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の本筋を聞いた段階であり︑これに基づい

とも協会から﹁ファインスチール普及事業﹂

始めに各県板の進捗状況を説明︒三県板

当者︑事務局が参集して協議した︒

協会側から四社と東海四県板の理事長︑担

◎八月二十三日︑愛知県板会議室に於いて

の経過と方針について再び載せる事とした︶

いて﹁愛板三九六号﹂に掲載したがその後

︵ファインスチール普及活動の趣意に付

事になった︒

海四県板で協調した普及事業を進展させる

り愛知県板を中心に岐阜・三重・静岡の東

数出て来ている事から︑全板連の仲介によ

県板の中から普及事業に賛同する県板が多

今年の﹁普及会方針﹂によると︑全国の

組合事業の柱に据えている︒

三県仮共に成果を上げつつあり︑今年度の

し直し︑効果的・効率的に事業推進をして

及活動に取り組み︑活動方法を細部に検討

その後大阪府板論富山県板︑石川県板が普

あり︑思惑通りの成果が上がらなかった︒

で普及活動を始めたが︑初めての試みでも

ル普及会﹂を立ち上げ︑手始めに九州地区

鋼板の販路拡大を計るため﹁ファインスチー

平成十三年︑製造メーカー・商社が塗装

おいて板金業を語る事は出来ない︒

用資材の主流を成している塗装鋼板をさし

の糧を得ている板金専門業者にとって︑使

建築板金業に携わり︑それによって生活
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大型のため希望枚数によっては県

たステッカーを要望しているが︑

ル普及を一体化して県板名を入れ

カラートタンの悪評を一掃︑色も

能な建物を見つけて効率よく回る︒

て新築予定の家庭やリフォーム可

た方向性を考慮中である︒

愛知県板は八月三十一日を期限

久性も抜群︑先端技術で生まれた

にして︑普及事業取り組みに賛同

新しい高級屋根材を施工保証十年

形も豊富・遮音・断熱・防錆・耐

ラジオによるコマーシャル放送

する組合員を取り纏め中である旨

は一ヶ月一一○万円の予算で中部

が危倶されている中で︑屋根が軽

と共にＰＲにする︒特に東海地震

板負担が掛かることもある︒

のちブロック別︑又は支部別の活

を説明︑希望メンバーが出揃った

日本放送から三ヶ月間放送される︒

で安心を説く︒製造メーカーと板

く仕上がるファインスチール施工

出来るだけ視聴率の高い時函型市で︑

早ければ十二月頃から放送予定で

の目的︑普及方針と方法などの講

ある︒このほか工事現場や事業所

動グループを立ち上げ︑普及事業

段取りである︒

ある︒この機会に営業力に欠ける

金業者は切っても切れない間柄で

でも先を行く活動的な板金業者に

板金業から︑人より一歩でも二歩

でＰＲする﹁のぼり旅﹂の作成も

この様に協会からかなりの予算

検討中である︒

習会を開いた後︑実践行動に移る
次に協会の普及方針を聞いたの

の提供を受け普及事業に取り組む

ち︑各県板が希望する事項の実質
話し合いの中で﹁ファインスチー

組合員は︑用意されたステッカー

的な協議を進めた︒

を車に貼りチラシとハガキを持つ
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変身するチャンス到来である︒

ル普及事業﹂を進める上で﹁ファ

川ります︒
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川場となるポートメッセなごやと万博会場も載せてあ川

川第訂回全国建築板金業者愛知大会のポスター︲が完川
岬成しました︒背景のメインは名古屋城︑又︑大会会川
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インスチール﹂呼称の共通した認
﹁ファインスチール﹂とはカラー

