た全ての物件が補償の対象と
なります。
⑺組合を脱退した場合、損害賠償
金は支払われない。（被保険者で
なくなる）
・施工に対する保証責任はあく
まで施工者にあるので、組合
を脱退しても事業所として存
在している限り、責任は施工
した事業所が負うことになる。
⑻組合員個人で生産物賠償責任保
険に加入している場合、新制度
の団体生産物賠償責任保険に重
複して加入する必要はありませ
んが、他の生産物賠償責任保険
の保険料と比較して、保険料が
安価な場合には切り替えて加入
されることをお勧めします。
＊改正は平成 年４月１日から
実施。

回全板和歌山大会
について

「県板コース」
はトイレ付きのバ
ス２台で定員は 名となっていま
す。独自のコースで参加する支部
も有り、愛知県板からは 名（２
月 日現在）
が参加する予定です。

④第

18

111

（

頁へつづく）

今年５月より新会社法が施行さ
れます。法人の事業所はご注意く
ださい。

⑤ 中小企業における
新会社法施行について

70

愛知県板金工業組合

3

4

16

時 ４月 日㈰
午後１時より５時まで

58

常 務 理事 会 と

日は７月 日㈰、会場は岡崎工学 場
所 岡崎技術工学院
院の予定です。
受講資格
歳以上
経営研究委員会
参 加 費 ６千円
今後もアスベストに関する特別 定
員
名（定員になり次第、
教育講習を 名単位で開きますの
締め切ります）
で、支部ごとに取り纏めて申し込 申し込み期限 ４月７日まで
みください。
③「責任施工保証制度」
の
保証委員会
改正について
保証制度の改正に伴い、資格者
全員を対象に再講習を実施してい ⑴従来の保証制度
（ 保証と補償 ）
ます。是非受講してください。
が分離する。
保証制度の資格取得の為の講習
・責任施工保証制度と生産物賠
会も 年度に開きます。
償責任保険
（ＰＬ保険）
とに分
技能士会役員会
かれる。
月に開催される「 技能プラ
・責任施工保証制度は補修に関
ザ」に出展参加します。その際に
する部分を保証する。
は各支部よりの世話人さんにも協
・生産物賠償責任保険は事業所
力を頂きます。
が負う損害を補償する。
技能士会の無い支部が在ります ⑵保険料は１年間の売上高に応じ
が、支部長さんの尽力に依り会を
て保険期間開始前に納付する。
立ち上げ、世話人さんを選出して
（中途加入可）
いただきたい。
⑶保険加入期間は１年間であり、
青年部
毎年更新する。
月 日・ 日に全国建築板金 ⑷補償の限度額は２千万円で、従
競技大会が開かれ、愛知県板青年
来と同じである。
部より 名の選手が出場しました。 ⑸保険に加入しない場合は補償の
その成績発表は 月初旬の予定
対象外となるため、補償を継続
です。
するには加入し続けることが必
第 回青年部通常総会を 月
要である。
日㈰に「セントレアホテル」にて ⑹生産物賠償責任保険に加入して
開催します。
おれば、過去の施工物件全てが
補償の対象となる。
② 第４回石綿
「特別教育講習会」
・補償の対象となるのは事故発
開催について
（案内）
生時において被保険者である
ことが条件です。保証書を発
行した物件に限らず、施工し
日

27

理 事 会 を開催

41

16

100

12

30

18

11

2

11

2

27

愛知県板金工業組合

２月 日㈮に愛知県板は組合事 いた委員長に鈴木準一氏が就くこ
務所にて常務理事会を午後 時よ とになりました。
り、また理事会を同日３時より開
全板和歌山大会の旅程、功労表
きました。常務理事会においては、 彰者などを決定しました。
引き続き行われる理事会の議事内
第 回通常総代会は５月 日㈫
容が検討されました。今回は議案 午後１時より名古屋国際ホテルに
が多く、又、その資料も沢山有り て開催予定となっており、その準
ましたが報告や連絡事項がほとん 備をしています。
どであり、協議事項は１案のみで
県板共済への加入を今後も促進
した。
します。
理事会ではまず齋藤理事長が挨 広報委員会
拶し、「年度末でありますが、アス
県板ホームページに「愛板」最
ベスト特別教育講習と保証制度の 新号を掲載しています。ご覧下さ
再講習を各地で今後も実施します い。
ので、対象となる方は是非受講し 技研厨空委員会
ていただきたい。
」
と述べ、議事に
保証制度の講習会には委員が講
入りました。
師を務め協力していきます。
厨房フードに関する講習会を秋
① 委員会の活動方針について
に開く予定です。
技能委員会
技能検定の受験申請受付を 月
初旬に始めます。実技試験の実施
1

