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売り入場券の販売に協力した

知県中小企業団体中央会の平

愛知県板は三月十九日︑愛

団体を表彰する規定によるも

業推進に尽くした個人と組合

これは中央会が毎年︑会の事

功績で﹁感謝状﹂を受賞した︒

成十五年度特別功労者表彰式

る︒

であったと思われ

位の売り上げ枚数

加盟組合団体中上

たことは︑中央会

プに名前を呼ばれ

は受賞団体中トッ

もので︑愛知県板

量に基づいている

球博前売券の販売

れたが︑今回は地

合に感謝状が贈ら

表彰式では十組

事である︒

評価され喜ばしい

ので︑愛知県板の功績が高く

感謝状受賞

職平成妬年度勝別功労表彰呈

一・／・

へ﹀愛知県中小企業団体中央︿秀︾

上げる次第である︒

なご協力の賜と深く感謝申し

な取り組みと隣県県板の多大

これも組合員各位の積極的

成果となった︒

末には︑二三○○枚を数える

申込みを受け第一期限の三月

も埼玉県板︑宮城県板からの

心配された二千枚の前売券

企画されるよう依頼した︒

に参加と万博入場をセットで

全国県板に鮪全板あいち大会

願いした︒また全板連傘下の

井・石川・富山の各県板にお

議会の静岡・三重・岐阜・福

合員各位をはじめ中部板金協

纏めを依頼された︒そこで組

売割引券﹂二千枚の販売取り

当初︑中央会から﹁万博前

礼を述べられた︒

務局にお見えになり協力の御

会・佐々木会長が自ら県板事
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愛知県板金工業組合
また昨秋︑中央

