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一︾鶏繊灘鍵霞︾譲織
午後３時より県板事務所にて

第２回理事会が加月過日勘
為で︑まもなく納入される見

部は１名の納入が遅れている

会館建設負担金の納入につい

の挨拶があり︑その中で全板
回各支部よりの納入は７３７

積算の基礎となっている︒今

月１日の組合員数７７６名が

愛知県板の負担額は狸年４

てはほぼ完納されており︑組
名分で豹名分が不足する︒こ
の不足分は県板共済に係わる
特別収入より支払う︒

③万博前売り入場券の申

終審査がこの理事会に諮られ︑

務理事会で選ばれている ︒ 最

ら依頼のあった２千枚はクリ

枚の申込みがあり︑中央会か

支部もあるが︑現在１８６４

まだ申込みが届いていない

込み状況について

優秀賞１点が選ばれた︒この

アできる︒

入場券はｕ月末に支部へ配

追加申込みも受付けている

てほしい︒

金は旭月初旬に県板まで収め

優秀賞１点には２万円の商
書券が贈呈される︒

布できる予定であり︑その代

とする事に決定した︒

作品の一部を修正して組 合 章

あった︒その中から３点が常

募集したところ躯件の応募が

新しい組合章のデザインを

川組合章マークについて

合員の協力に感謝を述べた︒

議事に入る前に斉藤理事長

込みである︒

３−８−６〒466‑0006

開催され虹名が出席した︒

名古屋市昭和区北山町

が︑支部でまとめて申込んで
ほしい︒

側組合員名簿作成につい

・邪日の保証講習会

に講師として４名の委員が

・９月

広告掲載について前回を上

宅にて委員会の研修を予定

．ｎ月肥日に新城の馬場さん

出席した︒

回る妬社の協賛を得ることが
している︒

て

できた︒

合格発表があり︑１級岨名︑

．Ⅲ月６日に技能検定試験の

＊加納技能委員長

ので︑これを郵送にて支部へ

２級肥名︑曲げ板金２名が

第１校正が皿月末にできる

容を十分チェックして︑ｎ月

送付する︒各支部にてその内

あたり協力いただいた役員

合格した︒この試験実施に

岡崎工学院で実施する︒受

育﹂の講習を加月妬・妬日︑

︒﹁職長・安全衛生責任者教

＊加藤厨房空調委員長

国際ホテルにて開催する︒

・合格証伝達式を旭月皿日に

各位に感謝いたします︒

初旬に県板まで返送してもら
へ送付できる予定である︒

う︒ｕ月末には新名簿を支部

⑤委員長報告
・全板長崎大会の旅行程と見

＊毛利総務委員長
積をＪＴＢに依頼した︒

・長崎大会にはバス２台で帥

講申込み者は岨名︒

空調機材展を見学する予定

・来年２月に開かれる東京の

名の参加を予定している︒

いる︒詳細は皿月羽日の委

亜鉛鉄板問屋会の問屋さん

日新工業のルーフィングを

・全板連の指定商品になった

＊籾山経営研究委員長

ァーは中止の方向にある︒

であったが︑この見学会ツ

参加費は７万円を予定して
員会で検討する︒

に開催する︒

︑来年の総代会は５月別日嗣
＊高橋広報委員長

知大会ロゴマークとテーマ

に取扱ってもらえる様に依

．﹁愛板﹂ｎ月号に脆全板愛
についての説明を掲載して

をＰＲしていく︒

頼している︒組合員にこれ

の情報を組合員に流す︒

が時々開催されるので︑そ

．リフォーム相談員の誹習会

いるので︑本日配布される
一緒に組合員に配ってもら

ロゴマークのステッカーと

いたい︒

＊西俣保証委員長

・全板大会の﹁思い出﹂等の

寄稿をしてほしい︒写真も

︑９月

２頁へつづく

・肥日に保証講習会
あったら送ってもらいたい︒

＊松代技術研究委員長

γ"///""/"""""″"""""""""""〃

／ご意見。ご要望等はこちらへ

／当組合は今年の'0月にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ導入し／

ジ忌悼のないご意見.ご要望をお待ちいたしており

／ました｡電子ﾒｰﾙｱドﾚｽを掲載しますのでジ

／ります。
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／愛知県板金ｴ業組合一御一；
愛知県板金エ業組合

