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愛知県板金工業組合は４月
これを断念し︑現在の紙面
サイズで改良を考える︒

日㈱午後３時より県板事務
所にて理事会を開催し︑調名
・畑号記念号︵Ⅳ年新年号︶
を予算内の費用で発行する︒

が出席した︒

．﹁愛板﹂﹁板金新聞﹂の早期

配布を依頼した︒

まず粥藤理事長が挨拶し ︑

松代技術研究委員長

総代会を前にし審議事項が多
に進む様に協力を願った︒そ

数あるので︑議事がスムーズ

・保証申請者卸名を達成する

蟹江保証副委員長

する講習会を企画する︒

度の事業として︑銅板に関

委員５名が参加した︒略年

・銅センター主催の講習会に

だちに瀦堺に入った︒

して理事長が識長となり︑た

㈹委 員 長 及 び 全 板 愛 知
大会実行委員会部会
長報 告

為に更なる協力を願いたい︒

組で千円の有料とする︒各

ザインを決定した︒４枚１

︒保証制度のステッカーのデ

て準備状況が説明され︑参

てほしい︒

支部で取りまとめて注文し

・全板長嫡大会の参加につい

毛利総務委員長

が示された︒

・県板共済の加入率は現在妬．

沼津厚生委員長

加者名簿や旅行程等の 資 料
・総代会の準備として︑ 役 割
分担と来賓名簿が報告され

加入促進する︒まだ未加入

１％である︒帥％を目標に

高橋広報委員長

入していただきたい︒

の委員・役員さんは必ず加
ズをＡ判に変更する予定で

・機関紙﹁愛板﹂の紙面サイ

た︒

電話052‑732‑1226

．﹁大会しおり別冊﹂への広

大友財務部会長

たい︒

全組合員の協力をお願いし

売却収入により︑かろうじて

た︒しかし︑太陽生命株券の

以上あり賦課金収入が激減し

度において組合脱退者が如名

細にわたって説明した︒通年

予算書隠を青島専務理事が詳

・責拝施工保証制度ステッカー

中サイズ︵９ヶ付︶卸円

大サイズ︵１ヶ付︶刷円

て

ステッカー有料販売につい

︑全板愛知大会ロゴマークの

動者︶について

・組合加入誓約書︵青年部活

︾貝今云︶

依頼について︵厨房空調委

︑資格講習アンケートの調査

作成について

ことになった︒

黒字決算となった︒これをふ

告掲載を各支部に依頼する

まえて出年度予算案は節約型

に理事長や専務理事が来賓

①支部又はブロックの総会等

具体的な節約方法として︑

となっている︒

・長崎大会で横断幕と共に︑

るモリゾーとキッコロのぬ

愛知万博のマスコットであ

高柳企画部会長

治安田生命に委託してある︒

いぐるみもＰＲに使う︒

非組合員であっても２年以

・愛知大会のポスターは８月

として出席する場合︑年一

には青年部活動に参加する

内に組合加入を誓約する者

又︑今後の課題として︑委

この２点が申し合わされた︒

に全国へ送付する︒

回一人とし︑祝儀は出さな

坐名２級躯名である︒

・しおり別冊に愛知大会の

い︒手土産は受取らない︒

・長崎大会で配布するパンフ

佐藤運営部会長

を計る事が提言された︒

員会の統廃合や組合員の増加

技術工学院で実施する︒

・実技試験は７月岨日㈲岡崎

テーマ︵太陽︒風・水︶に

②県板事務所での会議では︑

学院にて講習会を開く︒講

レット３種３千部の袋詰め

︐総代数の変更について

て

・リサイクル雨樋構築につい

３万５千円

参加費

名古屋営業所南館３Ｆ

クボタ松下電工外装㈱

場所

６月５．６日９時〜５時

講習会日時

︑基幹技能者講習会について

