回

年度

が務め、まず平野常務理事が開
会の辞を述べた。続いて
中に亡くなられた組合員さんに
対して黙祷が行われた。
次に齋藤理事長が挨拶をし

収支決算書（案）等
年度事業計画書（案）

第２号議案
平成
収支予算書（案）
借入金最高限度額（案）

第３号議案

年度全板国保組合

第４号議案
平成
収支決算書（案）
平成

年度労働保険

第５号議案

年度を以って退任する

収支決算書（案）

次に

最後に御来賓の愛知県産業労

働部地域産業課長・出口和光氏

から県知事の祝辞、また愛知県

中小企業団体中央会専務理事・

分に閉会した。

閉会の辞を富本常務理事が述

石川譲氏からも祝辞を頂いた。
べ２時

３時より講演会を設け、講師

として名古屋市中川区の板金材

料の問屋さんである㈱山善社長

の山田将貴氏に「次世代につな

歳の現

ぐこと」と題してお話願った。

山田氏は幼少期から

在までの生い立ちを語りながら、

そのときどきに出会った人との
２名の理事、小島好廣氏（犬山

今後は更に営業的な保証書の発
行とファインスチール普及のポ

支部）と倉地基己氏（幡豆支部） 今後の世の中はどのように変化

ふれあいと想いを述べた。又、

スティングなどを利用して営業

議事には次の５議案が上程さ

第１号議案
あいさつする齋藤理事長
▲

総代会風景
▲

（

頁へつづく）

するのかという事について考え

に齋藤理事長から感謝状が贈呈

れたが、いずれも異議や質疑は

高騰などにより依然として我々

19

された。

力を高め、元請的な仕事を増や
述べた。

名で今

名中、出席

議長に小野寺常務理事が選出
名、委任状提出者

され、総代定足数
者

総代会は成立する旨が報告され

ファインスチール普及事業を重

た。

点に組合事業を推し進めてきま

無く、全て満場一致の拍手で承

ることが出来ました。しかし、

59

名古屋市昭和区北山町
３－８－６ 〒 466-0006
電 話 052-732-1226

年度事業報告書（案）

平成

建築基準法の改正と建築資材の

30

20
19
19

愛知県板金工業組合

第

回

通常総代会を開催
愛知県板金工業組合は第
日㈮午後１

発 行

広報委員会

15

85

した。７つの委員会もそれぞれ

年度も責任施工保証制度と

70

認された。

「

愛知県板金工業組合

司会を二村敏之氏（瑞穂支部） し て い っ て い た だ き た い。」 と

Ａ」にて開催した。

時より「メルパルクＮＡＧＯＹ

通常総代会を５月

43

19

の業界は厳しい状態にあります。

2

30

19

43

に努力していただき成果をあげ

19
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退任理事の
▲
倉地基己氏（手前）
小島好廣氏（奥）