上段︻赤︼は太陽︑中段︻緑︼は風︑下段︻青︼

ロゴマーク

肪全板愛知大会

;＝愛知県板金工業組合＝リ

は水を表す︒

グヶタグ〃ググググググノ

ググググググ

掌

全国建築板金業者大会

愛知県板金工業組合
発行広報委員会

品券︑応募者全員に千円の図

②全板会館建設負担金の
納入状況について
現在までに１支部を除き︑
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完納されている︒未納の １ 支

ノインターﾈｯﾄ導入；

蕊

第３８８号

板

愛
(1)平成１５年１１月１５日

電話Ｏ52‑732‑1226

なって出展するが︑徐々に

今回は技能委員会が中心と
技能士会が引受けていきた

１頁よりつづき

実施し︑鱒名の申込みがあっ

︑当面は長崎大会での愛知大

を招き意見交換会をした︒

︑９月略日篠原全板興業社長

長

＊村上全板愛知大会実行委員

いく︒

．新規加入の会員を募集して

い︒

を技研委員会の協力の下に
たが四名が受講した︒

︒保証申請者数を卸名以上 と
したいので役員︑委員さん
に協力願いたい︒

・保証制度ＰＲ用のステッ
カーの作成を検討中である ︒

・県板共済の加入率が佃％に

＊沼津厚生委員長
会ＰＲの準備を進める︒

・全国技能競技大会の県予選

＊宇野青年部長

上昇した︒しかし︑まだ未
加入の委員さんもあるので
を１月ｎ日側に実施する︒

各委員会にて加入を促して
ほしい︒

開演四時

・来賓として出席願う依頼先

・会賢１万２千円

車で約３分

東名阪﹁蟹江Ｉ．Ｃ﹂より

シャトルバス有

・交通機関近鉄蟹江駅下車

・会場松岡豊泉閣

委員会報
｜総務委員会一
開催日時ｎ月鯛日午後３時
︑第砧回全板長崎大会につい

出席者肥名
て

積金額の説明がＪＴＢの古

・長崎大会の旅行程３案と見

決める︒

加月記日に向山公園にて運

動会を開催する︒
・企画部会

ローと脆全板愛知大会につ

旭月にコンベンションビュー

いて打合せをする︒

｜広報委員会一

釦分

開催日時ｎ月犯日午後２時

出席者６名

一行﹄っ○

・今号︵３８８号︶の編集を

先を決定︒

・新年号掲載の挨拶文の依頼

て文字を大きくしたいとい

・紙面のサイズをＡ４版にし

う提案があり︑畑号を機に

する事になった︒

紙面を刷新する方向で検討

ｊｊｊｊ＃・ｆｊｊｊ・ｊｊｊｊｊｊｊｊｊＪｊｊ＃＃＃＃＃ｊｆｊｆｊｆｊｆ

受付開始午前十一時

開宴正午

今会場

五一五一

九

愛知県海部郡蟹江町

﹁松岡豊泉閣﹂

九五

字長瀬下六五

大字西之森
○五六七

￥一二︑○○○

◆会賀

◆申込先

申し込み下さい︒

支部長まで会費を添えて

平成十六年一月七日㈱

今申込締切

お車でお越しの方

◆交通のご案内

Ｉ．Ｃ﹂より車で三分

●東名阪自動車道﹁蟹江

︑

Ｌ一己一一鵬・や⁝唇︲﹁−１

必ず近鉄に乗車し近鉄﹁蟹江
駅﹂で下車してください︒

からは送迎バスはありません︒

注ＪＲ関西線﹁蟹江駅﹂

十一時一○分の間

運行時間
十時二○分から

料送迎バスにご乗車ください︒

急行・準急で一○分
交通機関でお越しの方は無

蟹江駅﹂下車

名古屋駅﹂から﹁近鉄

交通機関でお越しの方
●近鉄名古屋本線﹁近鉄

恥親溌撫溌鐸溌雲穏蝦

平成十六年の新年懇親会は︑

は次回皿月２日の委員会で
・全板長崎大会にて鯛全板愛

尾張板金連合会の担当で開催

川課長よりあった︒その内
変更して２泊３日の旅行程

幕﹂をリハーサルを兼ねて︑

知大会のＰＲをする﹁横断

容を審議し︑第１案を一部

７万５千円︵大会参加費含

されます︒

を決定した︒又︑参加費を

着て実演をする︒