同日午後１時別分より能力

名古屋国際ホテル

合格証伝達式岨月岨日㈲

学科試験９月５日⑧
合格発表Ⅲ月５日㈹

６月７日側

実技試験問題公表

開発協会にて前期技能検定の

委員会報告

説明会が開かれ︑当委員会よ

一総務委員会一
開催日時３月３日午後３時

入する様に要請があった︒

・県板共済には委員全員が加

側その他

確認︒

・試験会場での注意事項を再

る見込みである︒

今年度の受験者数は多くな

・受験資格要件の改正により

いて詳細に説明︒

・受験申請書類の書き方につ

り３名と事務局１名が出席し

・日程

について

川相年度技能検定試験の実施

た︒

出席者肥名全員
いて

︑全板長崎大会参加状況につ

師名で︑ほぼ予定人数に達

・３月３日現在の申込人数は

４月２日

受験申請受付３月鯛日〜

実技試験日７月肥日⑧

している︒

・担当した尾張ブロックにお

②新年懇親会の反省について

岡崎技術工学院

は水を表す︒

︒ｗ﹄

上段︻赤︼は太陽︑中段︻緑︼は風︑下段︻青︼

ロゴマーク

朋全板愛知大会

岡崎技術工学院

実技採点７月田日㈲

いて２月即日に反省会が行
われた︒

︒問題点も少々あるので次回
には改善していく︒

の東三ブロックでの開催時

ついて

③全板長崎大会功労章推薦に

全板連に申請する︒

・愛知県板より４名を推薦し

・総代会に合わせて︑村上章

側第調回通常総代会について

を行う︒

氏と山本清氏の受章祝賀会

担を決めた︒

・総代会当日の委員の役割分
・総代会終了後の講演は埼玉

頼する︒

県板副理事長の平野氏に依

﹁太陽・風・水と建築板金﹂

講演テーマ

｜技能委員会一
開催日時３月２日３時帥分

出席者ｎ名

全国建築板金業者大会

発行広報委員会
名古屋市昭和区北山町

に於いて︑﹁愛・地球博﹂前

斎藤理事長︵中央︶

傍感謝状を受取る

２００ラ愛知

難が心

:
鶴

第３９２号

板

愛
(1)平成１６年４月１５日

経営研究委員会
開催日時３月妬日

川技能士会の今後の活動につ
いて

を募集する︒

側その他

罰・・門．︒ロ︒

︲も．

︒．﹄︲・好も罰．︑咽⁝︾︑︒︷悪

輔．索４．︑叩．︒

Ｊ北．．︲

・岨．．ｑＰ

︑一分

︲︑４ｑｒ心︑餌０﹄蛤︾字

面＄エスアイ︷研﹄親△雲
胡

迎賓館を後にして淡路島に

含め別名程の参加により今回

バス２台に︑メーカー商社

保存されていた︒隣には裏庭

縦・横にずれた断層の様子が

した︒大震災によって出来た

園﹁野島断層保存館﹂を見学

向かい北淡町の︑震災記念公

最初の見学先︑神戸﹁ヨドコ

た︒

ている︒

−︒鮎︒稗︒．︐Ｄ・蝿．

３月２日脚・３日㈱に︵池

︾︿邸︒︒︒ロ

田商店︶＄研親会の第幻回総

せて検討する︒

・技能士手帳の見本を取りよ

に技能士会役員の参加を要

・技能士会連合会の見学研修

報告してもらう︒

・各支部より技能士会代表を

技能プラザは当技能士会が

︒ｎ月６．７日に開催される

出席者９名
㈱のルーフィングについて

川全板連指定商品の日新工業
担当し︑技能委員会と各支
・次回の役員会は技能プラザ

会を兼ねた見学会が開催され

・１月に鉛本︑２月に畑本の
部代表に協力を依頼する︒

説明会後に開催する︒プラ

請した︒

購入が組合員よりあり︑そ
②帽年度技能検定試験の日程
エッチング等の案を各自持

ザの内容について︑表札や

ｑ挨拶する柴田代表幹事

てゆっくり寛いで︑６時半よ

を地震断層が横切る民家を︑

メモリアルハウスとして当時

り懇親会が始められた︒池田

ウ迎賓館﹂に向かった︒

迎賓館は芦屋の高級住宅地

べ﹂の部屋では地震直後の体

のまま保存されていて﹁語り

ち寄る︒

の高台にあり︑旧帝国ホテル

阿波踊りのショーでは会員を

の設計で有名な︑アメリカ
建築界の巨匠フランク・ロイ

駐車場横には昨年出来た風

交えての賑やかな踊りの輪が

とが決定しており︑その内

・しおりの別冊を作成するこ

後にして洲本温

震災記念館を

念センター﹂において︹防災

神戸の﹁阪神・淡路大震災記

司会により進められ︑途中︑

に合わせて３色とし︑既製

ド・ライトにより設計された

力発電用の巨大風車が回って

出来た︒宴たけなわの中︑中

商店社員の橋本君・花村君の

開催日時３月肥日午後３時

文以外に建築板金の文字と

建物で︑国の重要文化財に指

いた︒このコントラストが大

験談を語ってくれていた︒

出席者昭名

県板マークを入れる︒

自然の怖さと恩恵を物語って

・ポスターの構図として︑背

容として︑挨拶文︑万博の

泉﹁海月館﹂に

未来館︺を見学︑まもなく加

いて

景は名古屋城とし︑ポート

内容︑定光寺の銅板葺屋根

向かった︒ホテ

年になる１月Ⅳ日午前５時妬

ついて

Ⅲ大会ポスターの企画作成に

欠席３名

定され阪神大震災の後︑３年

庇全板愛知大会実行委員会企画部会

・各支部長に依頼して新会員

③会員募集について

について

の斡旋手数料が県板に振込
まれている︒

・日新工業のルーフィング は
愛知県亜鉛鉄板問屋会加盟
の問屋ならどこでも購入で
きる︒設計図に商品指定が
無く︑他のルーフィングと
価格に差が無ければ︑この
商品を使用してほしい︒