総務委員会
暫定で大友副理事長が兼任して

2

24

発 行 広報委員会
名古屋市昭和区北山町
３－８－６ 〒 466-0006
電 話 052-732-1226
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4

第４１３号

板
愛
（１）平成18年３月15日

18

100

創立

個の銅板やステンレス鋼板で作
（ 頁よりつづき）
豊田支部
られた募金箱が集まりました。
⑥「住宅リフォームフェアー」
２月３日㈮に鷲見名古屋板金連
出展協力について
合会長が他の加盟８団体代表と共
これは「 リフォーム産業新聞 に名古屋市役所を訪れ、それぞれ
社」が主催する一般消費者向けの の技能を生かして作られた募金箱
イベントで５月 ・ 日に吹上 を市に贈りました。
豊田支部は２月 日㈰に豊田産
ホールにて開催されます。その内
この募金箱は今後、名古屋城や 業文化センターの小ホールと多日
容の一つに
「体験コーナー」
があり、 観光案内所に常設され、又、本丸 的ホールに於いて支部創立 周年
そこへの出展依頼が来ております。 御殿のイベント会場にも置かれる の記念式典と祝賀会を開催した。
常務理事会で協議した結果、開 そうです。
豊田支部は昭和 年に７名の組
催日が全板大会の直後であり、協
合員でスタートし、今年でちょう
⑧ 名古屋市立小・中・高校生を
力者の確保が困難であるとの判断
ど 年目を迎えた。記念式典と祝
対象とした
「ものづくり講座」
から、この依頼は断ることにしま
賀会には来賓・招待者・支部組合
講師派遣について
した。
員を合わせて 名が出席した。
しかし、このイベントは我々の
これも名古屋市技能職団体連合
松井繁副支部長の開会の言葉で
仕事に役立つことがあると思われ 会より依頼がありました。名古屋 始まった記念式典では、松井祐治
ますので、興味のある方は見学し 市内だけの事業ですので、名古屋 支部長の挨拶の後、次に掲げる表
てみてください。
ブロックに諮ったところ、派遣で 彰が行われ、それぞれの代表者が
きるとの回答を得ました。又、レ 壇上にて表彰状を受け取った。
⑦ 名古屋城本丸御殿積立基金
リーフ、表札、銅板折鶴のテーマ ＊愛知県中小企業団体中央会
協力募金箱製作について
で講座のプログラムも作成してい
会長表彰
役員功労者５名
ただきました。これに基づき講師
優良従業員９名
派遣要請がなされた際には協力を ＊愛知県職業能力開発協会
お願いします。
会長表彰
役員功労者９名
＊豊田加茂建設連合協同組合
理事長表彰
役員功労者１名
⑨ その他
＊愛知県板金工業組合理事長表彰
次回の理事会は４月 日㈫午後
役員功労者７名
		
３時より開催することになりまし
豊
* 田板金工業組合組合長表彰
た。
役員功労者９名
以上で議事を終え、相談役３名 ＊同 感謝状
名
の方々の挨拶の後、大友副理事長
表彰の後、豊田市へ記念品とし
が閉会の言葉を述べて理事会を閉 て銅板と真鍮板で製作した鶴が豊
会しました。
田支部青年部長の田中義久氏より、
市長の代理で出席した産業部産業
1

13

14

名古屋城本丸御殿の復元が計ら
れていますが、その基金への寄付
を集める募金箱の製作を名古屋市
技能職団体連合会より依頼されて
いました。昨年 月に開かれた常
務理事会において、この依頼を受
けることが決まり、名古屋ブロッ
クと技能士
会に製作を
お願いしま
した。年末
年始の多忙
な時期にも
かかわらず、
12

