
令和元年 6月号

Ｖol. 001

ＯＰＥＮ ＴＨＥ ＷＩＮＤＯＷ！



【大硝協TIMES】創刊にあたり

発信し共有することで組合員相互の交流を深めることが出来ればと併せて期待しております。

最後になりましたが、【大硝協TIMES】が組合員様の自由闊達な意見交換の場、憩いの場となりますことを祈念し

発刊に当たりのご挨拶とさせていただきます。

令和元年6月吉日

組合員様には大変ご不便をおかけしている状況が続いており、そんな折、定例理事会におきまして、第5部事業

委員会に、新たに次世代を担う若手組合員を中心とする“大硝協広報委員会”を立ち上げ、装い新たに【大硝協TIMES】

を発刊していくことになりました。若手組合員が組合活性化のため、組合活動に参画することにより、大硝協も

“令和”と共により一層発展していくことと期待しているところです。

【大硝協TIMES】の内容としましては、従来からの組合活動報告・行事予定はもとより、青年部・技能士会・

大阪府板硝子商工業協同組合

理事長　　辻　　良明

復活しました『技能検定にチャレンジ！』・グラスマンハンドブックの活用・組合員様のお店紹介・業界情報などを

平素は組合員様におかれましては、大硝協の組合活動にご支援・ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