②リフォーム研修会について

程かけて修復され︑水曜日と

締めとなり二次会に席を移し

③大会しおり別冊の作成につ

いる様に見えた︒

一定数の希望者があればｎ

メッセなどや︑愛知万博会

の説明︑メーカーや商社及

に総会に入り︑

ル到着後︑すぐ

に受講希望者数をまとめる ︒

・各支部へ依頼して８月ま で

土・日・祭日に一般公開され

月に県板単独で研修会を 開

場のイメージ図︑定光寺銅

び組合員の広告とする︒

れている東海大地震への心構

見て︑やがて起こると予想さ

の様子を再現ビデオや写真を

充昭氏の開会の

えの参考になると思えた︒そ

分︑一瞬にして起きた大災害

辞で始められた︒

今井文夫氏の司

柴田幸治代表幹

さと素晴らしさを思いながら

い復興の現実を見て人間の強

阪神・神戸を後にして帰路に

して加年たらずでの素晴らし

事に入り一時間

ついた︒熱田・南伊藤

事と池田商店社

了︑部屋に入っ

半程で総会を終

長が挨拶して議

会により︑斎藤

翌日︑淡路島を後にして︑

ての親睦会となった︒

③今後の進め方について

板屋根のカット写真を下段

︒Ｂ５サイズで約一○○ペー

く︒

・消費税法改正についての 勉

に入れる︒上段にはテーマ

・企画部会の副部会長として

行委員総出で行う︒

シ四千部の袋詰め作業は実

・長崎大会にて配布するチラ

側その他

ジとする︒

︵太陽・風・水︶を大文字

７月〜８月頃に全国の県板

・ポスターは千五百枚印刷し

に発送する︒

３名を選出した︒蟹江重光
氏︑吉田万作氏︑小野寺俊
一氏︒今後は３氏が作業を
分担して行っていく︒

２号車

これは当委員会で扱わない ︒

で入れる︒以上の見本を印

日

側責任施工保証制度の﹁のぼ
り旗﹂作成について
○枚作る︒色はロゴマーク

・愛知県板独自のものを一○

し参加者１号車

強会が提案されていたが︑

必要なら各支部で対応して

刷業者に依頼することを決

１
０

定した︒

もらう︒

︒次回の委員会には委員各 自

る事︒

が今後のテーマを考えてく

１１０３

技能士会役員会
開催日時

出席者

欠席

名名月

函

平成１６年４月１５日（２）

板

愛
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解散となった︒

江南石井
一一一一一雲一一一一掴迄一一一韮一一一一一一

ンターに於いて︑平成妬年度

３月別日出豊田産業文化セ
会を開催︒支部長︑圭月山武市

長︑横山興業㈱横山社長︑長

を頂いた︒

に加え︑多数の組合員の出席

藤和美校長︑商社・メーカー

感謝状が贈呈された︒

献血していただいた方には︑

以上６名の受賞者

如回竹内庵幸氏
釦回青木久治氏
加回平野安雄氏
加回平野伴明氏
ｎ回宮上芳明氏
皿回二村圭亮氏

受賞された方は次の通り︒

谷川豊田職業訓練協会長︑浅

調された事は不景気の中︑組

二村支部長が挨拶の中で強

祈った︒

故者への黙祷を捧げご冥福を

会により進められ︑先ずは物

である神谷恒男氏の流暢な司

総会は昨年に引き続き理事

井県中小企業共済の７氏が紹
介された︒

中根圭介氏を議長に選出し︑
議事に入った︒

監査報告が承認され︑平成略

事業報告︑会計報告︑会計

書記の杉本忍氏が司会を担

第妃回通常総会を開催した︒

と会計報告︑又︑肥年度の予

氏の挨拶で始まり︑事業報告

された︒

年度︑事業計画︑予算が承認

来賓である斎藤理事長の祝

当︒出席者別名︑委任状提出

辞を頂いた︒全板会館建設の

算案の提案の中で活発な意見

合員同志が深く連携を保ちつ

負担金など詳細な経過報告に

宮勤労福祉会館・アイプラザ

つ︑厳しい現世代を乗り越え

ｎ名で行った︒

てこそ︑新たな道が開けるの

が出され︑長引く不景気の為︑

入が目新しかった︒

