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〒 462-0844
名古屋市北区清水五丁目
6番9号国保組合会館内

愛知県建設組合連合
電話（052）982-5737

June･July 2017

すばらしい人

すばらしい仕事

愛知建連 第４９回 定時総会 開催 ！！

愛知建連

FAX（052）982-5700

ホテル明山荘(蒲郡)に於いて、参加総数１１０名にて開催。平成２９年度事業方針決定 ！！

第 ４９回定時総会を、去る５月
２１日㈰、蒲郡・三谷温泉｢ホ

の出席をいただきました。

テル明山荘｣にて、役員４１名･代議

告並びに決算報告及び平成２９年度

員５６名･委任状１３名、有効出席

事業方針並びに予算の決定・労働保

者数１１０名にて開催しました。

険事務組合規程の一部改正等、すべ

当日は来賓・オブザーバー等多数

平成２９年度の主な取組み

議案審議は、平成２８年度事業報

て承認されました。
今年度の事業方針は右記のとおり
決定しました。

•会員加入促進と会員紹介キャンペーン実施
•支部活動充実並びに
青年部活動の支援と運営助成
•自治体･関係団体との連携強化
•組織と事業活動ＰＲ強化
•建築情報サポートＷｅｂの普及
•住宅省エネルギー技術講習会
•各種国家資格取得の推進
•技能検定建築大工実技試験の実施
•登録基幹技能士（建築大工）の
取得促進と講習会実施
•技能競技全国大会参加推進
•技術･技能に関する研修･講習会の実施
•｢えらべる倶楽部｣の加入促進等
会員福利厚生の充実
•一人親方労災保険並びに
労働保険事業の推進
•職業訓練の推進と訓練生確保等
•技能講習等労働安全事業の実施
•その他目的達成に必要な事業

定時総会にて表彰等が行われました！！

愛知建連永年功労者が表彰されています。技能競技全国大会出場者にも記念品贈呈！

定 時総会に於いて、愛知建連の永年功労者表彰が執
り行われました。

✿表彰状（役員等１５年以上の功労者）～１名
宇野 秀二様（岡崎）
✿功労賞（役員等１０年以上の功労者）～３名
野島多喜雄様（豊橋）
金子 宏司様（豊橋）
表彰には永年にわたり役員等として愛知建連の目的
川 合 潔様（岡崎）
及び事業の達成に寄与された方々です。

✿技能競技全国大会出場者記念品贈呈
○第２９回技能グランプリ
国大会へ愛知建連を代表して出場された方々にも記念
岩野 敏治様（碧南）【特別表彰】
加藤 恵吾様（新城）
品が贈呈され、岩野敏治氏には成績優秀者として特別
○技能五輪やまがた大会２０１６（第５４回技能五輪全国大会）
表彰を行うなど健闘が称えられました。
森谷 和真様（岡崎）
青木 護宏様（名古屋西）
また併せて、平成２８年度に開催された技能競技全

▲表彰状並びに功労賞受賞のみなさん
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▲技能競技全国大会に出場されたみなさん
記事に関しては愛知建連

☎052
（982）
5737まで
機関誌「愛知建連」次回は
8 月発行

◎年間４、
０００円で大手法人企業同様の福利厚生サービスが利用可能に（途中加入可） 「愛知建連えらべる倶楽部」のご加入は愛知建連本部まで
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「伝統の誇りを
◎愛知建連サポート Ｗ Ｅ Ｂ が リ ニ ュ ー ア ル

平成２９年度第１回常任理事会開催！！

４

於：国保組合会館
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職業訓練法人

2017 年 6 月 1 日

愛知県建設職業訓練協議会事業

◎愛知建連技能専門校 修了式並びに入校式を挙行しました

平

月２６日㈬、国保組合会館に
成２８年度の修了式並びに
於いて支部長等(常任理事)の出
平成２９年度の入校式を去る
席により第１回常任理事会を開催し ４月１９日㈬、碧南市ものづくりセ
ました。
ンターに於いて執り行いました。
第４９回定時総会議案をはじめと
する当年度事業等に関する議案につ
いて慎重に審議し、各議案が承認さ
れました。

装いも新たに建築情報サイトに

!!

