す

︾

制度の盗格を取得する為の諦

カリキュラム通り二日間の

た︒

し多くの受講者を予定してい

て実施した︒この企画運営は
より受講者全員に修了証が手
渡された︒これにより︑保証

講習が終り︑西俣保証委員長

県内から四名の受講者があ

書を申請する資格が得られた

技術研究委員会が務めた︒

り︑ほとんどが後継者の若者

保証委員会が担当し︑講師は

をかけて︑岡崎技術工学院に

習会を９月訂・躯日の二日間

一這雲

３−８−６〒466‑0006
電話052‑732‑1226

訪
缶

ｊｉｌｉｌＩｉＩＩｉＩＩｉｊ

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

傍講習会風景

ので︑今後はそれぞれの事業

貼る︑封筒に貼る︒思いつく

②建築板金施工法
帥分
︵用語の解説︶

石原晴久講師

補助波多野丞児
印分

③銅板屋根の諸特性
石原晴久講師

補助赤池高義
側雨樋施工法卯分

と建築板金について考えてみ

か︑又︑仕事の中にどの様に

の仲間を迎えるべく︑妬年５

そして︑全国からの同業者

全板愛知大会は︑愛知万博

取り入れていけるのか考えて

ましょう︒

の年に開催するべくその時期

月に向けて︑愛知県板のみな

さい︒

会に大きな目標をつかんで下

さんは︑このロゴマークを機

みようではありませんか︒

テッカーを組合員の皆さんに

皿月にこのロゴマークのス

を合わせました︒それは︑万

愛知に目を向けてくれるとい

カーを何処に貼ればいいのか︑

配布いたします︒このステッ

博を通じて全国の板金業者が

万博のテーマは﹁自然の叡智﹂︒

いのか考えて下さい︒携帯電

効果が出るにはどうしたらい

う期待があるからです︒その

かけがえのない地球を︑今の

かけを作ってくれるのがこの

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

話に貼る︑車のウインドウに

環境から将来に向けて︑どう

を問うものであります︒

やって守っていったら良いか
それで帖全板愛知大会実行

にロゴマークを募集したとこ

委員会は︑地球環境をテーマ
ろ︑追件の応募があり︑その
中から紙面左下のロゴマーク

太陽・空気回・水を表わし

が選ばれました︒

たこのロゴマークは︑まさに
テーマと合致し︑躍動感のあ
る形と明るい色彩は︑板金業
界の未来を象徴しているので

今後私たちは︑建築板金の

はないでしょうか︒

仕事を通じて︑地球環境にど

ロゴマークです︒太陽・空気・

くべきだと思います︒そのきっ

う貢献していけるか考えてい

⑤質疑応答妬分

水にどう関わり合いができる

西俣保証委員長

神谷聡講師
補助片山雅博

そしてその時﹁愛・地球博﹂

事は何でもしてみて下さい︒

誌鶏蕊罰町

いたい︒そして県板の保証事

所でこの資格を活かしてもら

する︒

業がさらに進展する事を期待

講習カリキュラム

について帥分

平 弘 工 二 郎 昭 昭
松 講 等 村 講 理 理
9０賢師、‐′９０師事150事１０
分 治 分 勝 長 分 長 分

高柳一男講師

に リ 装 根 証 挨
つ ン 施 施 制 拶
い補渡グエ補松工斉度斉
て助辺の法助代法藤藤
和 施 一 充 充

松代技研委員長

全国建築板金業者大会

雲妻
傍あいさつする謂藤理事長

２００ラ愛知

雛？；窪蝿
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ストの概要を説明︒

．﹁県板共済﹂の通年度加入
状況の説明︒

．﹁尾張名古屋の職人展﹂の
概要を説明︒

・広告について現在弱社 の 協

︑次回の総務委員会は加月肥

﹁豊泉閣﹂にて開催する︒

クが担当し︑１月肥日⑧

︑焔年新年懇親会は尾彊フロッ

賛を得ている︒５年前の更

日附とする︒

行っていく︒それについて︑

まず委員がリフォーム相談

・製作指導担当者

銅板表札今井委員

年に１件以上必ず申請する

員の研修会に参加して︑今

︑保証申請について︑委員は

レリーフ佐藤担当役員

後の活動内容を決める事に

事を申し合わせる︒

︐今後︑講習会等の参加者申

鉢受皿加納委員長

した︒

・今回額縁を希望者に皿円で

が全板連の指定商品に認定

︑日新工業㈱のルーフィング

②全国板金業国民年金基金へ

の加入促進について

板金業に従事している個

︑加入対象者

人事業主︑その配偶者︑従

方︒

業員で如才以上印才未満の

された事を受けて︑愛知県