運営部会の委員がハッピを

るようお願い致します︒

多数のご参加をしてくださ

を募集する事になった︒

む︶とし︑バス２台で釦名

仰その他報告

部活動に参加したい若者が

②組合員名簿作成について

︑青年部のない支部にも青年
いる︒親組合が積極的に働

今開催日時

板共済関連の資金より支出

されている︒この事から

・全板会館建設負担金の納付
・愛知万博の前売り入場券購

中部国際空港の見学会を実
施した︒

し盛況に終った︒花器︵竹

尾張名古屋の職人展に出展
筒に銅板入子︶２百個完圭電
ボーリング大会を実施した︒

・尾張ブロック

ｎ月６日に総会を開く︒講

・西三ブロック

く︒設営担当は西尾支部︒

演で万博協会から講師を招
・知多ブロック

７月に献血を実施した︒
・東三ブロック

平成十六年一月十八日⑧

・第１回校正を皿月末に支部
を確認してもらい︑ｎ月６

入申込は２千枚を達成でき

は完納された︒

もらいたい︒

きかけて青年部を立上げて

日までに県板へ返送しても

の報告がなされた︒

︒名古屋ブロック

る見込みである︒

・設営担当の尾張ブロック長

て

③平成相年新年懇親会につい

２部送る︒

も送る︒広告協賛会社には

︒名簿を全国の都道府県板に

︒名簿は全て印音順に並べる︒

を入れる︒

・表紙には新組合章のマーク

に渡る予定である︒

る︒年内には組合員の手元

へ回し︑ｕ月末には刷り上

らう︒ｎ月中旬に印刷会社

長に送付する︒支部でそれ

組合員の平等性を考えた場

︒全板会館負担金の一部が 県

告

合︑全員加入が当然であ
る︒又︑万一の時の保障で
・焔年新年懇親会について

⑤その他

は還付金もある︒決して無

・愛知県板メールアドレス

あり︑余剰金が出た場合に
益な捨金ではない︒役員︑

ステッカーを支部に配布︒

︒全板愛知大会ロゴマークの

︒県板共済加入促進について

果

・尾張名古屋職人展の実施結

ピールしてもらい︑全員加

委員さんにはこの事をア
入に向けて協力いただきた
い︒

︑全国板金業国民年金基金に

追加申込み分は有料︒

今回は給付額が多額であっ

・県板共済の還付金を配布︒

ついては︑同基金より毎 月
てくるので︑これを元に直

た︒

たので還付金が少額となっ

未加入者のリストが送られ

頼をしていく︒

接厚生委員が本人に加入依

・日時１月肥日㈲

平野克彦委員より準備状況
加月肥日同支部で運動会を

・東三支部より案内

行うので参加してほしい︒

＊長谷川技能士会長
吹上ホールで開催される︒

・技能プラザがｎ月８．９日

廷

平成１５年１１月１５日（２）

板
愛
第３８８号

脚愛知県板の至宝
猟Ⅲい現代の名工

盲馬場喜郎需

から始め︑その後本格的に鍛

年代頃から彫金︵打出し加工︶

める︒あとは銅板をなまして

簡単なスケッチで構想を決

Ｊ作品説明津

加工︒取手には様々な種類

がある︒

※尚︑内部は錫メッキ︵白味

銅板叱膿︵蓋︶叩聡︵胴︶

⑥湯沸し︵写真左後︶

を手絞りし︑表面は︑丸頭

茶道具の一つで︑銅板哩珊

①建水︵写真左手前︶

彫金技法は﹁入り口は狭いが

鉛液を薄く引き作業するが︑

引︶が施してある︒鉛化亜

り返しでどんな形にでもなる︒

中は無限に広い﹂﹁健康のう

鎚で乱れ打ち仕上︑後︑硫

は叩き︑叩いてはなますの繰

ちに私の持てるすべての技を︑

化着色︒

十一年日本金工展に﹁波紋壷﹂

十六回入選を繰り返している︒

を出展し初入選してから連続

基本から材料の選定︑工具の

金技術の研蹟に励む︒昭和六

また平成二年には各種工芸界

使い方・作り方︑隠し仕事な

︲ｌ︲ｌ︲

たが病気のせいか幾分やつれ

工芸展﹂で﹁鍛黒味鋼鉢﹂が