無料登録してご利用ください。

!!
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修了生は木造建築科３名、造園科
２名の計５名。
新入生は木造建築科１０名、板金
科４名、左官･タイル施工科１名の
計１５名です。
当日は修了証書の授与の後、日頃
の努力と訓練の業績を称え、愛知県
知事賞をはじめとして、関係市町村・
団体等により、それぞれ表彰が行わ
れました。
新入生は職人への道を歩み始めた
ことを実感している様子で新入生紹
介の際には緊張した面持ちでこたえ

▲表彰の様子
（木造建築科澤一太郎君）

ていました。

平成２９年度 職業訓練指導員試験の実施

後進の育成のために是非取得を！ （本部必着７月３日（月）予定）

職 業能力開発促進法に基づき職業訓練指導員試験が
実施されます。

受験可能な方は機を逃すことなく受験願います。
学科試験日 １０月 ８日（日）
（予定）
１級技能検定合格者は、指導方法学科試験のみで受 申 請 書 類 ①受験申請書
②写真 … ２枚
験できます。
③１級技能検定合格証書の写し 又は 関連学科卒業証明書等
職業訓練指導員試験には「実技試験」と「関係学科
④手数料
… ３,１００円（予定）
試験」
・
「指導方法学科試験」がありますが、近年、建 受 験 資 格 実務経験８年以上で１級技能検定合格者等
設業は実技と関係学科は実施されていません。
詳細等は愛知建連本部まで
ちょっ と い っ ぷ く

一寸一服
（

^^

２級建築及び２級電気工事 施工管理技術検定（学科・実地受験）のご案内

）
_旦̃̃

平 成２９年度の２級建築及び２級電気工事の施工管
理技術検定受験申請の締切り間近です。

●つくおき～１週間分のおかずを作り置き

簡単かつヘルシーなレシピを用いて、週末おもに１ 受検資格 実務経験年数 ８年以上の者 等
週間分のおかずを作り置きすること。
申請期間 ７月１４日（金）～７月２８日（金）
（予定）
おかずの作り置きは定番だが、人気ブロガーｎоｚ 申請用紙 １部 ６００円
оｍｉ氏が運営するレシピサイト「つくおき」が公開 試 験 日 １１月１２日（日）
され、同名の書籍が出版されると、一気にその名が広
まり、続編となる『もっとつくおき』も出版されている。●三十六計逃げるにしかず～アジアにも「逃げ恥」と同じ意味のことわざ
調理時間や冷凍保存できる期間、調理器具がレシピ
三十六計とは三十六種類の中国古代の兵法を指すが、
ごとに明記され、複数のおかずを作る場合のメニュー 困ったときは逃げるのが最善の策であるという意味。
や手順などもレポート形式で紹介されているほか、買
宋の武将・檀道済が出兵したが、あと一歩のところ
い物から料理まで一週間のおかずをまとめて作るコツ で食料不足に苦しみやむなく撤退したという逸話に由
を流れで解説。
来する。日本には長らく「敵前逃亡は恥」とする文化
自炊で節約したい、料理がうま
がある。しかし三十六計で最高の策とされているのは
くなりたい、仕事帰りにすぐに食
「走（走って逃げる）
」。負けて死ぬよりも逃げのびる
事をしたい、といったニーズをも
方が、機を見て再起できる可能性があるという考え方
つ料理初心者や働く男女に向けて、
だ。
豊富なレパートリーを提供してい
撤退の決断ができるのは、冷静な判断力があるとい
る。これまで自炊に挑戦して挫折
うこと。ビジネスも人間関係も「押し」と「引き」の
くり返し。逃げないことで事態を悪化させるより、争
している方も、つくおきなら毎日
わないことで事を好転できる場合もある。ただし、大
料理する必要がないので、節約で
事なことから逃げてしまうと逆効果になってしまう。
きて健康的な食生活が成功するの
「逃げ」の戦術は時機の見極めが肝心だ。
ではないだろうか。
最新情報は愛知建連ホームページ
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http://www.aichikenren.or.jp/ をご覧ください。
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既存住宅状況調査技術者講習が実施されます！

劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」観劇券を再斡旋

５

平

改正宅地建物取引業法に対応／受講資格は建築士のみ

回目のミュージカル「リトルマーメイド」観劇斡
成３０年４月から既存住宅の売買時に「既存住宅状
旋をします。
況調査」に関する説明が義務付けられ、
既存住宅状況
奮ってご応募ください。
調査の実施は講習を修了した建築士のみが可能となります。
新規講習が下記日程で名古屋にて開催されますので
公演名 リトルマーメイド
必要な方は受講してください。
会 場 新名古屋ミュージカル劇場
新規講習 会場 受講料
実施団体
問合せ先
公演日 平成２９年 ７月２３日㈰ １３時００分開演
8月29日
28,080円 （一社）住宅瑕疵担保責任保険協会 03-3580-0236
座席種類 Ｃ席
（２階席）
名古屋
8月30日
21,600円 （公社）日本建築士会連合会 03-3456-2061
斡旋価格 ２,１６０円（通常３,２４０円）
なお、従来の既存住宅現況検査技術者及び長期優良住宅化リ
定 員 ２０名（先着順受付）
フォーム推進事業のためのインスペクター講習を修了した建築
斡旋開始 平成２９年 ６月２６日㈪
（日曜日深夜０時からＦＡＸでの先着順受付） 士の方は移行講習を受講してください。
移行講習 会場 受講料
実施団体
問合せ先
※お申し込みに際しては
7月26日
19,440円 （一社）住宅瑕疵担保責任保険協会 03-3580-0236
斡旋開始前に申込用紙をご入手願います。
7月26日 名古屋
17,280円 （公社）日本建築士会連合会 03-3456-2061
申込用紙入手は愛知建連本部（☎０５２-９８２-５７３７）まで
9月15日