女の別によって決まる︒

・今回新たに展示するものは︑

販売する︒帥個まで︒

込書に﹁生年月日﹂柵を入
れる事にする︒

西三板金連合会青年部が製

板においても購入の斡旋を

・終身年金Ａ型︑Ｂ型の２種

選択する給付金の型︑男
作した銅板︑アルミ︑真ちゅ

する予定となっているので︑

・掛金

う製の折鶴と馬場喜郎氏製

｜技能委員会一
開催日時９月９日午後３時

類から選択する︒

て年金が受け取れる︒

・師才支給開始で生涯にわたっ

ので全体数が減少している︒

多く︑新規加入者が少ない

・現在︑帥才の満期到達者が

開催日時９月過日午後３時

｜︲冨幽委冨﹃

事とした︒

当委員会がその担当をする

③技能士会連合会の研修会に

内容で提出する︒

・出品計画書は昨年に準じた

と協賛金３万円を拠出する︒

・昨年と同じく出品料３万円

作の丸型銅壷一式︒

川愛知県技能士会連合会功労

出席者過名
者表彰の推薦について

・表彰蛙準５年以上会員の
構成員で技能士会の発展に
功絃のあった者︒

出席者ｎ名欠席３名

同基金より愛知県板に８月

ついて

・視察先国盛・酒の文化龍・

仙県板共済加入促進について
促進大会の表彰候補者とし

きている︒

分として５名の加入依頼が

・第閃回愛知県職業能力開発

のことを重点項目として審

前回の委員会と同様に︑こ

技術研究委員会

中部国際空港クルーズ等︒

を決定した︒

・４名の委員が参加する事と

て４名を推薦した︒

・技能士会功労者推薦につい

で︑これを元に加入促進を

簿も掲載する︒

開催日時９月８日午後３時

負担する︒

なり︑その参加費は県板で

する︒特に今回は該当する

出席者Ⅲ名

ては︑愛知県板金技能士会

来加入率が減少していたが︑

・名簿は卵音順に掲載する︒

役員会が先日８月肥日に正

本年９月の更新時点で初め

・役員名簿︑各委員会名簿の

取得講習会﹂のカリキュラ

川平成帽年度保証制度﹁資格

・県板共済に未加入の委員に

仰その他

・県板共済制度が発足して以

・各委員会の委員については

リストが送付されてくるの

と蛇％の支部から０％の支

への変更を依頼する︒

の加入者がいれば全板国保

・当組合の構成員で他の国保

ついて

③全国板金業国民健康保険に

みたい︒

クし︑その結果に期待を望

未加入者に委員が直接アタッ
・保証制度の保証申請を依頼︒

て増加した︒

をとりながら行っていく︒

なり︑技能士会と共同歩調

全員の加入を目標とする︒

・県板全体の加入率は狸％で

・技能検定実技試験実施の反
省︒

②あいち技能プラザ２００３
の開催について

部まである︒今後︑加入率

あるが︑支部別に見てみる

の低い支部の加入促進が大

期日内納入を強く促す︒

︒国保保険料の未納者に対し

きな課題である︒

員は促進結果を報告する︒

・次回の委員会において各委

開催日時９月別日午後３時

フォームについての研究を

・今期の活動方針として︑リ

出席者７名

経営研究委員会

・同基金より毎月︑未加入者

他に技能士会役員と全板大

式に設置されたが︑当分の

・カリキュラムに風荷重を追
加する︒

・委員は原則として全員参加

議した︒

会実行委員会及び部会の名

間は当技能委員会が中心と

側組合章マークについて

しているので改めたい︒名

・現在のマークは県章を 借 用

する︒

②視察研修について

簿発刊に間に合う様に全組
合員から新しいマークを募

・開催日ｕ月８出・９口日

場所吹上ホール

・㈲建造の馬場喜郎氏宅︵新

城市︶で視察研修を実施す

集する︒

③委員長会議の報告について

搬入日ｎ月７日

加してもらう︒

・技能士会役員は積極的に参

︾つ０

・役割分担は昨年に準じて行

る︒時期はｎ月中旬を予定
する︒

・８月幻日開催された委員長
会議の内容を報告︒

剛その他

③その他

入を促した︒

・県板共済未加入の委員に加

別集計表及び保証書発行リ

︒﹁責任施工保証制度﹂支部

加入依頼︒

ムについて

・名簿表紙の色・デザイン等

頼する︒

ので︑未回答の社に再度依

新時と比べると若干少ない

ついて

川組合員名簿︵更新︶作成に

出席者Ⅲ名

開催日時９月３日午後３時

一総務委員会一

委員会報告

平成１５年１０月１５日（２）
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ⅢⅢ黄綬褒賞受章ⅢＩ
祝辞として知事代理で産業
労働部就業促進課長の土谷義