会への協力︑安全具の共同購

議事の中で︑妬全板愛知大

一部改善され審議も順調に進
み閉会した︒

赤池高義支部長の挨拶の後︑

り︑議長に湯浅氏が選出され

服部理事の開会の辞で始ま

来賓紹介に移り︑斎藤理事長︑

板金業者愛知大会に当たり︑

併せ︑妬年に開催される全国

青島専務理事︑西俣西三板金

ではと話をされ︑事業所とし

滝伸次氏の乾杯の音頭で宴

ていま何をすべきかを再認識

新班長の紹介等の報告があり︑

に審議され総て可決された︒

任し︑提出された議案も順調

理事の松本富夫氏を議長に選

露され︑大いに和も盛り上が

部長の持ち前の尺八演奏も披

つつ︑懇親会を同時進行︑支

メーカーの新商品の紹介をし

時間の経過に伴い商社・

た︒

大多数の参加の依頼がなされ

支部創立帥周年記念事業案

連合会長︑久世同連合会副会

させられた︒

が承認され︑議事は終了した︒

も入りカラオケで楽しく会話

会に入り︑新鮮な料理にお酒
もはずみ盛り上がった︒最後

県板常務理事︑青年部︑技

長の留任︑副支部長に林氏︑
会計に山本氏が選出された︒

来賓挨拶と続いた︒

今回は支部役員改選はない

引き続いて議案審議に入り︑

挨拶の中で︑今後確実に値

が︑地区の組長さんは一年毎

能委員会︑職業訓練校誰師︑

を９時に出発︑２日目は美濃

上がりしていく材料について

翌朝はさすがに寒くホテル
市の昭和村へ︑昔なつかしい

話しがあり︑青島専務理事の

に三三七拍子で締め括った︒

来賓挨拶があった︒更に 県 板
おもちゃや︑職人の手づくり

総会終了後︑斎藤理事長の

事務局の北出次長・今枝 事 務
作業風景を見学し︑昭和印年

他役員は留任した︒

局員を招いて︑労働保険︑全

し表彰風景

知多岡戸

板国保を細かく説明して頂い

審議終了後︑県板報告・青

がされ︑今回は一定の回数を

年部活動報告・献血活動報告

豊田松井

藤勇氏︑中根圭介氏の両氏を
実演が行われた︒

一一一一一一一罰一一一一琴垂一一一一韮一一一一一

桜が咲きはじめる小春日和
の中︑去る３月訂日山︑知多
にて︑平成妬年度知多支部定

市勤労会館﹁やまももホール﹂

期総会が盛大に開催された︒

ご来賓として県板から斎藤
理事長︑職業訓練協会から井

傍あいさつする二村支部長

講師として銅板の折鶴製作の

総会終了後︑同じ会場で伊

り爽やかな内に閉会となった︒

江南へは午後４時に到着し︑

ら充実した総会と旅行でした︒

に改選となっている︒

続いて懇親会に移り︑ 理 事

た︒

長以下︑懇親を深めた︒

一宮田中
一一一一一一証一一一一一楠圭一一一一韮一一一一一一

平成胆年度総会と親睦旅行

州笹詳が︲恥

少あいさつする赤池支部長

蕊

県板報告があった︒

鍵
蕊繍

噂

蕊

を出席者以名で︑３月８日側︑

し総会風景

窪溌漉

１泊２日で行った︒今回は飛
騨古川市の古い町並を回り︑

高山市内観光と萩原禅昌寺を
参拝して下呂温泉ホテルフー

ゴに午後４時到着︒温泉 の 湯
で旅の疲れを癒した後︑ホテ

蕊鴬

鱗

代の高度成長時代を思いなが

し総会風景

た︒役員改選では︑渡辺支部

催した︒

一宮支部は︑３月Ⅳ日に一

鍵一蓬塞

妻駆

一一一一一一一一一一一一一一一壱垂一一一韮一一一一一一

妻這
一宮に於いて︑支部総会 を 開

国

ルの会議室で平成過年度の総
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(3)平成１６年４月１５日

沖縄
親睦旅行
県板青年部一宮支部は︑２
月鯛日から３月２日迄２泊３
日で沖縄に親睦旅行をした ︒

参加人数は賂名で︑朝８時
過ぎの飛行機で︑ｎ時過ぎに
到着︒愛知県との気温差が阻
度位︑空港に降りた時に︑暑
いと感じた︒こちらからは冬
の装いで行き︑本島では半袖
でも充分な気温だった︒