作業主任者等技能講習日程が決定！！
各種作業主任者等技能講習

受講者募集のご案内！！

平 成２９年度の労働安全衛生法に基づく、作業主任者技能講習の日程を下記のとおりご案内します。
受講資格等詳細、ご不明な点は愛知建連本部へ、お申し込みは所属支部又は愛知建連本部へ
作業主任者

日程
会場
申込締切
受講料
１０月３１日㈫
地山の掘削及び
１７, ０００円
１１月 １日㈬
９月２９日㈮
土止め支保工
（会員外１９, ５７０円）
２日㈭
１１月 ７日㈫
８, ０００円
足場の組立て等
１０月 ６日㈮
８日㈬
（会員外９, ６５０円）
型枠支保工の
１１月２９日㈬
８, ０００円
１０月２７日㈮
組立て等
３０日㈭ 碧南市ものづくりセンター
（会員外９, ９５０円）
平成３０年
木造建築物の
平成３０年
８, ０００円
３月 １日㈭
組立て等
２月１６日㈮ （会員外９, ５４０円）
２日㈮
平成３０年
平成３０年
８, ０００円
木材加工用機械
３月２２日㈭
３月 ９日㈮ （会員外１０, １６０円）
２３日㈮
（受講資格）満２２歳以上で１８歳からの関係作業経験３年以上 他
技能講習
日程
会場
申込締切
受講料
（学科講習）
９月１２日㈫
小型移動式
１３日㈬
２４, ０００円
クレーンの運転
碧南市ものづくりセンター
９月 １日㈮
（実技講習）
（会員外２５, ６４５円）
（３日間講習）
９月１４日㈭
又は１５日㈮
（受講資格）満１８歳以上

●講習希望を受け付けます！

●建設機械等の資格も愛知建連経由で楽々予約

上記の日程以外でも、愛知建連が実施できる講習会は、 ㈱日立建機教習センタ（岡崎）との連携により愛知
受講者数により、ご希望の日程・会場にて実施するこ 建連本部へのお電話で簡単に予約可能です。
とも可能です。
取得可能資格（一部抜粋）
詳細は愛知建連本部までお問い合わせ、ご相談くだ
玉掛け、車両系建設機械、高所作業車、フォークリフト、
刈払機、伐木、巻上機、溶接その他多種の講習を実施
さい

建設労働者確保育成助成金を活用しましょう ！

雇 用保険に加入する建設事業主が賃金・受講料を負
担して技能講習（特定科目）等を受講させる場合

に利用できる助成金です。
実施前に計画届、実施後に支給申請が必要です。

事務手続きが改正されました ！

４月１日以後、申請し易くなりましたので、労働者
を受講させる場合は活用しましょう。
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計画届
提出期限

３月３１日まで
４月 １日から

記事に関しては愛知建連

講習開始の１ヶ月前まで
講習開始の１週間前まで
☎052
（982）
5737まで

◎労働保険に加入しましょう!必ず一人親方・中小事業主労災の特別加入をしてください （随時加入可能です）

観劇券特別斡旋のご案内！
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◎機関誌「愛知建連」（本誌）掲載記事募集

熱中症を防ごう！

梅 雨明けの時期には、急激な環境温
度の変化に身体が対応しきれず、
熱中症が発生しています。
熱中症を防ぐためには、関係者が熱
中症の知識を持つことが重要です。
熱中症を防ぐた
めに取り組むべき
事項の例は右記の
とおりですが、気
づいたことは随時
取り入れるように
しましょう。