今年は、5月に元号が改まり“令和”となりました。

大硝協も5月28日の総会が皆様方のご協力のもと、無事終了することが出来、令和元年度がスタートいたしました。

前身の「大硝協だより」がいつの頃から発刊されていたのか定かではないのですが、現在では時代の変遷と共に

組合員様に送付されるのではなく、ホームページに掲載されるようになっており、パソコンを上手く取り扱えない



　青森・宮城・栃木・東京（2名）・大阪・兵庫（3名）・広島　の10選手

付け、屋根のFL5に100㍉×200㍉の角穴をあけ、そこに同寸法のカラーガラスを接着せずにはめ込むと

いう課題に挑戦。優勝（厚生労働大臣賞）は兵庫県の高田悠介氏（多可田硝子総合加工所）で大阪府から

出場した和田暁典氏（和田硝子）が3位入賞を果たしました。次回は2年後で場所は未定です。

1級技能士のみなさん、日本一に挑戦してみませんか！

★　第30回　技能グランプリ

平成31年3月2日～3日　兵庫県ものづくり大学校（姫路市）において開催されました。

全国から10名のガラス施工1級技能士の選手が出場し“日本一のガラス職人”を目指し競技を行いました。

FL8をコの字型に組み、FL5で屋根を乗せ<ガラスの家>を作ります。側面には安全ガラスの『強化マーク』

『合わせマーク』を貼り付け、正面のFL8に280㍉の丸穴をあけ周りにカラーガラスで切ったピースを貼り



正面FL8に丸穴をあけてイエローのガラスを

ピース切りしてモザイク貼りです

丸穴はハマグリを入れないよう

細心の注意をはらいます

イエローのピースは、表裏貼っています。

（8枚同じものを作ります）

ガラスの大きさ、貼り位置など

神経を使います

安全ガラスのマーク

　　合わせガラス、強化ガラス

合わせガラスのグリーンの部分は

　　35㍉巾です

シリコンはさすがの仕上がり

今回追加になった課題がこれ！

FL5の屋根ガラスに角穴開けて別に切ったグリーンのガラスをぴったり落ちないようにはめ込む作業

選手それぞれ工夫を凝らし傾斜擦り加工を施しきれいに仕上げていました



大阪府代表の和田選手

見事3位（銅賞）に輝きました

＊和田選手本人は、3位で満足することなく

次回、金賞を目指して出場するとのことです

大硝協や全国の組合活動がより一層活発になり、彼らの活動にこれからも期待しています。

辻全硝連会長（大硝協理事長）から表彰される和田選手

今回の大会審査の補佐として全国の青年部会のメンバーが参加してくれました

この業界を担う若いメンバーさんが色々な活動に参加してくれるようになり



５月２２日（水）18：00～　株式会社コムラ様（全硝連近畿地区本部長）より講習

【介護保険制度を利用した改修工事】の勉強会に参加させていただいた

㈱梅村硝子店の梅村宜史です。その内容をレポートさせていただきます。

介護保険とは・・・

Ａ・第１号被保険者（６５才以上）

　６５才になる月に介護保険証が交付される。しかし交付されただけでは

　介護保険サービスはうけられない。「ほんだら、どうしたらいい？」

　 要介護認定の申請 認定調査 要介護認定

Ｂ・第２号被保険者（40～64才）

　特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合。

介護保険サービスってなあに？

　要介護度に応じたサービス利用限度額内であれば利用料の１割分（所得に応じて２割・３割分）
　の支払い（自己負担）でサービスが受けられる。

主な介護サービス
　在宅介護の場合・・・訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション
　　　　　　　　　通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与など
　施設介護の場合・・・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設

まとめ・・・「福祉用具レンタル」「福祉用具購入」「住宅改修」の３つの制度がありますが、
　　　　　あくまでも在宅サービスに位置づけられており、施設サービスでは利用できない。
　　　　　あくまでも在宅サービスで、施設サービスでは利用できない。　介護保険制度のうち、「居宅での暮らしを支える３つの制度」として上記の
　　　　　あくまでも在宅サービスで、施設サービスでは利用できない。　３つを組み合わせて、効果的に活用することが大切とのこと。

注目！！・・・高齢者にとって危険な場所とは
住宅内事故多発場所　 １位　階段　　 　31.2％

　　　ランキング ２位　段差・敷居　27.5％
３位　洗面・浴室　11.9％ (ヒートショック含まれる）
４位　ドア・戸・窓　8.3％
５位　その他　　21.1％

★ヒートショック軽減の為の硝子・サッシの取替を
　介護保険制度における住宅改修工事の対象となるよう
　行政に働きかけているとのこと。
　合言葉は「温度のバリアフリー、そして防災安全・防犯」

そこで我々の販路拡大について考えました。
◆キーマンは？・・・地域包括センターのケアマネージャーに営業。
◆福祉住環境コーディネーターの資格を取るとよいとの事。
◆主に手すりの設置がメインの仕事になりそうだが、そこからグローバルに営業すると
　いいのでは。

詳しい事は・・・株式会社コムテック　主任　出島様　社長　小村様まで
　　　　　　ＴＥＬ073-444-4139

★他人事じゃない介護保険★



平成31年4月20日（土）第1回フェスタ大硝協を開催しました。青年部が
主体となって10月から7回の会議を開催、色々な意見もあって活発な会議
を重ね、各社との打ち合わせや備品作成等充実した時間を共有出来たと
思っています。

出展企業：（株）ダイドー・日本ベンリー（株）・家研販売（株）

（株）富士倉・（株）サンエス ・アックスブレーン（株）

協力企業・団体：ミズノ（株）・大阪府板ガラス技能士会

第30回技能グランプリ
が姫路にて開催！

全国青年部からも4名の
方が補佐員として参加
していただきました。

第３0回技能グランプリ 第34回全国理事長会議

平成31年11月10日（土）に熊本にて第4回理事長
会議が開催されました。全国板硝子商工協同組合連
合会青年部の会長として参加し、青年部の活動報告
をさせていただきました。その後の懇親会では各都
道府県の理事長・役員の方と交流を図り、貴重な経
験をさせていただきました。