ありがとう﹂と声をかけ︑．ほ

いて会社の歴史︵創業剛年︶

れていた︒まず︑ホールにお

中に博物館﹁酢の里﹂が造ら

してターミナルビル本館と国

塔や幾つかの付帯建屋も完成

最終段階だったが︑今は管制

八と琴のすばらしい演奉があっ

どを映像を交えた説明で聞き︑

と商品紹介︑酢の持つ効能な

工事が真っ盛りであった︒空

際・国内線両ウイングの外装

この後︑休憩をはさんで尺

ほえましい挨拶となった︒

内田康宏氏︑愛知県職業能力

た︒尺八は愛知県職業能力開

春氏︑県議会議員を代表して
開発協会専務理事の牧野安光

山漁涛氏倣祝賀袋嚇瀕患
続いて司会者より山本氏の

工場内を見学した︒

祝宴に入り︑乾杯の音頭を

ごん狐の童話でおなじみの

食後︑常滑に向かった︒途中︑

田市内の和食処﹁華暁﹂で昼

昼近く︑酢の里を後にし半

の滑走路の上を走って島内を

上がっている様に見えた︒そ

感した︒滑走路は︑ほぼ出来

渡し︑改めて島の広大さを実

港島南端の仮設展望台から見

山本清氏が職業訓練の推進

発協会副会長で都山流大師範

県板理事長の関藤充昭氏がと

これまでの工事は︑各スタッ

一周しセントレァ館に戻った︒

の小鴫舟山氏︑琴は生田流師

続いて花束と記念品の贈呈

﹁新美南吉記念館﹂に立ち寄

範の大久保純子氏であった︒

があり︑岡崎板金工業組合か

り︑和気あいあいの内に進行

を述べた︒

らの記念品は同組合員の山内

プロジェクトの手本となるの

た︒これまでに無かった巨大

報コーナー﹂に到着し︑ホー

ほぼ予定通り︑名訳西口に着

各自にもらって帰路につき︑

﹁見学証明書﹂なるものを

ではないだろうか︒

絡橋を渡り空港島に入った︒

熱田・南伊藤

いた︒︵参加者如名︶

ボーリング大会が開催された︒

ｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｊ

土木重機が乱立し︑埋め立て

前回︑海上からの見学時は︑

り少し早く専用バスに乗り連

概要の説明を聞いた︒予定よ

ルで工事の進み具合や空港の

３時前に﹁セントレァ館情

フの努力により順調で︑工期

正八︵享年羽才︑没後帥年︶

午前８時釦分︑名訳﹁メディ

短縮とコストの削減に成功し

り︑若くして亡くなった新美

ァワン﹂に集合し︑名古屋高

の生涯にふれる事が出来た︒

した︒中締めを岡崎技術工学
め︑岡崎板金工業組合副組合

院理事長の楠名獄済氏がつと

式典の最後に山本氏よりお

をして祝の会をとじた︒

長の加納重幸氏が閉会の挨拶

婦の折鶴であった︒

礼の挨拶があり︑発起人の注

夏が一ヶ月遅れて来た様な

速から知多半島道路で半田に

高橋

に続き名古屋板金連合会は

残暑が続く９月辿日㈲︑昨年

その後のセントレア

名古屋板金連合会

奥様に向かって﹁オカァサン

文通り︑一緒に堀上に登った

和夫氏が製作した銅板製の夫

代表して永田寛氏が祝の言葉

氏︑そして岡崎市議会議員を

生まれる

中学校卒業し織田板金
工作所に入社

岡崎技術工学院学長

長
Ｈ略・４〜現在

岡崎技術工学院理事

Ｈ９．５〜喝・５

西三板金連合会会長

合長

Ｓ田〜岡崎板金工業組合組

常務理事

Ｓ卵〜職業訓練法人岡崎建設
会理事・講師
Ｓ弱〜愛知県板委員・理事・

理事・技能検定員

Ｓ妬〜愛知県板金技能士会

し現在に至る

Ｈ３．１㈲山清板金工業を設立

を開設

Ｓ拓・５独立し山本板金工作所

Ｓ

Ｓｎ．５．泥岡崎市明大寺町に

プロフィールが紹介された︒

ｸｸｸｸＺｸｸｸ

に尽力した功が認められ︑今
年４月に黄綬褒章を受章した︒

その祝賀会が９月虹日に岡崎
ニューグランドホテルにて開
かれ加名が集った︒

式典は岡崎板金工業組合長
の高柳一男氏の開会の挨拶で
始まり︑この会の発起人を代
表して内山英臣氏がユーモア
をまじえて挨拶をした︒その
中で︑山本氏の修業中の同僚
であり良きライバルの石原瑛
司氏が病気療養中でありなが
ら車椅子で出席してくれた事
に感謝した︒又︑石原氏も以
前に同様の受章をしており︑