識を持つために説明を求めた︒

鉄板︑亜鉛鉄板︑ＧＬ鋼板素地な
どの総称ではなく︑ほぼ出揃った
ファインスチールはカラー鉄板の︑

各社の﹁ＧＬカラー鋼板﹂を言う︒

錆びる︑暑い︑うるさい︑など悪
いイメージを払拭して高級感を持
インスチールを使用して施工する

たせる狙いであるが︑実際にファ
板金業者に理解しにくい部分があ
料作成を依頼した︒

るので︑分かりやすい業者用の資
普及事業には協会から一県板当
たりの予算内で全国共通のステッ
カーとチラシに県板名を印刷︑ポ
スティング用のハガキと共に提供
される︒また全国共通のステッカー

とは別に︑四県板では車に貼る大
きさで保証制度とファインスチー

ご］Ｌ‐、．‐‐‐

第３９７号

板
愛
（１）平成１６年９月１５日

電話052‑732‑1226

平成１６年９月１５日（２）

板
愛
第３９７号

揃古屋
Ｉ板璽

;
折
喜

孟
墨
￨

一私の生きがい

保存協議会︼と犬山・半田・津島・

名古屋・豊田各市など歴史ある祭

︻あいち山車・からくり文化保存

りを持つ市︑町によって発足した

てサポートされる県内皿数緬の山

振興協議会︼の二つの組織によっ

えられています︒
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生きがいを辞苦で探すと﹁生き

祭りが成立したころは８台そろっ

車を展示するもので︑挙母祭り保

るはりあい︑生きていて良かった

８２年︶下町にあった挙母城が樹

た祭りでしたが︑天明２年︵１７

順番に従って折り曲げていくｓこ

ります︒

れからが大変で順序︑曲げ方向を

と思えるようなこと﹂と書いてあ

いますが︑名古屋板金連合会も︑

間違えると羽が裏表反対に出来上

存会も８罰の山車を出展します︒

土曜日・日曜日に開催される秋祭

私の生きがいは毎年十月の第三

在では下町に残った５町と分かれ

城下町を形成したことにより︑現

の正面門︵大手門︶に移り住み︑

討がされているところです︒

展示期間中のパフォーマンス等検

の組み立て・解体︑雨天の対策︑

現在︑山車の運搬方法︑現地で

木台の童子山へ移転したとき︑東

皆さんの生きがいは何でしょう

続いて岡崎支部の山内氏によっ

り頃の作品はなかなかの物でした︒

り︑挙母︵ころも︶祭りです︒挙

町・南町・本町の３町が新しい城

て別の折り方を指導して頂いた︒

母という名前は現在豊田市と呼ば

か？

今回は内容が多くて時間が足らな

れている以前の地名です︒

最後に加月１日陸〜３日日に開

が曳き出されますが︑その起源に

母神社︼の大祭です︒８台の山車

ていただきます︒挙母祭りは︻挙

ここで挙母祭りの由来を書かせ

す︒

として古くから称賛を受けていま

にそろい︑その様は三河三大祭り

奉納には︑この８台の山車が一同

しかし︑祭り最大の行事︑神社

開催されるので大変な年になりそ

に組み込んだ行事が多数愛知県で

の指導をして頂きました︒

担当︑さらに製作ビデオも交えて

講師は鷲見会長及び各支部長が

かったのが残念でした︒又︑道具

催される尾張名古屋の職人展には︑

ついては諸説が存在します︒

２００５年は愛・地球博を日程

まず折り紙による折り鶴の制作︒

をもっと揃えて参加すればよかっ

なった紙形をカラー鉄板に写して
銅板折り鶴を展示販売することに

記録として確認できる最古のも

豊田市の指定文化財となっていま

民族文化財に指定されるとともに

山車は昭和調年に愛知県の有形

くの人に知っていただきたい爵見

子供たちはもちろん︑一人でも多