事を認めるものである︒
集する︒

関する記事を組合員から募

習内容についてはアンケー

を５月７日に行う︒横断幕

ト調査をして決定する︒

籾山経営研究委員長

て

③全板長崎大会につい

とモリゾー︑キッコロのぬ
・愛知大会のユニフォームは

を開催する︒

・消費税法改正に伴う勉強会

前述の毛利総務委員長の報

告通りである︒

以上で全ての議事を終了し
総代会とその後に行われる

賛の依頼について

冊﹂作成に伴う支部広告協

・全板愛知大会﹁記念誌・別

５時加分に閉会した︒

事長の閉会の挨拶があり午後

清氏の挨拶に続き︑高柳副理

た︒相談役の平野弘氏と山本
村上章氏及び山本清氏の受章

Ｂ５判５千部印刷

側その他

祝賀会そして平野光男氏によ

広告料１ペーシ４万円

２万５千円

半ページ

る講演の運営方法等は総務委

れる焔年度決算書園と略年度

総代会で議案として提出さ

員長報告の通りである︒

ついて

②第調回通常総代会に

−つ︒

実費で全員に購入してもら

・愛知大会を成功させる為に

村上委員長

肥全板愛知大会実行
委員会

各支部でまとめてほしい︒

・新会員を募集しているので

当する︒

・今年度より技能プラザを担

長谷川技能士会長

ほしい︒

は必要なら支部で対応して

いぐるみを現地へ発送する︒

・リフォーム相談員の講習会

コーヒーはカン入りとする︒

・如月鯛・塑日に岡崎技術工

加藤厨房空調委員長

・技能検定受験申請数は１級

加納技能委員長

めていく︒加入手続きは明

・国民年金基金への加入も勧
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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

の知恵の桔集を切望する一と

為になにをなすべきか︑諸兄

そして中仮協が組合員各位の
けた︒今回から竹野会長の発

なって組合事業推進を呼び掛

館建設の御礼と組合員一丸と

いる事業や成功例︑新しい取

案で各県板で特別重点にして

富山県板・清水氏を議長に

挨拶︒

総会に先立ち︑十二時より
と平成十六年度事業計画・収

五年度事業報告・決算承認案

初回は愛知県板が軌道に乗せ

会次第に取り入れる事になり︑

にする目的から事例発表を篭

り組みなどを組合活動の参考

中部板金工業組合協議会
平成十六年度・第一回理事会
支予算案が上程され︑拍手多

選出︑議案審議に入り平成十
︵会長・竹野茂石川県板理事
を開き︑総会に上程する議案

た﹁保証制度﹂について驚藤

長︶は四月二十三日︑富山
数で承認された︒収支決算内

や諸課題に付いて協議した︒

に続き第二位の実績を持つが︑

理事長が説明した︒現在︑愛

ここに至った経緯や方策︑今

知県板の保証申請数は北海道

では継続した責任施工保証制

後の課題︑意識向上の取り組

た決算が示された︒事業計画

竹野会長は﹁長引く不況で板

Ｒ活動︑全板国保・年金基金

度の充実と推進︑新鋼板のＰ

容は予算額に見合った安定し

市・富山電気ビル会館に於い
午後一時三十分開会︑粛藤

金業界も深刻な状態に追い込

副会長の開会の言葉に続き︑

この日︑北陸特有の天候 の
まれており︑組合員減少の歯

催した︒

て︑第二十六回通常総会を開

重・福井・石川・富山の各県

中︑静岡・愛知・岐阜・三
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愛知県板金工業組合〆穂亨多ぎぶ︾