兄弟弟子二人が受章する事は

賞

Ｓ的・皿県知事表彰優秀技能
Ｈ４・皿県知事表彰認定訓練

向かった︒空港島内見学バス

組合員︑家族︑従業員総勢剃

４頁へつづく

式を行い︑特別賞︵飛賞︶及

ミーティングルームで表彰

釦分にゲームが終了した︒

トータルで順位を争い︑ｎ時

がスタートした︒２ゲームの

スコアボードがつき︑ゲーム

雄氏の始球式によって一斉に︑

の力強い挨拶の後に︑佐藤忠

板金連合会会長平野克彦氏

名が参加し午前ｎ時より尾張

９月Ｍ日日︑豊山町のわく

$､ヱ貢:、

わくボールに於いて恒例の

し平野克彦会長あいさつ

､､ぷ:誌議

非常にめずらしいとも述べた︒

そして受章の影には奥様の大
きな協力があればこそという

﹁中部国際空港︵セントレァと

謹驚轄識豆:鎮霊

功労

Ｈｎ．皿労働大臣表彰卓越技

香りがしてきた︒

酢の甘ずつぱい

場に降りた途判価

到着した︒駐車

里﹂に皿時半頃

ン酢本社﹁酢の

学場所のミッカ

合で︑最初の見

の時間︵３時釦分予定︶の都

一口垣

工場に囲まれた

らの趣を残した

い板壁︑昔なが

黒い瓦屋根︑黒

し参加者

＃毎欝

･11群キ
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虫

､;瀞･ ・錦織鏡瀞…y蝿瀧：

ｸｸｸｸｸｸｸｸｸ

見学会を開催した︒

驚

事で︑この後の挨拶の中で︑

能章
Ｈ巧・４．羽黄綬褒章受章

傍山本ご夫妻

.：：

ぜひ奥様に感謝の言葉をかけ
てほしいと注文をつけた︒

しあいさつする山本清氏

独弾、

篭瀦蛎；

聯

鍵
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板

愛
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３頁よりつづき
び全員に参加賞が手渡され︑

組合員と共に親睦を深め雨楽
しく過ごす事が出来た︒午後
岨時帥分に解散︒

男性の部

優勝今井利明獅獅
二位河野雄治畑河
一一一位加藤昭二那珂

同勉強会を開催
西三板金連合会は略年度の
主要な事業として勉強会を開
催した︒９月６日⑬午前９時
妬分より岡崎技術工学院にて
開催し氾名が受講した︒

まず西俣章会長の開会の挨
拶に続き︑高柳一男県板副理

西三板金連合会
③携帯電話を上手に使う方法
ＮＴＴドコモ東海
側新建築基準法上での防火構
造仕様について
アイジーエ業㈱

⑤シーリング・充填材・接着

⑥雨水の利用

セメダイン㈱

剤の正しい使い方

の協賛会社である㈱富士商店
水たまくん

事長が挨拶した︒そして今回
の瀬戸社長の挨拶があり講義

女性の部

優勝今枝由美子班獅
一一 位 小 坂 裕 子 畑 斬
三井商会㈱

㈱タニタハウジンク

レインバンク・レインジャー

あった︒

ウェア

マであったので︑広く浅い内

この様に盛りだくさんのテー

和出重広氏︵近藤組

辿日中部国際空港︑他見

型日支部会２名

凪日・犯日研修親睦旅行

東北支部

ついて︑他

・尾張名古屋の職人展に

千種支部

学会如名