50

そして清水勝夫豊田加茂建設連
合協同組合理事長の音頭で乾杯が
行われ祝宴が始まった。アルコー
ルで会場の雰囲気が少し柔らかく
なった所でアトラクションが入り、
トヨタ自動車民謡サークルによる
労政課長の杉藤嘉洋氏に贈呈され 「津軽三味線合奏と舞踊」
が始まり、
た。
名の出演者により の出し物が
続いて来賓の祝辞となり、鈴木 演奏された。
公平豊田市長
（杉藤課長代読）
、三
会場内には、最近の愛知県板や
浦孝司愛知県議会議員、服部鉦臣 西三板金連合会の会合で会えなく
愛知県議会議員、光岡保之豊田市 なった懐かしい顔や久しぶりの顔
議会議員、齋藤充昭愛知県板理事 の人たちの会話が弾んで盛り上
長の順で述べられた。
がっていた。
最後に豊田支部会計の奥田憩氏
祝宴も終盤となり、梅村勝一豊
が閉会の言葉を述べて式典は終了 田職業訓練協会会長が万歳三唱で
した。
中締めを行った。この後しばらく
休憩後、多目的ホールに会場を して和やかな雰囲気のうちにお開
移して祝賀会に入り、まず西俣章 きとなった。
実行委員長が挨拶し、続いて来賓
松井
（豊田支部）
の安田渉中央会振興部長、長谷川
守正能力開発協会常務理事、横山
眞久横山興業㈱社長が祝辞を述べ
られた。

祝辞を述べる齋藤理事長
▲

祝賀会
▲

16

12

50

26

周年記念式典と
祝賀会開く

50

16

平成18年３月15日（２）

板
愛
第４１３号

▲ 贈呈した募金箱

14

25

107

30

第４１３号

板
愛
（３）平成18年３月15日

28

47

最後の調整をする選手
▲

20

撮影、競技上の注意説明の後、夕
食を済ませて翌日に備えた。
二日目は、間近に見える富士山
の頭に少し雲がかかっていたが好
天に恵まれ、付き添い者達が見守
るなか午前８時に競技が開始され
た。愛知からは、付き添い者３名
応援４名が見守った。
競技開始後、 ～ 分後には製
図を完成し作業場へ入って行き、
すぐさま作業に取り掛かった。愛
知の選手は 分程で描きあげた。
全国で一番速かった選手は 分程
で描きあげていた。
会場は、時間と共に選手の熱気
50