鳶一一月年部貞秘舜一

４月ｎ日㈲︑豊橋市の豊橋

過年度事業報告︑第二号議案

議案審議では︑第一号議案

学胤噺第弱一口一通常総会録

グランドホテルにて︑県坂青

過年度会計報告︑監査報告で︑

恥

年部第妬回通常総会が東三ブ

第三号議案は肥年度事業計

ともに満場一致で可決された︒

画爵第四号議案は肥年度予算

当日は︑例年なら午後一時

ロック担当で開催された︒

の開会だが︑東三親支部の総

と続き可決された︒

まですべて承認されて審議を

第一号議案から第五号議案

会と同日のため︑一時間遅れ

来賓として︑粛藤理事長︑

の午後二時に開会した︒

みなどを話した︒

傍総会風景

⑨央幻財〆︽●ザ

同じく優秀賞︑津田雄三︵岡

次に︑第妬回全国建築板金

の加入促進︑太陽光発電など

競技大会︑愛知県予選の入賞

終了した︒．

止めと共に一刻も早く状況を

総会終了後︑懇親会を開き

高橋常務理事︵青年部担当役

板から︑役員︑代議員︑事務

新分野の開拓︑愛知県開催の

者表彰があり︑技能競技の部

一審

しあいさつする
宇野青年部長

た︒

君が指名され議案審議に入っ

議長に刈谷支部の神谷智責

員︶︑原田東三支部長︑加藤

打開する必要がある︒また苦

理事長︑原田東三支部長より

厨房空調委員長を迎え︑驚藤

局合わせて六十余名が新緑が

互いに顔見知りも多く各県板

境の中で板金会館建設資金の

喜び合い︑明日への活性化を

全国大会支援︒が今年度の活

目映う富山市に参集した︒

動目標になる︒

語り不景気を吹っ飛ばす和や

最優秀賞︑砂塚耕二︵岡崎︶︑

捻出に多大な協力を賜り︑中

議事終了ののち︑勝又全板

組合員入り交じって︑健康を

愛知県板から理事長以下十

理事長が挨拶に立ち︑全板会

挨拶をいただいた︒

に敬意と感謝を申し上げたい︒

その後︑今回の総会会場が

かな懇親会場となった︒

遠距離のため自己負担で宿泊
をする事にして︑砺波のホテ
ルに移動︒砺波市在住の富山
県板・三山副理事長と現代の
で扇と鶴が一体で折られた見

名工・石附氏から一枚の銅板

方の技術指導までして頂いた︒

事な作品を見せて貰い︑折り
差入れの地元の銘酒﹁立山﹂

秘鈴Ⅷ仙川︾

お二人との出会いは何にも勝

を酌み交し︑気さくで誠実な
る収種であった︒
︽恥

蕊

板協七県板そろって目標達成

傍総会風景

繍鴬

名が出席した︒来賓には勝又

長︵愛知県板︶

し﹁保証制度﹂について
事例発表する南藤理事

域

全仮連理事長︑宇野前中板協
会長︑杉野富山県板顧問の三
氏に出席いただいた︒

トあいさつする竹野会 長

３頁へつづく

勺

ザ

詫丑器②

平成１６年５月１５日（２）
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２頁よりつづき
崎︶︹ともに全国大会出場︺