けることができるお祭り︑自分の

も持ち続けているお祭り︑持ち続

小学生の頃の熱い思いを︑今で

うで翻すＯ

型板を造り︑銅板にけがき線用ポ

なり︑講習会参加者は各自練習し

のとして︑寛永７年︵１６３０年︶

ところで来年２００５年は愛・

から一週間︑愛知

る文化︵１８０４年以降︶文政年

その後︑町民文化の燭熟期であ

車祭り保存会が発

車保存会︒半田山

り保存会・津島山

し挙母祭りの山車

豊田・松井

やはり生きがいですね︒

ていただきたいと思っています︒

本町・中町・神明町・西町︶と竹

地球博が３月から長久手町の青少

南町に対し獅子を止め飾り車にす

らくりプロジェク

県の愛知山車・か

す︒

生町の笠鉾︑それに南町の獅子が

ますが︑４月躯日

年公園で開催され

︵１７２７年︶の記録に北町が飾

間を経て︑現在のような山車を中

た︻愛知山車祭り

起人として発足し

これには犬山祭

トが開催されます︒

たのは江戸後期から明治初期と考

心とした形態の祭りとして完成し

た︼とあります︒

り車を出し︑併せて８罰となっ

るように︑そして︑︻安永７年

の頃の祭りに︹飾り車五罰︵東町・

て良い作品を持ち寄るよう依頼

出︼とあり︑また︑寛永３年︵１

傍銅板折り鶴

されました︒

熱田・南伊藤

７５０年︶には藩主︑内藤政苗が

た︒

ンチをして折り曲げ線に強くけが

傍講習会風景

折り鶴に悪戦苦闘︑なんとか形に

きをして︑平つかみや小つかみで

ています学︒

子供の頃は︑必ず折った事のある

諦習会が開催されました︒

８月盟日⑪大須演芸場の隣の中小
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がってしまう︒それでも時間内に

§
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企業福祉会館︵名古屋市中区︶に

;
戦
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皆さん︑四羽ほど出来上がり︑終

蛎

おいて塊名が参加し︑銅板折り践

各地で折り慨祇習会が開かれて

壷

呪龍と

簿涼砿鍵盤誠総津

キュー大会やボーリング大会など

期に︑家族親睦会として︑バーベ
クフルトに焼きソバ︑フルーツま

肉・豚肉・烏肉に魚貝類︑フラン

今回は食材を少々奮発し︑牛

ホラ︒

大分出来上がった青年部員もチラ

を計画︑実施して来た︒しかし︑
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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

ル改訂版﹂の説明

上段︻赤︼は太陽
中段︻緑︼は風
下段︻青︼は水を表す

ロゴマーク

鮪全板愛知大会

参加費５千円
申込み期限如月別日

お願いします︒

ない地域の方への参加を特に

青年部部員また青年部活動が

板等の作業に関係の少ない方︑

﹁銅﹂に関心のある方や銅

受講者について

③彫金作業の実演見学

による丸桁木口の製作

②銅板菊絞りと打ち出し

①銅板折鶴の製作

午後

②﹁銅板屋根工法マーーュァ

途など

①﹁銅﹂の特性・種類・用

午前

内容
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講習会案内
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有機溶剤取り扱い特別講習