銅板レリーフ
教室２
一宮支部は︑２月７日に一

宮市立丹陽西小学校で︑ＰＴ
Ａ主催の﹁銅板レリーフ教室﹂
に参加した︒

今回は︑小学１年生から６
年生迄の生徒蛤名︑保護者８
名の皿名を︑組合員Ⅳ名で指
導した︒１月に開催した青年
部主催の﹁銅板レリーフ教室﹂

の小学５年生が対象とは少し
違って︑学年に幅があり︑椅
腿に仕上げるのに︑組合員の
指導能力が問われたが︑生徒
達の満足そうな笑顔が証明し
てくれた︒

動を取り︑レンタカーを使用

ンスポーッ︑観光など自由行

現地ではそれぞれが︑マリ

船が出ず中止︒レンタカーで

に行ったが︑海が荒れていて

エールウオッチングを楽しみ

私は︑沖縄は初めてで︑ホ

那覇まで出かけた︒

して︑あちこち移動した︒
︷侭旧は﹁ＪＡＬオクマリゾー

間の移動︒のどかな落ち着い

あり︑那覇からパスで約２時

も︑海でのんびり過ごすのも

園﹂など戦争の傷跡を見るの

﹁ひめゆりの塔﹂﹁平和記念公

で唯一陸上戦が行われた所︒

沖縄と言えば︑太平洋戦争

た所にあり︑のんびり休日を

ト﹂で︑ここは本島の北部に

楽しむには良い所と思った︒
良いが︑少し街から離れて︑

町並を歩いてみるのも良いと

今の時期は︑サトウキビの
収穫時期らしく︑収穫をする
思った︒

と言う職業を知らない人がい

はなれない︒私達は特殊な職

体を知らなければ︑板金屋に

一宮田中

老人︑沖縄独特の住宅など︑

沖縄に触れる事もできた気が

る︒青年部が主催した小学校

ルすれば︑もっと多くの人に

業では無い︑ちょっとアピー

する︒

でも︑教員が知らなかった︒

知ってもらえるのではないの

これでは寂し過ぎる︒もっと
多くのボランティア活動︑イ

だろうか︒

傍満足そうな笑顔です

一宮田中

ベント参加をして︑アピール
をして行かなければならない︒

後継者を望んでも︑板金屋目

鍵
傍教えるのも難しいです

鵠

画
島

目

保護者の中には︑建築板金

蕊
謬

戸

Ｌ
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３月各支部の動き
千種支部

加日支部会２名
・総代会について他

東北支部

皿日定例会５名

西支部

型日例会皿名
・連合会総会について他

中村支部

・県板共済加入の依頼

別日定例会皿名
昭和支部

８日定例常会皿名
・基幹技能者講習につい
て他

瑞穂支部

皿日支部総会肥名
熱田︒南支部

把日月例会
津島支部

５日定例会８名
︵土山ＣＣ︶

塑日ゴルフコンペ
犬山支部

︵南知多方面︶

辿日・巧日親睦旅行
江南支部

８日支部総会皿名

妬日定例会５名

西三板金連合会

ｎ日三役会加名

・肥年度事業計画

圃厘歴一園

全板大会の思い出には︑そ

プニングそして失敗が記憶に

の道中や宿でのトラブル︑ハ

多く残っている︒その中で空

岡崎支部

・支部総会打合

５日役員会躯名

・県板他各種報告

港にまつわる話を二つ書く︒

一局橋

午後二時半開会五時閉会

三月三十日㈹曇のち小雨
三九二号編集会議
広報委員八名出席

る︒

今ではなつかしい思い出であ

ができ︑予定の便に乗れた︒

なんとかタクシーを呼ぶこと

う事を知り︑あわてて降りた︒

を買う段になって行き先が違

乗った︒発車してから︑切符

行きだと誰もが思ってそれに

屋空港へ行くバスは﹁小牧﹂

降りたのは良かったが︑名古

頃である︒名鉄﹁西春駅﹂で

まだ飛行機で行くのは珍しい

のコースで加数名が参加した︒

②訓年位前の大会に支部独自

いるならお宝物である︒

その時のライターを今持って

が没収されるはめになった︒

ライターだった︒結局︑全員

場でタニタが配った弾丸型の

て騒いでいた︒原因は展示会

客が乗り遅れてしまうと言っ

せいで長蛇の列ができ︑他の

どの仲間がつかまった︒その

搭乗前の手荷物検査でほとん

①九州での大会の時だと思う︒

躯日通常総会記名
碧南支部

別日青年部総会Ⅳ名

５日健康診断７名

豊田支部

第娼回総会打合

過名

６日第ｎ回役員・班長会

過日青年部総会

記名

８日健康診断２名

即日第侶回通常総会
安城支部

肥日通常総会腔名

肥日役員会焔名

西尾支部

・県板他各種報告他

妬日如周年記念事業委員

会ｎ名

知多支部

四日青年部総会
即日通常総会

６日定例会妬名

東一一一支部

︵高千穂会館︶

週日役員慰労会卿名

皿日青年部定例会９名

訂日青年部総会肥名

舶日三役会６名

小牧支部

・支部総会について他

皿日定例会６名