に撫藤理事長より賞状と記念
品が授与された︒

表彰式の後︑ｎ月に開 催 予
定の誰習会︵青年部協賛︶に
ついて︑加藤厨房空調委員長
より説明をいただいた︒
午後三時三十分閉会した︒

総会終了後は会場を移 り 懇
親会に入った︒

会場に入る時にくじ引きで
テーブルが分けられ︑各支部
がバラバラに座った︒

部及の挨拶の後︑高橋 常 務

鯛饗毒屋侭窒運

の通常総会が千種区池下の

４月Ⅳ日㈲︑名古屋連合会
められた︒続いて講演会に入

の︑これまで以上の協力を求

わりに申請件数が少ない︶へ

開催された︒

各支部の代表妃名が出席し︑

後３時より松岡豊泉閣にて︑

﹁厚生年金会館﹂で開催され︑

り︑４月より名古屋市の事業

会により始められ︑鷲見連合

午後４時︑猪飼光彦氏の司

服部豊氏とゴミ減量部の主査︑

名古屋市環境局事業部の主査︑

た後の﹁適性処理﹂について︑

系ゴミの回収が行われ無くなっ

物故者黙祷を行った︒

の辞で幕があけ︑次に全員で

佐藤忠雄氏︵一宮︶の開会

会計報告が行われた︒続いて

任され︑巧年度事業報告及び

合釦円陀←印円蛇と︑自己搬

︵これまで業者回収処分の場

ミの処分方法や手数料改正

服部雅則氏により︑事業系ゴ

に選出され︑議事にはいる︒

歓迎の辞を述べられた︒

克彦氏が挨拶され︑参加者に

粛藤理事長は一年後に迫っ

た︒熱田・南伊藤

に入り︑午後８時︑閉会となっ

惨円卓での懇親会

た全板愛知大会準備への協力
と﹁保証書﹂発行の申請︵名

︑＃霊

古屋ブロックは組合員の数の

＃

傍あいさつする平野会長

６号議案︑承認の件その他

予算案

５号議案︑平成肥年度

事業計画案

４号議案︑平成肥年度

３号議案︑監査報告

会計報告

２号議案︑平成咽年度

事業報告

渡辺和弘氏︵一宮︶が議長

略年度事業計画案と収支予算

ミ処理の厳しい状況を訴え協

案が審議され︑すべての議事

力を求められた︒

１号議案︑平成過年度

挨拶として愛知県板金工業組

臆︶への理解と名古屋市のゴ

続いて尾張連合会長の平野

た︒議長には松井紹郎氏が選

会長の挨拶の後︑議事に入っ

妃名が参加した︒

グ
△
も
サ

桜も満開の４月ｎ日㈲︑午

総
書

入し余分の場合皿円蛇←加円

合謂藤理事長と市会議員松山

準

Ｉ

(溌尾；
溌溺岳
；板；

が終了︑鈴木準一氏の閉会の

他支部の部員との懇親を深

タ

#撤繊

辞で総会を終了︑続いて来賓

めて︑楽しい時を過ごし岩崎

＃
鳥

予定を少し押しての懇親会

登氏が挨拶された︒

まった︒

理聯の乾杯の帝頭で︑宴が始

総
う

隣あいさつする蘇見会長

会
異
ｉ

恩
謡
開催蕊

::パー函

入校生の呼びかけをされた︒

毎年減少しつつある訓練校の

て︑羽柴弘和氏が挨拶され︑

次に愛板協会連絡事項とし

よう〃と述べられた︒

会を〃一致団結して成功させ

千枚完売のお礼と全板愛知大

また︑愛知万博チケット２

のお礼を述べられた︒

て報告され︑組合員の負担金

会館の完成祝賀会参加につい

願いたいものだ︒あと︑全板

昇するとのことである︒そう

い年は統計によると景気が上

それによると︑桜の開花の長

ニュースについて話された︒

事長が挨拶され︑当日の朝の

続いて来賓の高柳一男副理

全員の承認を得られた︒

議事もスムーズに進行し︑

蕊
：

傍総会風景

︵４月過日に入校式が行われ

できるそうなので︑もし事業

るのだが︑途中からでも入校

所内で希望者がおられるのな

らば︑問い合わせてみてはど

富本育三氏︵春日井︶の閉

うだろう︒︶

休憩後︑第二部の講演が予

会の辞により総会を終える︒

定され︑講談師︑五代目一龍

ぶ生き残り戦略﹂と題し︑い

斎貞花師匠の﹁戦国武将に学

ろいろな戦国武将を例にあげ︑

いかに今の時代をのりきるか

を︑面白おかしぐ講演された︒

師匠は地元︑江南市出身であ

されているそうなので御存知

り︑よくＮＨＫなどにも出演

最後に一月に県板新年懇

の方もいるかもしれない︒

し︑懇親会がはじまる︒引き