最高の栄誉である﹁日本伝統

戦後︑板金業界に入って間
いる︒事務所の隣には見事な

入選︒以後三回栄冠に輝いて

非とも伝えたい﹂と熱意を込

ど︑板金業界の若い人達に是

真鋪には︑銅と亜鉛の比率

使用し製作︑後︑煮込着色︒

書き︑なめくり理の大小を

真鋪板哩珊に家紋の図柄を

り︑絞りは厚くなり︑打出

絞り加工と打出し加工があ

加工には同じ様に見えても︑

薄いほど難しい︒又︑金属

温度調節が重要で︑板厚が

すず

今春︑愛知県板に東三支部

して快活に話をされた︒

が見られるものの以前にも増

にて製作︒

の㈲建造・馬場喜郎さんから

もなく技術修業に銅板加工な

めて語られる︒

②彫金家紋︵写真右後︶

丹梢込めて製作された﹁丸形
銅壷﹂始め﹁湯沸し﹂﹁彫金

べられていたが︑これもごく

作品の数々が陳列ケースに並

たが金槌を振る腕の力は誰に

馬場さん自身︑体力は衰え

により３種類あるが︑この

たがね

家紋﹂﹁茶器建水﹂など︑見

ら東京一円を渡り歩かれた︒

ど伝統技の進んだ神奈川県か

一部だけであとは蔵入りして

家紋は一
一種
種︵
︵銅
銅而
︑亜鉛帥︶

しは薄くなる︒

事な鍛金・彫金作品七点が寄

ある時修業先で銅屋根工事に

も負けない自信があると言い

を重ねて作る︒

④銅壷︵写真左後︶

加工︒銅壷には︑

銅板晒聯を手絞り

手前︶

淘暮望

贈された︒その御礼も兼ねて
新城のお宅に表敬訪問し﹁鍛

あるとの事だった︒

上こもワこう

正面手前︶銅板叫

③大球︑小球︵写真

珊を手絞り加工︒

彫金技法を極めた馬場さん

みじんも衰えてはいない︒

を使用︒尚︑図柄 慰 謹 騨 鐘 雫 鍵 蕊

携わった折り︑方行屋根の頂

部屋の壁一面には様々な形

切る︒そして作りたいものが

金・彫金﹂に懸ける夢と熱い

作品を生み出す日当たりの

金技法︵絞り技法︶を目の当

の﹁当金﹂︵あてがね︶が整

は横木瓜である︒

点に取り付ける﹁宝珠﹂の鍛

たりにして鍛金の魅力に取り

無限にあるという創作意欲は

思いを聞かせて頂いた︒

馬場さんは昭和六年生れの

付かれ︑この道に入るきっか

いい作業室も拝見した︒

れ手術︑療萎の甲斐あって体

七十二歳︒昨年春病魔に冒さ

の創造力・感性・チャレンジ

理されており︑おびただしい

︵中真飾︶に使用

洋風屋根の鬼瓦

けになったと言われる︒

き出される作品に大きな期待

精神を基に黄金の左腕から叩

調も奇跡的に回復され元気な

手作りの自作で当金の数の多

鍛金技の﹁入り口は狭いが
中は無限に広い﹂の言葉が印

また金槌も芋槌︑しめ槌︑福
槌︑荒し槌などに各種木槌︑

象深い訪問であった︒
⑧南藤

百種を越すたがね類など無い
ものは身近の材料を応用して

ている︒

□が茶釜型になっ

が︑丸型は湯出し

丸型と角型がある

ことは苦手だが一枚の銅板を

銅板師珊を手絞り

⑤銅壷の蓋︵写真右

葉に重みを感じる︒

方が楽だと言われる達人の言

形出来ないものはない︑その

動物でも鉢でも花瓶にでも造

馬場さんいわく︑絵を描く

全て手作りである︒

する︒２枚の銅板

数にまずびっくり︒これは皆

０Ｊ■

を寄せるものである︒

その後︑新城に帰り家業の

樹

いことが仕事の幅につながる︒

板金業を営む傍ら︑昭和三十

篭
蕊
傍作品の水玉紋壷飼を手に馬場喜郎氏

里

姿でお会いすることが出来た︒

割猶

品

もともと恰幅のいい方で あ っ

黙

灘繍
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県板技能士会
再スタート
愛知県板金工業組合の愛知
各ブロックより８名の役員を
おり︑主に技能検定関係の事