青年部会長 中川智晴

第1回フェスタ大硝協

エレベーターで
｟くまもん｠と
遭遇！

3位の大阪代表
和田選手！

大会後は全国から駆
け付けた青年部の皆
さんと懇親会を開催、
久しぶりの再会

くまもんちゃうで
辻さんです！

大抽選大会

５階で休憩中

ガラスマンが
来てくれたよ～

爆買！組合員



　こんにちは。

　我々は大阪府板硝子商工業協同組合の下部組織にあたります、大阪府板ガラス技能士会と申します。

平素は親組合に当たります大硝協様には大変お世話になっております。

　さて我々板ガラス技能士会（以下、技能士会）はどういう会かと申しますと、まず入会資格として

「一級又は二級の技能士資格を有している」ということが条件となります。

いわゆる「無冠の帝王」はダメなんです。逆説的に言えば「一級又は二級の技能士資格を有していれば」

事業主であれ、従業員であれ入会できます、ということなんです。

　Ｇ６内では唯一従業員様個人でも入会できる団体でもあります。つまり一人の声が、もしかしたら関西の、

もっと言えば、日本の硝子業界を突き動かす！！そんな可能性を秘めているのです。

　我々の普段の活動としてはＧ６等硝子業界内での事業はもちろんのこと、大阪府技能士会連合会

（以下、大技連）とも連携し、他業種の方々とも交流し各学校でのものづくり教室（万華鏡作りなどを

指導しています！！）等を行い、ものを作ること、技能に対する関心を高める活動を積極的に行っています。

　特に大技連関係で他の業種の方々のお話を聞けるのは大変有意義で、個人的には知り合った表具の修理や、

椅子の張り替え等の仕事を間違いのない技術の持ち主に依頼することができました。

（これはものすごくメリットを感じました！！）

　今後は硝子業界内においてはＧ６とタイアップして技術的な勉強会などを企画しており、大技連関係の方も

ものづくりに関わる事業にどんどん関わっていきたいと考えております。

　もし技能士会の活動にご興味を持たれましたら大硝協の事務局まで連絡をいただければ嬉しいです。

（現在会員絶賛募集中です！！）

　今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　大阪府板ガラス技能士会　　会長

　　　　　　　　　　　　　大村　　剛

ＧＯ！ＧＯ！技能士会！！

～大阪府板ガラス技能士会より～



本書は１９９７年に初版が発行され、２００８年に第２版、そして２０１７年に第３版が発行されました。

第1章　板ガラスの歴史について

1.1.1　古代のガラス

一般には、紀元前数千年ごろのメソポタミアかエジプトだとされている。

その頃のガラスは、ねばっこいガラス素地を粘土で作った型に押し付ける型押し法や、

布袋に砂を詰めた芯に溶けた糸状のガラスを巻き付けたり、芯を溶けたガラスの中につけて、

冷えてから砂の芯を抜く砂芯法で成形されていた。

紀元前30年頃から、ローマ帝国が分裂する西暦395年までの間に、画期的なガラスの

成形法が生まれました。それが、吹きガラス技法と呼ばれるもので、吹き管の先に溶けた

ガラスをつけて風船のようにふくらませて成形する方法である。

1.1.5　日本の板ガラス産業の歴史

ガラス製造は江戸時代初期から行われていたが、板ガラス製造が始まったのは明治に入って

からとされている。

明治から大正、昭和初期にかけて、旭硝子、日本板硝子の他に多くの板ガラス製造会社が誕生した。

徳永板硝子、昭和板硝子、ユニオン硝子、大正板硝子、徳永硝子、川南工業などである。

多くは技術上、経営上の問題を抱え、吸収合併されるか廃業している。

明治４０年（1907）９月８日に旭硝子

大正７年（1918）１１月２２日に日米板ガラス（現・日本板硝子）

昭和３３年（1958）５月１５日に宇部曹達工業がセントラル硝子を創業し、日本の三大メーカー

として、今日の板ガラス産業を支えている。

見返しましょう。

グラスマンハンドブックオフィシャルガイドコーナー

その間、建築用の板ガラスは急速に高機能化が進み、施工技術、商品流通形態も多様化してきており、

私たちの商売も変化を余儀なくされる状況となっています。

その中で、もう一度初心に戻り皆さんでガラスの歴史・製法・加工等をグラスマンハンドブックで



NO.001

　　　　              　　   飲み物ラインアップ

営業時間　AM11：30～PM11：30　　定休日　日曜日

あまり広くありませんがお店は清潔にされています。

飲み放題メニューだったのでビールは冷蔵庫から取りほ～だい♪

焼酎・ウイスキー・日本酒・紹興酒飲みほ～だい♪

店主は『赤字～～～っ！』と泣いてました＼(^o^)／

組合に来た時にはランチもやっていますので是非とも寄ってみてください。