40

50

と炭火で温度が上昇していった。 いった表情をしていた。
第 回
愛知の選手は共に標準時間（３
競技終了後、昼食をはさんで閉
西尾支部総会
時間 分）内に作品を完成させ提 会式が行われ、終了後選手達はす
出した。その表情は「出来る事は ぐに帰路についた。
西尾支部は１月 日㈭、佐藤忠
全てやった。後は神のみ知る」と
宇野
（岡崎支部） 雄愛知県板金工業組合副理事長、
西俣章西三板金連合会会長をお招
きして、西尾勤労会館にて、西尾
ࢳɁᦂʅʩʔ᷐
支部第 回総会を行った。組合員
ᩒϸȨɟɞ
二四名中二三名の出席であった。
司会に黒田英夫氏、議長に鈴木恵
ঢ়ᅺᅇᦂ፱նᐳഈᜡᎃԦ͢˿ϸ
司氏が選出され平成十七年度事業
愛知県板金総合職業訓練協会主 講演で、佐藤名南経営センター代 報告、会計報告及び監査報告、ま
催の新春板金セミナーが２月 日 表による「今年の景気と経営」が た各委員から保証委員会報告、厚
㈰に愛知県産業貿易館で閉催され あり、①今年の景気の方向②デフ 生委員会報告、共同事業委員会報
告、技能士会委員報告、青年部報
た。
レは終わったか③中小企業の抱え
告があり、平成十八年度事業計画
石川鐘吾当協会常務理事が司会 る人の問題等について語られた。
と予算案が報告された。
を務め、平野尾張板金連合会長の
昼食休憩の後、今回の主講演で
御来賓の佐藤氏から保証制度の
開会の言葉で始められた。最初 ある㈱マドック社長荒山元秀氏
改正、ファインスチール、アスベ
に当協会の長谷川会長が挨拶を の「板金業を元気にする」があっ スト対策についてのご説明がなさ
し、「後継者を育てなければ板金業 た。①私達にとって本当のお客様 れた。
界の発展はない。板金工業組合と は誰なのか②会社とは誰のものな
西俣氏から聖徳太子が建立され
共に協会の発展がある」と述べた。 のか③板金業は 世紀には花形産 た四天王寺の社務所から入手され
次に挨拶に立った篠原全板興業社 業になる④利益を２倍にする、な た旗の説明。この旗は文字の線が
長は「去年の全板愛知大会は大成 ど出席者を熱くするような話が多 大工道具の形で構成され、南無阿
功であった」さらに「最近は世代 く、昼食後の講演にもかかわらず 弥陀仏と書かれてあった。また、
技能検定試験の受験時に使われる
交代が進み、私にとって話し相手 眠気がおきなかった。
大きな製図板やＴ定規は、現在購
が少なくなった」
とも述べた。
その後、恒例の新春福引があり、
入し難くなっているので、使われ
続いて挨拶に立った齋藤愛知県 金賞、銀賞、銅賞、理事長賞、協
なくなったこれらを持っている方
板理事長は「組合と訓練協会の２ 会賞、協賛会社賞、など合わせて
は是非寄贈して頂きたいとのご依
本立ては全国的に少ない。又若い
点、その他参加賞などで空クジ
頼
が
なされた。
人を育てるには労働条件を良くし 無しであった。
総会終了後、会場を料理店「香
最後に竹内廣幸愛板知多支部長 村」に移し田中屋と富士商店の問
の閉会の言葉で新春セミナーを終
屋
さ
ん
を
ま
じ
え
て
懇
親会を行った。
大橋
（西尾支部）
30

12

て、１人より２人、３人の方が孤
練習通りに
▲
作業出来ているかな？ 独にならず切磋琢磨し力も大きく
（中央が愛知県選手） なる」と述べた。その後第１部の

145

えた。

21

鈴木章太郎
（緑支部）

41

41

26

全国建築板金競技大会

12

愛 知 よ り ２ 名 出 場
２月 ・ 日
（土・日）
、全板連
青年部主催の第 回全国建築板金
競技大会が、静岡県富士宮市「富
士教育訓練センター」で開催され
た。
愛知からは１月の県予選の結
果「技能競技の部」に佐々木利浩
君
（中川港）
、澤田雄三君
（岡崎）
の
二名が全国からの選手 名と共に
技を競い合った。「建築技術の部」
には３年ぶりに参加選手がいたが、
ケガの為急遽不参加になった。来
年は両部門に選手が参加すること
を期待したい。
主催者側は「技能競技の部」に
昨年の約 倍の参加申し込みがあ
り、製図室に全員入れるか嬉しい
心配をしていた。
初日は受付、開会式、記念写真
11

1.5

が開催されていました。その会場 津島支部
５日 定例会
８名
となっている長浜城歴史博物館、
曳山博物館、長浜御坊、大通寺を 江南支部
５日・６日 支部総会
名
見学しました。夢と絆で結ばれた
（親睦旅行）
二人の半生を映像や紙芝居で紹介
日 定例会
５名
しており、見所が多く有りました。
小牧支部
又、見学コースの途中には盆梅展
日 定例会
６名
も開かれており、樹齢四百年を越
岡崎支部
す古木が放つ甘い香りが立ち込め
２日・９日 成人訓練
名
ていました。
・競技大会の練習、他
そして帰路につき、予定通り５ 碧南支部
時に江南まで全員が無事に帰りま
日 青年部ボーリング大会
した。
名
石井
（江南支部） 刈谷支部
日 定例会
４名
月各支部の動き
豊田支部
６日 第 回 周年委員会
第 回役員・班長会
名
日 第 回 周年委員会
名
日 第 回 周年委員会
名
日 創立 周年記念式典・
祝賀会
名
西尾支部
日 役員会
名
幡豆支部
日 支部総会
名
知多支部
日 理事会
名
・支部総会について、他
日 役員会
名
東三支部
６日 定例会
名
日 青年部定例会
名
日 三役会
名
14