結成される以前より発足して

板金技能士会は工業組合が

県板技能士会の経緯

選出し︑上部団体である社団
業を︑組合事業と別に行って

県板技能士会は今年度から︑

事業に継続参加し︑県板技能
きた︒

法人愛知県技能士会連合会の
士の発展のために活動を開始

︾ごい︽
診普

ザ．

．＄●．．︑．︑

侭鼎壇口ｑＨ︲鼎尋待城ｕ︾鞍髄・制舗秤群戦騒坤蒋窯

誠心＃

最後に︑﹁危険を忘れな

３倒・４山・５⑧日に開催さ

栄の﹁オアシス皿﹂でｎ月

職人展﹂が第二十回を迎え︑

南支部の小池氏より寅・七福

備と︑展示品として熱田・

も早くから竹筒花器の制作準

部担当者は大変でした︒今年

でと︑時間が長くなり︑各支

い／﹂︑﹁自分の身は自分で守

全衛生責任者教育﹂講習会を
加月妬日出︑妬日㈲の両日︑

神・天狗の銅板打出し作品と

ファッション展示場で開催さ

寄贈して頂いた銅板製珊付け

東三支部の馬場氏から県板に

れた︒これまでは吹上の第二

れていましたが今年は栄のど

る／﹂このことをいつも忘れ

真ん中︑日頃でも大勢の人が

定委員長を兼務し︑検定委員

これまでの技能士会長が検

﹁ＣＦＴ教育﹂を合わせたも

講習会は︑﹁職長教育﹂と

午後八時まで︑５日が六時ま

所でした︒今年は３．４日が

前で︑多くの人の行き交う場

︵熱田・南︶伊藤

一七六個が売れました︒

釜などが展示されていた︒竹

６名の常務理事と︑技能士会

さい︒

ず︑安全作業に取り組んで下

ンターより坂長助氏に来てい
ただき︑肥名が受講した︒

会長︑副会長２名︑技能士会

のブースは南端のエレベーター

でした︒愛知県板金工業組合

筒花器は一九一個が準備され

今年度はｕ月８．９日に開

は︑新しく﹁ＣＦＴ教育﹂に

行き交う憩いの広場での開催

催される技能士会連合会主催
常務理事１名による特別委員

基づく安全衛生責任者の資格

とあって例年よりかなり好評

のあいち技能プラザに初めて
会が行われ︑組合と技能士会

が必要になりました︒今回の

だ運営がむずかしいので︑長

に取り組んで︑笑顔で帰宅出

自分は元より同僚も安全作業

加才から鈍才の若い参加者は︑

故などを発生させたら／・・又︑

綱を使用させないで︑死亡事

ケガをさせてはいけない︒命

参加した経営者は︑従業員に

斎藤理事長の挨拶で始まり︑

妬日︑午前９時釦分より︑

のでした︒

年担当してきた技能委員会と

いるだけでは︑会員との接点

が職場に帰り︑安全作業に取

させていただきます︒

聯鯵鍵摩．蕊譲鋳譲識謹蕊難鰯鱗

県板事務局は︑ｎ月訂日山から１月４日㈲までお休み

日ごろは︑組合事業にご協力を賜り有難うございます︒

＃＃県板事務局年末年始のお休み＃＃

し好評の県板ブース

が業務を担当し︑その後︑検

これ以前に職長を取得した人

参加することになった︒しか
の事業の一本化が成立した︒

加藤哲夫

空調・厨房委員長

講師には︑法定特別教育セ

平成十五年﹁尾張名古屋の

恥・・

．．．．灯ｊ亀︾

●

共同で参加することを両役員

技能士会長は一本化から４

が変わった︒

が無く︑会の目的のために活

と︑皆んな真剣に受講した︒

来るように気を付けなければ

り組むようビデオや独自のテ

又︑坂先生も今回の受講者
会費については︑年間一人

傍講習会風景

¥

蕊蕊

蕊

職長・安全衛生責任者

教育の講習会

§

し︑県板技能士会だけではま

平成廻年に法が改正され︑

二日間でした︒

技

岡崎技術工学院にて実施した︒

愛知県板主催の﹁職長・安

●

定委員会は技能委員会に名称

今後は︑技能士関係の事業

かし︑会員数は新規募集をし

人目と引き継がれてきた︒し

は技能士会が︑検定関連の事
とになる︒

業は技能委員会が担当するこ

てこなかった為に減少のまま

江口龍雄︵犬山︶

会長長谷川信俊︵中︶
役員山口良二︵一宮︶

動できなかった︒技能士会の

現在に至っている︒

松野茂︵熱田南︶

方針を決定することとなった︒

役員を設けて︑役員会で活動

県板技能士会の役員

高木信彦︵中川港︶

千円で︑県の連合会の賦課金

会の役員として会長が一名

酒井克幸︵安城︶
平松賢治︵東三︶

中根圭介︵豊田︶

とても熱が入り︑有意義な

た︒

キストを用意して下さいまし
佐藤

と県板の検定事業費に当てて
いる︒

竹内敬二︵知多︶

会員数２２２名

蕊溌

昭和弱年秋に︑組合側から

ｉ

会で申し合わせた︒

･４

灘

僻

《

した︒

ｉ
ｉ
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知多支部青年部
寸・六寸などで作る人がでて

三寸・五寸だけではなく︑二