支部活動・青年部活動などの広報・報告に

！
！

掲載依頼は愛知建連本部まで

！
！

新たな創造へ」

熱中症を防ぐための取り組み例
⑥作業の服装等
【事業主】
①作業場所への温度計等の備 ⑦作業者教育
え付け～現場環境を改善す ⑧作業場所の管理
ることが本質的対策
管理者を定め各事項を管理
②暑熱場所での作業時間短縮 【作業者】
と休憩時間確保・整備
①日々の健康管理
③水分、塩分補給のための整
×睡眠不足、×過度な飲酒
備
×朝食抜き
④健康診断結果の把握と対応
糖尿病、高血圧症、心疾患、 ○就寝前・起床後の水分補給
○作業前～中の水分・塩分補給
腎不全などの方は特に注意
②適切な休憩
してください
③体調の変化はすぐ申し出る
⑤熱への順化期間の確保

６・７月の予定・締切

ホッとひと息

！！
クイズを解いて図書券をＧｅ
ｔ

４ 月号の答えは「１位肉じゃが金額不明、２位海老
の唐揚げ５８０円、３位豚の角煮４５０円、４位

不明４８０円、５位焼きおにぎり３８０円」でした。
隠れたメニューを探す超難問で下記の４名の方が当
選されました。
当選者

深瀬
村瀬

和夫様（高浜） 江川 竜一様（東浦）
亮様（知多） 吉岡 正裕様（知多）

今月はナンバープレイスに挑戦してください。
正解者の中から抽選で４名の方に１,０００円分の図
書カードをプレゼント！
ハガキに①所属支部、
②住所、
③氏名、
④本紙への要望、
⑤回答を明記して愛知建連の本部事務局へお送りくだ
さい。
【応募締切りは７月 ７日必着】

問 タテ９列、ヨコ９列のそれぞれの列に１～９の数
字が１つずつ入ります。太い線で囲まれた３×３

の各ブロッ
クにも１～
９の数字が
１つずつ入
ります。
３つの二
重マスの数
字を順番に
合計した数
が今回の答
えになりま
す。
ａ＋ｂ＋ｃ＝
合計という
形で答えて
ください。

６月
（June）
２㈮
建築施工管理技士講座申込締切（県立高浜高等技術専門校）
３㈯
劇団四季「リトルマーメイド」斡旋公演日（１３:００～）
７㈬～ 「Ｊｗ-ＣＡＤ」講座～初級コース（全５回）
７㈬
電気主任技術者試験（第一種、第二種、第三種） 締切
８㈭
愛知建連・支部長及び支部事務担当者研修会
９㈮
足場の組立て等に係る業務特別教育（短縮３時間講習）受講申込締切
９㈮
職業訓練指導員「４８時間講習（前期）」 申込締切
11㈰
前期技能検定建築大工実技試験
12㈰
第１００回愛建マスターズゴルフコンペ
15㈭
第３９回愛知建連ソフトボール大会代表者会議
15㈭
志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」パスポート 斡旋締切日
18㈰～ 建築施工管理技士講座（県立高浜高等技術専門校）（全２回）
20㈫
建設業経理士（１・２級）受験申込締切
26㈪
足場に係る業務特別教育（短縮３時間講習）
26㈪
劇団四季「リトルマーメイド」（７月２３日分）斡旋開始日（０:００～）
28㈬
第２種電気工事士試験受験申込締切
29㈭
平成２９年度第２回常任理事会
30㈮
電気工事士技能講座申込締切（県立高浜高等技術専門校）
30㈮
産廃マニフェスト交付状況報告 期限
30㈮
建築士事務所の業務に関する報告（３月決算事業所）期限
７月
（July）
２㈰
２級建築士 学科試験日
３㈪
職業訓練指導員試験 受験申請 本部締切
７㈮
６月号機関誌「ホッとひと息」クイズ回答応募締切
８㈯
志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」利用指定日①
13㈭～ 職業訓練指導員４８時間講習（全７日間）
15㈯
志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」利用指定日②
15㈯～ 電気工事士技能講座（県立高浜高等技術専門校）（全２回）
19㈬
第１種電気工事士試験受験申込締切
23㈰
劇団四季「リトルマーメイド」斡旋公演日（１３:００～）
23㈰
１級建築士学科試験
23㈰
木造建築士学科試験
既存住宅状況調査技術者移行講習（住宅瑕疵担保責任保険協会主催）
26㈬
26㈬
既存住宅状況調査技術者移行講習（日本建築士会連合会主催）
28㈮
２級建築施工管理技術検定受験申込締切
28㈮
２級電気工事施工管理技術検定受験申込締切

a
b

c

平成２９年度全国安全週間

安全な職場づくりを目指し、危険箇所を発見し、速やかに労働災害防止対策を講じてください。

「組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へつなげよう安全文化」
期間 平成２９年７月１日から７月７日（準備期間 平成２９年６月１日から６月３０日）
最新情報は愛知建連ホームページ
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http://www.aichikenren.or.jp/ をご覧ください。