名古屋板金連合会

９月各支部の動き

年度の参考にしたい︒

らとったので︑その結果を次

についてアンケートを全員か

か︒勉強会の終了後︑この会

のがあったのではないだろう

各自には何か一つ位は得るも

容となった︒しかし︑受講者

し勉強会風景

い概念﹂日鉄鋼板㈱

﹁銅板屋根材の新し

②大同オベロン商品説明

安全管理課長︶

に考える﹂

川講演﹁安全に対して真剣

勉強会の内容は次の通りで

に入った︒

江南石井

一一一位畠山美恵子畑斬
団体の部

優勝西春
二位 一 宮
三位 津 島

レボーリングを楽しむ
組合員や家族の
みなさん

■

中村支部

伊豆伊東温泉別名

型日定例会皿名

いて︑他

・責任施工保証制度につ

中支部

６日月例会５名

８日支部会廻名

昭和支部

肥日・羽日研修親睦旅行
イエ場見学︑他

・岡山湯郷温泉︑セキス

１日定例支部会肥名

瑞穂支部

肥日定例会

熱田・南支部

︵昭和支部合同︶

肥日・羽日研修親睦旅行
尾張板金連合会

会剛名

皿日第岨回ボーリング大
一宮支部

・今後の支部活動につい

肥日役員会田名
て︑他

・セキスイシーリング説

躯日青年部定例会
明会

春日井支部

８日定例会腔名
距日役員会４名
・ゴルフコンペについて

５名定例会８名

津島支部

略日例会加名

犬山支部

江南支部

胆日定例会５名

西三板金連合会

６日勉強会氾名
肥日三役会皿名

ｎ月６日ひがきホテル

・総会打合せ

岡崎支部

・県板︑連合会︑青年部

４日役員会虹名

等の報告

．即周年記念事業につい
て

碧南支部

蛇日集団検診肥名
豊田支部

週日第６回役員班長会

・各種報告岨名

圃匡腰園

９月躯日︑碧南支部恒例の

行事で集団検診があり︑私も

受診した︒前日は山本氏の祝

賀会に出席し︑宴席では酒の

量をひかえた︒いつもなら２

この日だけは支部の仲間３人

次会の旗を振っている私だが︑

と一緒に駅へ直行した︒しか

に早く帰ると︑おかあさんが

し︑誰言うともなく﹁こんな

元で軽く一杯やる事になった︒

心配するぞ﹂︒という訳で地

友人達が盛り上がっており︑

店に入ったら︑仲間の一人の

てしまった︒気がついた時に

我々もそれに引きずり込まれ

は︑４人でポトルー本が空に

なり︑時計も加時をまわって

西尾支部

過日役員会巧名

検査と血液検査に影響がない

高橋

午後五時二十五分閉会

九月二十九日快晴
三八七号編集会議
広報委員六名出席

信じたい︒

ければネ﹂︒医師の言う事を

ンになったり︑事故に会わな

える人は長生きしますョ︒ガ

あなたみたいな少しひ弱に見

だし︑大病した事無いでしよ︒

がいいですョ︑心電図も正常

圧が少し低めですネ︒この方

検診の問診で医師日く﹁血

か心配だ︒

いた︒明朝の胃のレントゲン

・万博前売券について他
知多支部

過日〜過日青年部アーク

溶接講習

肥日青年部イリノ小牧工

場見学会

６日定例会羽名

東三支部

Ⅳ日青年部定例会８名

学会

即日青年部イリノエ場見

妬日三役会６名

稿を待っています︒写真も送って下さい︒

広報委員会