親会が行われた宴会場に移動

き︑宴会芸を披露され盛り上

続き貞花師匠にも参加いただ

がる︒すっかり日も暮れ︑宴

終えた︒

会も２時間程で中締めを行い

津島猪飼

一龍斎貞花師匠

傍熱弁される五代目

』

縦息

相淡役の締めにて無瓶終宴と
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；三

久しぶりに会った仲間と和気

板副理事長の乾杯の発声によ

当日は︑来賓として驚藤県
調々楽しんだ後︑吉田前支部

会を︑４月ｎ日⑧︑豊橋グラ

板理率長︑問屋会を代表して
長の手締めにて無事終了となっ

り懇親会となった︒約２時間︑

㈱ウチダの内田社長を迎え︑

東三松浦

た︒︵出席者〃名︶

挨拶を頂き︑ｎ時釦分閉会と

その後︑来賓の方々より

た︒

ど問題なく無事可決承認され

１号議案〜第７号議案まで殆

審議はスムーズに進行し︑第

今回は役員改選がない為︑

選出され議案審議に入った︒

橋地区の朝倉佳伸氏が議長に

原田支部長の挨拶の後︑豊

午前９時釦分より開会した︒

ンドホテルにて開催した︒

引続き会場を移し︑大友県

通常総会⁝︒︾

；算
東

束三支部は︑第髄回通常総
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〈
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４月各支部の動き

Ⅳ日総会妃名

名古屋板金連合会

千種支部

肥日支部会２名
東北支部

４日総会唱名

・南宮大社参拝︑他

８日月例会廻名

昭和支部

・名古屋板金連合会総会
について︑他
瑞穂支部

１日定例会塑名
・保険証配布︑他

過日総会７名

熱田・南支部

尾張板金連合会

肥名

︵松岡豊泉閣︶

ｎ日通常総会

５日定例会・懇親会

津島支部

江南支部

過日定例会８名
・新旧役員引継︑他
小牧支部

︵篠島︶

３．４日親睦旅行７名

５日役員会姐名

西三板金連合会

岡崎支部

田日ゴルフコンペ肥名

・成人訓諌について︑他

岨日青年部役員会８名
羽日役員会
・各部会報告︑他
豊田支部

９日第１回役員・班長会

・新役員顔合せ加名
西尾支部

７日如周年記念誌編集会

議７名

・西三板金連合会の報告

妬日役員会ｎ名
知多支部

・県板各委員会報告︑他

躯日第１回理事会四名

２日会計監査７名

東三支部

７日青年部定例会過名

・新旧役員引継︑他

ｎ日通常総会〃名

︵豊橋グランドホテル︶

狸日定例会卯名
肥日三役会６名

園一厘腰薗

県板青年部の総会に担当常

務理事として出席した︒宇野

うちｕ支部に青年部があるだ

部長は挨拶の中で﹁鋤支部の

けである︒支部によっては後

できないなら︑近隣支部が合

継者が少なく︑単支部で結成

同で立上げてもらえる様︑親

県板青年部

組合の支部長さんやブロック

二時半開会五時半閉会

四月二十八日㈱晴
三九三号編集会議
広報委員六名出席

ませんか︒高橋

せられる様に再結成に努力し

出を︑今の若い人にも経験さ

我々が味わった青年部の思い

支部の青年部ＯＢの皆さん︒

青年部が無くなってしまった

いるのは私だけでないと思う︒

部があったからだ﹂と考えて

﹁今の自分があるのは青年

でも友人である︒

り出した︒その時の仲間は今

の帰りは大勢でネオン街にく

報や知識が得られた︒幹事会

く︑多くの幹事から色んな情

席すれば︑部長からだけでな

人材も多かった︒幹事会に出

加支部が集まり︑ユーーークな

会に出席した︒その当時は約

Ⅲ年間役員として青年部幹事

私は県板青年部結成時から

べた︒

長さんにお願いしたい﹂と述

４日第６回幹事会略名

弱名

・通常総会について︑他

ｎ日第妬回通常総会

開全板愛知大会

一月︼

ロゴマーク

上段︻赤︼は太陽︑中段︻緑︼は風︑下段︻
は水を表す︒

全国建築板金業者大会

＠Ｗ
こ
ｒ

陸あいさつする原田支部長

畠:

２００ラ愛知

平成１６年５月１５日（ｲ）

板

愛
第３９３号