︵この特別講習を取得すると建物

内外の﹁シンナー・トルエン等の

例えば室内でのステンレス張り

接着剤﹂の使用が可能︒

に接着剤の使用・室内外での樋の

接着工事・ペンキ塗り等︶

日時ｎ月型日日

場所岡崎技術工学院

午前９時より皿時

慮の業務上災害・通勤災害を

※労働保険は︑労働者の方々が不

参加費５千円

途中︑恒例のビンゴゲームで盛

被った場合や︑失業した場合の

で用意した︒

り上がり︑子供向けにクジ引きや

らず︑役員も頭を悩ませていた︒

そこで今回は︑場所を豊川の清流

申込み期限９月別日

全板連指定商品
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場所岡崎技術工学院

午後４時鋤分

午前９時帥分より

日時ｎ月肥日㈲

銅板に関する講習

下した状態で継続して働いてい
る方や︑育児休業および介謹休

給付の他︑高年齢者で賃金が低

業を取得されている方への給付

楽しい親睦会となった︒

午後１時過ぎには︑参加者全員

落下傘花火などもあり︑賑やかで

で片付けをし︑午後１時卯分︑現

に面し︑豊かな自然に囲まれた︑

当日は天候にも恵まれ︑大人・

地元であり︑家から徒歩加分″︶

など︑労働者の福祉の増進を図

助成金の対象となる制度です︒

※また︑事業主の皆さんにも各種

るための給付を行うものです︒

地解散となった︒東三松浦

午前ｎ時開始に先立ち︑ 役 員 は 午

全板愛知大会のシンボルマークは、「太陽・
風・水」を表しています。このテーマは愛知万
博で取り上げている地球環境のテーマ（自然の
叡智）と大きくリンクしています。組合員の皆
様が建築板金を通じ「太陽。風・水」のテーマ
のもと、環境問題を考え仕事をされている実例
などを募集します。成功実例。失敗実例、何で
もかまいません。ぜひ投稿して下さい。

子供合わせ仙人近い参加となった︒

桜淵公園とした︒︵ちなみに私の

ここ数年は︑参加者が思う程集ま

東三支部青年部は︑毎 年 こ の 時

会を行った︒

キュー開始︒定刻のｎ時頃には︑

さ
:
家
郡
次第︑早くもビール片手にバーベ

縦鴬受

８月犯日⑧︑新城市の桜淵公園

.．i葦#輔蟻.:#ノー..

内にて︑家族親睦バーベ キ ュ ー 大
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前ｎ時に現地集合︒準備が出来

※まだ︑加入手続きをとられてい
加入手続きをしてください︒

ない事業主の皆さんは︑今すぐ

日新工業のルーフィング

全国建築板金業者大会

労働保険事務組合をご利用くだ

を使用しましょう

問屋さんへの注文時に全板連指

定商品の旨を伝えて下さい︒
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※労働保険の諸手続きについては︑

さい︒

相談は愛知県板金工業組合
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博の概要も分かり︑開催期間の来