名古屋板金連合会
３日 募金箱贈呈式
２名
（ 個市長に贈呈）
西支部
日 支部例会
名
・理事会報告、他
東北支部
日 定例会
５名
昭和支部
８日 定例常会
名
瑞穂支部
１日 定例会
名
熱田・南支部
日 定例会
７名
中川・港支部
日 支部会合
名
・全板大会参加について、他
尾張板金連合会
４日 理事会・新年会
名
春日井支部
８日 定例会
名
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50

50

13

13

江南支部

で予定を変更し、旅館を９時半に
出発しました。時間の都合で「魚
ひろば」に立ち寄り、お土産の買
い物を済ませ、バスの中ではビン
ゴゲームを楽しみました。
途中寄り道して長浜へ回ること
になりました。長浜には古い町並
みが残っており、間口の広い長方
形の町家が並ぶ通りが碁盤の目の
ように出来ています。職人と商人
の集まりでこの町が発展してきた
ことを偲ばせます。
また、ここ長浜はＮＨＫ大河ド
ラマ「功名が辻」の主人公、山内
一豊が長浜城の城主を勤めたこと
から、「北近江一豊・千代博覧会」

旅館にて総会
▲

18

総会旅行
江南支部は２月５・６日に支部
の総会を兼ね北陸方面ヘバスで親
睦旅行に出かけました。参加者は
名で朝９時に江南を出発しまし
た。米原近くまで来ると雲行きが
悪く、雪と風が強くて、やむをえ
ず途中の見学コースを変更して、
日比布館、小牧かまぼこ工場を見
学しました。そして国道 号線を
通り、今夜の宿である「 浜富旅
館」には予定より早く到着しまし
た。この旅館は福井県越前町に在
り、目の前はまさに日本海という
所に建っています。
旅館に入ってまず支部の総会を
開きました。柘植支部長が挨拶を
した後議事に入り、平成 年度事
業報告、県板事業の保証制度再講
習・アスベスト講習・ファインス
チール普及活動についての説明、
年度の支部役員の紹介がありま
した。
総会後、日本海を跳めながらの
んびりと湯につかり体を休め、６
時から宴会となりました。菱川美
喜男氏の乾杯の音頭で宴会が始ま
り、日本海で獲れた新鮮な海の幸
が卓上を豪華に彩どり、全員が納
得いく旬の味で感激しました。宴
は支部会計の滝伸次氏の一本締め
で閉じられました。
翌朝も天候が悪く、日本海から
の風は冷たく寒さが厳しかったの
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トリノ・オリンピツクが閉幕し
寝不足からようやく解放された人
も多いのではないだろうか。前
半、中盤では日本人選手の手にメ
ダルが届きそうなゲームがいくつ
か有った。真夜中の３時４時にテ
レビをつけ、せっかく布団の中で
温まった体を起こし、体が冷えて
いくのを我慢してゲームに見入っ
た。しかし結果は惜敗と惨敗ばか
り。悔しさと寒さで、その後布団
に入っても寝付けなかった。
フィギュアスケート女子シング
ルは朝６時頃より荒川静香と村主
章枝が出場するとのこと。この時
間帯なら早起きでストーブを点け
着替えてから観られる。また期待
を裏切られると思いながらテレビ
をつけた。しかし荒川の演技は素
人目で見て完壁であり、しかもス
ピンの時の彼女の手と腕のしなや
かさは素晴らしかった。彼女の演
技が終わった瞬間にメダルを確信
出来た。
表彰式で日の丸が真ん中に上り
君が代が演奏されたとき、荒川は
はっきりと口を動かし国歌を歌っ
ていた。最近の日本人メダリスト
には無かった光景である。彼女の
演技以上に感動した。
高橋
三月一日㈬ 小雨
四一三号 編集会議
広報委員 七名出席
午後二時半開会 五時閉会