講演する山田将貴氏
▲

ループ「プライナス」の演奏と

も 始 ま り、 今 回 は ポ ッ プ ス グ

間もなくしてアトラクション

を述べた。更に、人は何のため

頁よりつづき）

に生きるのかについても話そう
歌であった。若い３人のグルー
プであるがそのメロディは中年

とされたが時間が無く、最後に
マンガ天才バカボンの言葉「こ

回通常総会開 催

愛知県板金総合職業訓練協会

第

墜落（足場、手摺り）などの説

明があり、又、事業者（社長）

労働者（雇われた人）１人親方

それぞれの責任についても説明

を受けた。小野寺名古屋連合会

長は大変よいテキストを頂いた

飲み、語り、歌い、終了。一泊

後、懇親会が始まった。大いに

高齢者にも受け入れやすく、ス

自分の城は自分で守らなければ

れでいいのだ」が好きであると

ならない、山あり谷ありを超え

し、朝食の後解散となった。

るべく今後も努力をしてほしい。 と感謝していた。そして休憩の

て努力していただきたいと述べ

日㈰

た。そして閉会の言葉を猪子副

愛板協会の総会が５月

愛知県板金技能専門校、井藤

会長が述べ総会は終わった。

テージの周りにはケイタイカメ

校長の開会の言葉で始まり、長

その後柳田俊明先生の講演に

言って閉じられた。

谷川愛板協会会長の挨拶の後、

移り『労働作業安全』を学んだ。

に続き、多くの御来賓の中から

に交替した。齋藤理事長の挨拶
田氏のお嬢さんである。

さんは講演をしていただいた山

高橋

午後３時より南知多温泉『花の

司会者の神谷昇理事は議長選出

演奏する「プライナス」
▲

あいさつする長谷川会長
▲

ヤーロープ、ベルトスリング）

下ろし）移動式クレーン（ワイ

協会には板金業界の子弟を育て

かしい名前が並んでいる、愛板

同組合理事長は名簿を見て、懐

続いて村上中部ダクト工業協

を願いますと述べた。

た状況がまだ続くが皆様の努力

も精一杯になっている。こうし

たいても限度があり、問屋さん

も過去に経験がない、問屋をた

る、又原料高、材料の値上がり

野党も相手の非難ばかりしてい

い事態に直面している。与党も

経済は過去に経験したことのな

長は祝辞の中で、今日本の政治、

来賓紹介の後、齋藤県板理事

り承認された。

告され、出席者全員の賛成によ

丸』にて行われた。

宴もたけなわであったが、日

に入り、坂東理事が選ばれた。

ラを手にした人垣が出来た。ち

新総合建材㈱大阪支店チーム

分から懇親会に移り、

愛知県技能士会連合会理事長・
リーダー黒川健司氏が中締めを

鹿島建設のテキストを使い保護

４時

田崎幾則氏とクボタ松下電工外

総会に移り各議案が石川谷倉、

具（安全帯）貨物自動車（積み

司会者も栗本政之氏（一宮支部） なみに女性ボーカリストのマミ

装㈱名古屋営業所担当課長・和
され終宴となり、今回の総代会

安江、恩田、各常務理事より報

問屋会会長・吉田勝彦氏にとっ
ていただき宴に入った。

懇親会風景
▲

章太郎（緑支部）

美健氏にご挨拶を戴いた。そし
の全てを終了した。

25

1

て乾杯の音頭を愛知県亜鉛鉄板

30

30

（
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愛
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第

なかったのでゆっくり見学でき

展示会場がまだごった返してい

少し前に宿泊する山陰湯村温

る長楽寺を見学してから、５時

取砂丘と但馬大仏として知られ

さを感じた。

なかった。山陰の人のおおらか

一度もクラクションを鳴らされ

いう雄たけびを挙げ、壇上の来

の県板も息の合った「オー」と

組合参加者紹介においては、ど

スの参加者も同じ席に着いた。

の方々もお越しになったという

の旅館は天皇陛下をはじめ皇族

緒の有る温泉地である。又、こ

あまり広くは無いが川沿いで情

代日記」の舞台となった所で、

ここは吉永さゆり主演の「夢千

各種の表彰が行われ、愛知県

市）を訪れた。ここでは城跡を

園県民体育館には

迎方式が今回も引き継がれてい

回るコースと古い町並みを回る

功労章受賞者
▲
右から
石田領治氏
松代一郎氏

稲吉一義氏
竹内廣幸氏

高橋（碧南支部）

とり帰路についた。

最後に天橋立に寄って昼食を

た。

賓に板金組合の団結力と組織力

由緒有る立派な旅館であった。

泉「佳泉郷井づつや」に入った。

大会会場の県立布勢総合運動公

をアピール出来た。愛知県板も

時からの式典には独自コー

分も掛らず

バスの中で雄たけびの練習をし

分にホテルを出て

に到着した。会場ゲート前の両

翌朝８時

側には鳥取県板の皆さんが整列

日は但馬の小京都

た甲斐も有り、人数以上の存在

程で行われた。三日間とも五月

板からは次の４名が功労章を受

明を聞きながら散策した。初日

て本当に嬉しかった。又、前夜

一郎（西支部）

に訪れた倉吉市でもそうであっ

晴れの好天に恵まれ、又、交通

一義（西尾支部）

たが、歩道が無い路地を大勢が

コースに別れ、観光ガイドの説
稲吉

廣幸（知多支部）

松代
竹内

邪魔しているにもかかわらず、

ぞろぞろ歩き、自動車の通行を
２時に大会会場を後にし、鳥

領治（江南支部）

賞された。

こで我々を出迎えていただいた。

旅であった。
初日は早朝８時に名古屋を出

予定通り９時前に入場したの
で、９時からのテープカットを

発し一路鳥取県をめざした。こ
の日は鳥取県中央部に位置する

初めて見ることができた。又、

石田

祭に出席のため別行動であった

と呼ばれる出石町（兵庫県豊岡

最終日の

し笑顔で出迎えてくださり感激

感を示す事が出来たと思う。

愛知県板から 名参加
心からの歓迎に感動
日㈮に鳥

回の節目となる全国建築

板金業者大会が５月

日

名

取市で開催され、県板コースで
名、支部独自のコースで

が参加した。
県板コースはバス一台で
した。３年前の愛知大会での歓

10

齋藤理事長と青島専務理事もこ

日にかけて２泊３日の旅

20

渋滞などトラブルも無く順調な

から

67

倉吉市内の城下町の面影を残

▲ 愛知県板 67 名「ウォー」

す白壁土蔵群や酒蔵を見学し
養生館」で取っ
▲ 愛知県板の参加者

た。夕食は東郷湖に面した東郷
温泉「湖泉閣
たが、食べきれないほどの品数
が出された。最後のデザートは
光るコースターに乗せられて出
され、これには全員が興味津々。
添乗員さんの計らいでこのコー
スターは旅行の最後に全員にプ
レゼントされた。この夜は鳥取
市内の「鳥取シティホテル」に