﹁真鋪︑アルミは︑銅板にく

鶴以外の動物に挑戦したい﹂

ホームのバスューーットをはじ

見学した︒同工場はツーュー

の時︑尖ったケガキ針では切

さんを交えて上演されていた︒

島の決闘﹂場面の寸劇がお客

の要望などを聞いてもらった︒

程の展示場で説明があり︑我々

来た︒最後に屋根瓦の施工過

梱包までの工程を見る事が出

場内を見学し︑原料から製品

場の概要と製品説明の後︑工

す︒まず︑ホールにおいて工

瓦を主に生産している工場で

び有機繊維強化セメント系平

させてもらう﹁かわらＵ﹂及

湾溌キスイ瓦玉憾忽鹸繍雛蕊

岡崎宇野

講習会が終了した︒

最後に記念写真をとって雨

めＦＲＰ継手や︑我々が見学

の意見を聞いた︒﹁目先が違っ

らべて硬いため︑製作しにく

８月Ⅳ日伺から９月肥日㈲
まず︑四寸角の大きさの紙

た課題で良かった﹂﹁今度は︑

きた︒材質は︑真鋪とアルミ

青年部活動の一つとして︑

までのうち︑岨日間にわたっ
で鶴を折って型紙にし︑その

四回巨回図厘
昨年より行っているパソコン

て︑岡崎地域職業訓練セン
型紙を元に三種類の型板を作っ

かった﹂などがでた︒

の勉強会を実施した︒誹師を
ター実習場で︑板厚○・一五
た︒その型板を使って銅板に

にも挑戦した︒

招き︑案内状の作成に取 り 組
ミリ︑大きさ二・三・五寸角

最終日に︑参加者から今回

んだ︒

毎年︑講習会を開くにあ

秋晴れに恵まれた９月肥日

蕊溌繊弧減迩浬建訪ねて蕊

の意見もあったのだが︑やは

伺・羽日側︑昨年に続き︑昭

帰りに︑お土産まで頂いて工

るケガキ針を使用した方が良

れやすいので︑少し丸みのあ

に向かい国宝﹃姫路城﹄を見

場を後にした︒それから姫路

たって課題に苦労するが︑今

一時間ほど見学して今回の

学した︒別名﹃白鷺城﹂と呼

年は︑課題を考える時期に全

し早めに﹁湯郷プラザホテル・

宿︑湯郷温泉へ向かった︒少

その優雅さに見取れました︒

ばれるだけあって何度見ても

り何事も基本からという事で

和支部と熱田・南支部は合同

季譜の里﹂に到着︑部屋でゆっ

ぐに決まった︒

そこから釦分程走って︑大河

町しらふく﹂で昼食を取って︑

い︑今回のメイン見学地︑積

を出て山陽道を岡山市へ向か

出す所︑羽揖叫

いと注意があった︒

板新聞に京都府板が銅板の鶴

の親睦︑見学旅行会を行った︒

くり休んで︑午後６時より宴

くのが︑最善策と思った︒

た︒やはり指導者に教えて頂

自分の磯稲とは使い勝手が

今回の参加者は躯名でした︒

会が始められた︒

興じて賑やかな内にほぼ予定

車中は恒例のビンゴゲームに

折り曲げにかかると︑角を

朝８時︑荒畑より熱田神宮
前を回って︑名神高速より中

しているそうで料理はなかな

出してはいけない
い所
所︑
︑丸
丸みを

一時間おきに小休止を取りな

国自動車道を岡山に向かった︒

かの物でした︒翌朝８時︑宿

いたので︑役員・幹事会です

頭︑尾の向き

がら佐用インターで中国自動

を製作した記事が掲載されて

誰師には︑岡崎支部組合

の調整など︑

の調整︑座り

車道を下りて﹁道の駅・宿場

いた為︑悪い習慣が付いてい

員の山内和夫氏にお願いし

いろいろ注意

違い戸惑い︑自己流でやって

た︒山内氏は︑京都に直接

する所がでて

ドラマで一躍有名となった

きた︒

一羽目がで

水化学の﹁岡山積水工業﹂を

きると︑二羽

レセキスイ見学風景

︵熱田・南︶伊藤

時刻に名古屋に着いた︒

に一戻り帰路についた︒帰りの

本丸内を足速に見学してバス

キーボードを正確に︑早く
打っ事を心掛け︑知らな い 機
うです︒

行って指導を受けられたそ
最初に︑製作過程のビデ
の説明を聞いて実習に入っ

オを見た︒その後︑折り方

現在︑宮本村は岡山県英田

﹁武蔵の里﹂を訪れた︒

れる宮本川だけがその名残を

郡大原町となって︑町中を流

りの﹁テーマ館武蔵﹂を見学

残している︒最近出来たばか

いき︑数を作
栄えの良い物

し︑小説の中での造られた人
けぞう︶の生涯の活躍ぶりや
どを見て実在の人物を実感し

使用していた道具や刀︑書な

物の印象が強かった武蔵︵た
変えたり︑材

そして今度

質を変えたり

ジでは役場職員による﹁巌流

た︒テーマ館前の屋外ステー
た︒大きさは︑

するよっになっ

は︑大きさを

になった︒

ができるよう

るにつれて見

各自製作して

目︑三羽目と

﹁料理自慢の宿﹂を看板に

を作成した︒

能も覚えて︑忘年会の案 内 状

練蒋問題をこなしてみた︒

算で請求書︑見祇書の作成と

昨年に引き統きなので表計
ケガキ線を入れた︒このケガ

蕊

の銅板を使って鶴の製作を虹

た︒

騨

1脚瀬￨踊滅:

キ線が折り曲げ線になる︒こ

;謬鎮簿溌溌

名が習った︒

甥

しお気に入が出来るかなし鶴の勢ぞろい

し参加者

yﾘﾘ懇識瀧i議獅趣…蕩侭

真剣に取り組み︑時間を忘
第三・第四回と行う予定で

れての二時間だった︒

い方︑関心のある方は︑是非

すので︑まだ参加されていな
参加して下さい︒知多支部青
年部は︑パソコン仙台の最新
設備の環境で︑取り組んでい
ます︒

パソコンを通して︑多くの
行きたい︒

仲間を作り︑仕事に利用して

０５６９︵２８︶３９８７

詳細は︑部長竹内まで

知多支部青年部竹内

宙衣式武生減沌大理◆、武鼠の.;皿瀞､｡，−′

蕊識
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東三支部

み︑午後２時頃には参加者全

家族親睦運動会

Ⅲ月肥日日︑豊橋市内の向
なった︒

員で公園の清掃をし︑解散と

傍夫婦で仲よくデカパン競争

東三松浦

睦運動会を開催した︒

当初︑参加人数不足を心配
していたが︑集合時間の叩時
には︑大人・子供合わせⅧ人
以上が集まり︑賑やかな運動
会となった︒

競技内容は︑３才児以下の
ヨチョチ徒競走や︑アベッ ク
デカパン競争始め︑恒例の玉
入れ︑パン食い競争もあり︑

又︑豪華景品側引替の宝探し
など︑大いに盛り上がった︒

運動会終了後は︑バーベ
キューやピンゴゲームで楽し

zJIf

第５回ゴルフコンペ

誓っていた︒津島猪飼

皆︑次回こそはりベンジを

ＯＵＴ弱︑１Ｎ肥の両でした︒

徳さん︒参考までにスコアは

優勝は︑前回に続き河野幸

に参加いただいた︒

れた︒今回も㈱カネプンさん

スにて︑旭名が参加し開催さ

の双鈴ゴルフクラブ土山コー

加月躯日㈱︑天気曇︑滋賀

津島支部

鞠
2
,

山公園芝生広場にて︑家族親
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時過ぎて

ているところをヤスで突く︒

・総会について他

・県板各委員会報告

︒総会事前打合せ狸名

肥日監査会・総会準備会

水もすごくきれいだった︒春
幸田町︑蒲郡までイチゴを︑

ともなれば︑少し足を延ばし

圃厘歴園Ⅱ

私が住んでいる碧南市には

夏から秋にはナシ︑ミカン︑

旅をしてきた︒永いこと︑

初冬には生で大根をカジった

私は名古屋で呑む機会が月

している︒

特におばあさん達が多く利用

ので結構人気があり︑老人︑

５．６便と少ないが︑無料な

市内を循環している︒便数が

のマイクロバスが走っている︒

﹁くるくるバス﹂という愛称

もう五十有余年になる︒人も︑

名鉄の駅︑市民病院やほとん

大会鋤名

刈谷支部

に２．３度あり︑そんな時に

は大抵このバスを利用して駅

まで出る︒私の様な中年のお

い︒おばあさん達に囲まれて

じさんはめったに乗っていな