ｐ︲命排争合

知多支部青年部︵山下政樹部長︶

年の３月泌日から９月妬日の唖日

︒

は︑８月８日日︑日帰り親睦旅行
間に家族で来たいものである︒

昼食は東加茂郡旭町︑笹戸温泉

を実施した︒目的地は今 話 題 の 来
年３月弱日から開催され る 愛 知 万

矢作川の最上流近くで︑愛知・岐

理をいただきました︒笹戸温泉は

﹁紫翠閣とうふや﹂で京風会席料

参加人数はＯＢを含め過名と︑

阜県境に迫る谷間に開けた場所で

博﹁愛・地球博﹂会場である︒

した︒

お盆直前のせいか参加者が少数で

と温泉に入り︑日頃の忙しさも忘

のどかな温泉地でした︒ゆっくり

は長久手会場へ︒仕事で通りなれ
れさせてくれるひとときでした︒

当日は晴天に恵まれ︑一路バス
ている道もバスから見る車窓の景
帰りに︑岡崎市の﹁八丁味噌の

８月各支部の動き
塑日銅板折鶴勉強会躯名

名古屋板金連合会
︵中小企業福祉会館︶

ｎ日定例会６名

東北支部
昭和支部

７日定例常会廻名

参加案内について

・増改築相談員資格研修会の
・尾張名古屋職人展開催につ
いて

︵下呂温泉方面︶

羽日〜鋤日研修旅行過名
瑞穂支部

男ばかりで余り味噌自体に興味は

色が新鮮で︑ウキウキするもので

乗り替え︑説明会場に入 っ た ︒ 万
なく認もっぱら建物の蔵ばかり見

５日定例会ｎ名

郷﹂へ寄り︑味噌蔵見学をした︒

博のメインテーマである﹁自然の

ていた人が多くいた︒とは言え︑

江南支部

ある︒会場に到着し︑専用バスに

叡智﹂や︑交通アクセス 等 の 説 明

皆帰りには︑両手いっぱいのおみ

ン・シート︶という語が使われて

ＧＩＳ︵ガルバナイズド・アイア

はナイスだからアイアンと言うよ

ＩＳと呼んだら︑彼は日く﹁これ

いた︒そんな彼に︑亜鉛鉄板をＧ

どんな作業をする機械か理解して

子で︑私が説明するまでも無く︑

が︑板金機械をよく知っている様

内した︒彼は自動車修理工である

知人が訪れた折︑私の作業場に案

数年前にニュージーランド人の

テ○．

ナイズド・スチール・シートとあ

のハンドブックを見ると︑ガルバ

リアにあるイギリス系の製鉄会社

が鋤年前に手に入れたオーストラ

いる様に聞いている︒しかし︑私

妬日三役会６名

１日第２回幹事会９名

県板青年部

︵有機溶剤・銅板︶

・県板の講習について
・中板協青年部報告

︵給代会・加周年︶

・全板連青年部報告
︵部長会議︑他︶

西三板金連合会青年部

成人訓練講習会妬名

８月塑日〜９月妬日
・折鶴製作

︵銅板・真鋪・アルミ︶

・一一一・ｌ一二．Ｉ二言Ｉ・一言１二言＃二言ｆ二旨ｌ昌一胃？
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日本でも一般的に︑鉄よりも鋼

りスチールだよ︒﹂

うのか︑はっきりとは分からない︒

鉄と鋼︑この二つの語がどう違

で良いならば︑大手建材メーカー

だろうか︒トタン板を鋼板と呼ん

いう風に思われているのではない

の方がなんとなく品質が良い︑と

想像で↑のるが︑鉄という広い範晴

でラジオで流している様に︑カラー

がリフォームをリファインと呼ん

トタンは鑑霊封匠些唖皿？

の中の一部分を鋼と呼んでいるの

大会について︑他
小牧支部

西三板金連合会

程前のカラートタンの色見本帖や

いかがでしょうか︒

さん︑この際会名を一新されたら

亜鉛鉄板会さん︑亜鉛鉄板問屋会

これは余計なおせっかいですが︑

のはＦＩＮＥ︵すばらしい︶︒

パンフレットにはほとんど着色亜

八月二十六日附晴

高橋

ＪＩＳには塗装溶融亜鉛めっき鋼

わっている様だ︒昭和田年改正の

ちなみに海外との商取引きでは

板と記されている︒

三九七号編集会議
広報委員６名出席
午後二時半開会五時半閉会

ここ数年位前よりカラー鋼板に変

鉛鉄板と記されている︒しかし︑

だけでちょっと調べてみた︒加年

ファインスチールという呼び名

ばんら坤う

ではないだろうか︒

・尾張板金連合会ボーリング

調日定例会６名

が気になり︑私の手元にある資料
・略年度の事業について
・役員会開催について

碧南支部

虹日青年部ソフトボール加名
肥日ファインスチール説明会
東三支部

名
四日青年部定例会９名

６日定例会

︵桜淵公園︶

躯日青年部家族親睦会錨名

トタンをファインスチールと呼ぶ

ｎ日三役会９名

釦日定例会５名

津島支部

・県板報告︑他

を聞いた後︑作業用の足 場 ・ 手 摺
やげを手にしていた︒

２日定例会岨名

りは鋼管で組んである通路を通り︑

さぞかし家に帰って美味しいお
味噌汁を作ってもらうことだろう︒

会場が一望できる小高い丘へ︒

まず目についたのは︑グローバ

知多・岡戸

倖完成間近な会場し参加者

ル・ループ
プと
と呼
呼ば
ばれ
れる道で︑会場
きる空中の回廊で︑

をほぼ水平に一周で
長さは全長恥師︑標
準幅約皿︑︑最も地
面から高い所ではｕ
ｍのパリアフリーの

観客の移動する為の
回廊である︒なんと
規模が壮大で夢があ
るプロジェクトに驚
かされました︒短い
時間ではあったが万