▲ 鳥取砂丘にて

17

23

30

16

60
17

15

44
宿泊した。

▲ 大会風景
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知多支部青年部

勉強会開催
㈱の坂田さんとビルトマテリア
ル㈱の鍛冶さんから新発売のニ

日㈭に半田

市にて専門工事業総合補償制度
スクカラー（遮熱、耐汚染）と

知多支部は５月
と材料の勉強会を開いた。
の説明があった。質問では効果

従来品との試験結果、遮熱効果
の持続が何年ぐらいなのか、折

分から一部、補償

制度説明会では代理店㈱損保

り曲げ加工したら

年保証適応

なのか、また要望としてお施主

周年謝恩食事会

日㈯に㈱池田商店創業

周年謝恩食事会が名鉄名古屋

10

23

20

午後７時
ジャパンの村野さんと㈲サニー
ライフの伊澤さんから説明あり、
この制度は長期性能、第三者賠

創業

株式会社池田商店

５月

10

月各支部の動き

５

さん、元請さんにも分かり易い
千
種
支
部
日 支部会
２名
材料カタログにして欲しいとお
・健康診断について、他
願いした。途中質問責めで若干
西支部
メーカーさんが困った顔になり、
日 支部会
８名
中村支部
いろいろな意見がでて勉強会は
日 定例会
９名
終了した。
昭和支部
近藤（知多支部）
８日 常会
名
・県板総代会について、他
瑞穂支部
１日 定例会
名
熱田・南支部
日 定例会
７名
・全板大会報告、他
中川・港支部
間でした。
日 例会
名
池田商店さんには又 周年、
春日井支部
周年と頑張っていただきたい
８日 定例会
名
津島支部
と思います。
５日 定例会
伊藤勲（中川・港支部）
知多支部
日 役員会
名
・県板各種報告
・今年度事業について、他
東三支部
日 三役会

14

彼は前 半、小・中・高と学 校

時代の生い立ちを語り母子家庭

で裕福ではなかったとの事。私も

初めて聞く話であり、彼の風 貌

や所 作からは思いもよらなかっ

た。ここまでは聴 衆は話 を理 解

できた。

後半では彼が探求している「何

のために生きるのか」
、
「世の中は

どう変わるのか」について語った。

しかし、あまり理解されなかった

かもしれない。この編 集 後 記も

らないと解かり辛い面があった。

そうだが、当 人のことをよく知

最後に、バカボンのセリフであ

る「これでいいのだ」が好きだと

言って結んだ。聞き手によって感

じ方は様々であろうが、私にとっ

ては、人 生、何 事が有ろうとも

クヨクヨせず気楽に生きようヨ、

と言っている様に思われた。

彼を懇親 会の２次 会に誘った

ら二つ返事で付合ってくれ、もう

編集会議

六月二日㈪

高橋

山田さんと３人で千 種 駅 前へと

一人、中川・港支部の飲み友達、

四三八号

６名出席

くりだした。

旧 知の友である。この講 演でど

は同 年 代であり、気心の知れた

広報委員

小雨

んな話 をしてくれるのかという

四時四十分閉会

午後二時半開会
いう老婆心もあった。

期 待と、うまく話せるのかなと

田 将 貴さんの話を聞いた。彼と

総 代 会の後で講 演があり、山

編 集 後 記

19

17

償、業務中傷害補償制度とあり
それぞれの特長、メリット、掛金、
支払保険金を説明してもらった。
もちろん事故、怪我はあっては
ならない事ではあるが、安心を

階ロビー

駅の「名鉄グランドホテル」
分頃

買うという意味で皆それぞれ自
時

階に於いて開催されました。
昼前の

分自身の体験談の中から補償の

成した「ミッドランドスクエア」

時から立食パーティ形

階の宴

と今年オープンした「スパイラ
ルタワー」が見える。
会場で

式で食事会が始まりました。㈱
池田商店の社長はじめ社員、板
金業者、メーカーの方多数が参
加し、会場中央には氷で馬と魚
の彫刻が飾られており、洋食、
寿司、うどん、和食、また飲み
物も多く食べきれないほど出さ
れていました。コンパニオンを

70

15

対象を詳しく聞き終了した。

11

に集合、ロビー東側には去年完

30

22

26

60
11

11

10

23

31
10

11

12

21

60

まじえて、あっという間の２時

100

30

続いて二部では日鉄住金鋼板

▲ 勉強会風景
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