このバスが好きだ︒無料だか

少々肩身が狭い︒しかし私は

らではない︒乗る時には﹁お

願いします﹂降りる時には

の人が口にする︒そうすると

﹁ありがとう﹂と︑ほとんど

うも﹂と言ってくれる︒

運転手も﹁どうぞ﹂﹁ハイど

何か心がやすらぎ︑楽しい

く名古屋でウマイ酒が呑める

気分にしてくれる︒今から行

十月二十八日曇

様な気にもなる︒帰りがコワ

・あすなる研究会の報告

５日第３回幹事会皿名

について他

・全国建築板金競技大会

三八八号編集会議
広報委員六名出席
午後五時五分閉会

県板青年部

即日三役会６名

肥日家族親睦運動会︑名

イ︒高橋

旭日青年部定例会ｎ名
肥日前期会計監査７名

６日定例会躯名

東三支部

妬日定例会５名

知立支部

の報告他

・西三板金連合会役員会

９日役員会肥名

西尾支部

ついて他

・西三板金連合会総会に

ｎ日第７回役員︒班長会

豊田支部

・忘年会︑新年会他

鯛日三役会４名

四日青年部バーベキュー

碧南支部

て他

岡崎支部

街も︑物でさえ時間の旅をし

・短期課程講習会及び支

胆日青年部役員会７名

て来た︑タイムトラベルだ︒

が過ぎた︒人も︑街も︑畑も︑

ものだ︒あれから四十年余り

いつからだろう︑旅の始まり

川も︑鉄橋も姿を変えた︒今

どの公共施設に乗り入れて

は︑五︑六才の頃からだろう

は面影もない︒皆旅をしてい

部卵周年記念誌につい

か︒当時の風景を思い出して

るのだ︒この先も︑ずっと︑
ずっと旅をしていくのだろう︒

みる︒不思議な事に色が付い
ていない︑セピア色だ︒だが

斉藤孝行

昭和支部

︵土山ＣＣ︶

２日役員会訂名

西三板金連合会

咽日定例会５名

江南支部

躯日ゴルフコンペ岨名

５日定例会５名

津島支部

・忘年会について

８日月例会岨名
肥日役員会４名

春日井支部

鯛日定例会

熱田・南支部

１日支部会過名

瑞穂支部

度の申請のお願い他

・万博前売券及び保証制

８日例会過名

９月各支部の動き

その思い出は︑頭の内で動き
る小さな川の両岸に組まれた

出す︒家の前の︑鉄橋が掛か
石垣︑水抜きの穴に住むヘビ︑

そのヘビを漁りに来るおじさ
ん︒そのおじさんの顔もおぼ
ろげに思い出す︒針金の先に
ワッカを作り︑穴に差し込み
器用にひっぱり出す︒薬にな
るそうだ︒自分らも真似てみ
たが上手くいかなかった︒そ
の鉄橋を渡り線路をしばらく
行くと矢作川に出る︒矢作川
に掛かる大きな鉄橋︑それを
支える橋脚の基は︑水の流れ
の為深く︑大きくえぐれてい
る︵当時の川は水量も多く︑

流れも速かった︶︒小学校も
高学年になると︑その深くえ
ぐれた所で泳ぐ︒そしてウナ
ギも突く︒たまにはとれる︒

夕食のオカズになる︒夜とも

なれば︑カーバイトを持ち
ハエ︑スナモ︑ウナギ等の寝

﹁火ぶり﹂に行く︒アユ︑白