大阪市中央区島之内１-２１-３２　　TEL06-6245-1713

大硝協周辺　オススメのお店

初回のオススメの店は、組合からほど近い中国家庭料理『鴻翔』さんです。

広報委員会の後、みんなでお伺いしました。

今回は、コース料理で前菜ピータン、エビチリ、唐揚げ、餃子、酢豚、焼き飯ほか

もちろん飲み放題付きで驚きの３，５００円です！



大硝協TIMESの「組合さん紹介」のコーナーを担当することになりました、

三好硝子店　三好 将斗 と申します。　このコーナーでは、組合員さんにお話を伺いその魅力を

発信させていただきます。　まずは、自分の店から紹介してみようと思います。

創業は、約1970年？（笑）創業者の祖父に確認した所、そんなんもう忘れた。との事。

広島県出身の祖父が、とある硝子屋に入社したが後に廃業。そこから独立し、住吉区に店を構える。

祖父は、80歳頃まで店に立っていましたが、体調を崩し引退。

現在は、息子である長兄（現社長）と弟（影のエース）、そして孫にあたる私が5年ほど前から

入社し、今は3人体制で後を継いでいます。

業務としましては、各種建築硝子・鏡 はもちろん、サッシ・フロント・自動ドア・エクステリア

シャッターなどの工事請負販売施工 です。

私は今の会社に入社するまで工務店に8年ほど勤めていたおかげで硝子屋さんとしての仕事以外も

する事もあります。

住吉区付近で「急に硝子が要る」「応援で1日来て」などあった場合は、気軽に声を掛けて下さい。

　■三好硝子店

〒558-0011 住吉区苅田3-11-10

TEL： 06-6699-0051

FAX： 06-6697-6774

ｱﾄﾞﾚｽ： miyoshi-g@aqua.zaq.jp

組合員さん紹介
硝子屋さん

いらっしゃ～い！





ご注意 

掲載内容  

加盟店専用ページを閲覧するにはパスワードが必要になります。 

ご存知ない組合員様は大硝協事務局までお問い合わせください。 

大阪府板硝子商工業協同組合（事務局） 

〒542-0082 大阪市中央区島之内1-11-13 

06-6271-6464 

<受付時間> 午前９時～午後５時（土・日・祝日・年末年始を除く） 

・組合概要（組合の簡単な紹介です） 

・加盟店検索（組合員さんの会社連絡先が掲載されています） 

・組合活動報告（組合の様々な取り組みをご紹介） 

・購買情報（組合でガラス工具や副資材購入の際はこちら） 

・過去の大硝協だよりの掲載（掲載ページよりダウンロード可） 

他、随時更新いたします 

大硝協ではホームページも運営しております 

お問い合わせ先  

TEL 

FAX 06-6245-9234 

下のＱＲコードからでも
アクセスできます 

http://www.osakafu-glass.com/ 

URLはこちら 



きますので、応援よろしくお願いいたします。

広報委員会　委員

統括 鳥山　幸嗣 (有)鳥山板硝子建材

創刊に当たり

した。今後は青年部を中心としたメンバーで、新しくなった

“大硝協　ＴＩＭＥＳ”　を発行し、全組合員様に情報発信し、

情報交流の場として活用していただく紙面づくりを目指してい

これまでの　“大硝協だより”　がパソコンホームページ上でしか

閲覧できず広く組合員様に情報を流すことができていませんで

辻　典男 辻ガラス建材

委員 阪口　敏也 (株)阪口文化堂

委員長

細井　忠昭 (株)細井

岩永　敏孝 丸一板硝子工業(株)

中川　智晴 中川板硝子店

大村　剛 (有)大村兵板硝子店

竹内　秀介 三河硝子(株)

梅村　宜史 (株)梅村硝子店

伊藤　慶輔 (株)伊藤硝子店

福元　賢太郎 (株)福元硝子工業

鳥山　真吾 (有)鳥山板硝子建材

三好　将斗 三好硝子店

辻中　聖子 (株)ハタヤ

齊藤　雄太 (株)高槻ガラス店

青山　博紀 青山板硝子店

田中　亮 大東硝子建材(株)

新井　勲 新井硝子店

新開　登 新開硝子店



ＴＥＬ 
Ｆ：Ｘ

広報委員会　　会議の様子

　　　　　　　　　　「大硝協ＴＩＭＥＳ」は、年3回発行予定です。
　　　　次号は10月ごろ予定しています。

http://www.osakafu-glass.com/
E-mail  info@osakafu-glass.com

大阪府板硝子商工業協同組合　　　広報委員会
〒５４２－００８２　　　大阪市中央区島之内 １－１１－１３

０６－６２７１－６４６４
０６－６２４５－９２３４

 大硝協　ＴＩＭＥＳ

硝

http://www.osakafu-glass.com/
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