Ｉ！
一月十七

長の案内で地下鉄にて
梅田へ︑梅田よりＪＲ
に乗換え神戸方面に向

日早朝に起

かう︒被害の最も酷

には好都合となった︒

まって居たのだが自分

実を言えばこの企画

いる︒被災

当日︑関西空港を見

学の後︑南海特急ラ
ピートで難波駅まで体
験乗車︒心斎橋にある
﹁ホテル日航大阪﹂に
チェックイン︒総会も
予定通り進み︑ホテル
近くにある料亭﹁美々
卯﹂にてグルメファン
にはよく知られている
﹁うどんすき会席﹂で
賑やかに懇親会を開い
た︒

その宴席で翌日の予
定が午前中フリータイ
ムのため︑大洋製鋼大
阪支店の佐藤支店長か
ら希望者があれば被災
地を案内してもいいと
の申出を頂き早速ご厚

こに約束の八時半には
参加者七名が集合︒

翌朝︑朝食もそこそ

意に甘える事にした・

空気を体験したいと

良く見ればホームも修
理中でコンパネが敷き
詰められてあり︑応急
処置の中での開通のよ
うだ︒芦屋線は高架鉄

かった長田地区辺りを
見たかったが集合時間
の都合で芦屋駅周辺の
住宅街を歩く事にする︒
芦屋は閑静な住宅地が
多くもう少し先の三ノ
宮駅周辺は高層のビル
が建並び大型ビルの崩
壊現場が多数見られる
との事であった︒梅田
駅を出た快速電車の車
窓から屋根瓦のずり落
ちた屋根に仮設の青い
ビニールシートが目立
ちはじめ次第に数を増
してくる︒改修工事が
遅れて居るのか一面が
青々の屋根の所もあっ
た︒芦屋に近ずくにつ
れ壊れた建物や解体後
の空き地が目をひく︒
芦屋駅のホームに降り
た途端足元がなんとな
くふわふわしている︒

訪れる機会に恵まれた︒

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６
発行広報委員会

る議極榊睦

板金工業組合

は昨年の十二月に決

愛 知 県

見詰蝿毒

善会﹂の県外研修を兼
ねた総会旅行で大阪を

Ｉ
大阪支店の土屋課長
と名古屋支店の川村課

これからの建物の地震
対策の参考にすること
も含めて︑被災現場を
自分の目で見て現状の

ら実感を掴むためと︑

地震発生直後からマ
スコミによる報道やテ
レビ画面で都市機能が
マヒした被害の物凄さ
を痛感していたが一面
では遠い所の出来事と
思う事もあった︒だか

る︒

夢と言われ

被鰹熊畦

災窄鵠愉麺

しを続けて

地諦勝灘

を叫諏吟唾

☆阪：:神ふ大急震災ﾉ☆
思っていた所︑折しも
問屋親睦会である﹁山

り駅前通りに出る︒

道だけに駅舎の被害も
大きかったようで︑い
たる所で修復工事が行
われており︑人の行き
来の激しい所での作業
は大変な神経を使うと
思う︒駅舎の階段を降
一階が完全に潰れ︑

二階部分が一階になっ
た共同店舗が目に飛び
込む︒見事にと言うと
失礼だが思わずウーン
と言ってしまった︒駅
前通りのあちこちでも
壊れた建物の解体作業
が進められており︑解
体物を積んだトラック
が走り回り何となくほ
こりっぽく住宅を解体
時の特有の匂いがする︒
通りから住宅地に入
ると︑全域半壊の建屋
が見るも無残な姿を残
して居る︒ま
た半壊住宅に
は﹁キケン・
立入禁止﹂の
張り紙や避難
あった︒

先が記して
全壊やそれ
に近いものは
ほとんど瓦屋
根の木造建築
物がほとんど
で築後かなり
の年数を経た
ものが多いと
また屋根ば

見た︒

流されたと思われる︒

は知る由も無い︒

被災地のごく一部分を
短時間見て回ったに過
ぎないから被害の全容

しかし惨状の一部を
知っただけでも自然の
エネルギーの破壊力と

無情を思い知らされた︒

ガレキの山の跡かたず
けにはまだ時間がかか
りそうだし復興のツチ
音はかなり先のことと

災害後二ヵ月を過ぎ

思われる︒

た昨今﹁都市復興計画﹂

など新たな問題が起き
つつありここに至って
も︑縦割り行政︑官僚
政治が取り沙汰される

のは残念な事である︒
一日も早い活気ある街

作りと豊かな生活を取
り戻す事を願い︑犠牲
になられた方々のご冥
福を祈りつつ帰路に就

いた︒③

かりでなく外壁の被害 る ︒ と こ ろ が コ ロ ニ ア
もよく目についた︒こ
ルの家は全然被害なし︒
の辺りは防火指定地区 外観からだけでの対照
なのかどの家もモルタ 的な光景であった︒今
ル仕上げ︒たまに窯業 後屋根の軽量化が地震
系サイデングも見られ 対策には必要条件にな
るだろう︒しかし全体
たが︑金属系の外装は
に軽量化しても基礎部
一つも見当たらなかっ
た︒
分が完全でないと被害
モルタル仕上げやサ は免れない︒先ほどの
イデングは火災には効 住 宅 に 近 い 所 に 道 路 よ
り一米位高い位置に建
果が有るかも知れない
が揺れには弱い︒被害 てられた比較的新しい
が 無 か っ た よ う な 住 宅 金属系のＮ住宅が半壊
でも外壁はヒビだらけ︒ し て い た ︒ 建 物 自 体 軽
中には禿げ落ちている 量化された構造ではあ
るが︑道路から立ち上
家もある︒
がった擁壁の崩壊で建
物も基礎部分と一緒に
住宅地を見て回るう
ちに︑瓦屋根の家二軒
とコロニアル葺きの家

が並んだ場所に出た︒
瓦屋根の一軒は半壊︑

もう一軒は瓦がずり落
ちて土だけが残ってい

蟻
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一定の規模と業種に
ついては︑猶予措置等
がとられておりますが︑

週

時間制に移行され︑

平成９年３月別日迄の
間は︑段階的に法定労
働時間が週妬時間から

平成７年４月１日から
完全に実施され︑組合
員の方々の日常の労務
管理及び工程管理上再
検討されなければなり
ません︒対象事業所は
１人〜９人迄の範囲と
なっております︑尚︑
人〜帥人迄の事業所は

時間制となり充分な
配慮が必要です︒

いとの談︒

最近特にこれらの諸
問題で悩んでおられる
方は︑時短指導員が各
地に駐在し︑必要に応
じて最寄りの労基署へ
問合せすると︑指導員
が巡回して頂ける仕組
みになっておりますの
で大いに利用して下さ
特に︑これらの労務
改善をされずに労働災
害を発生させた場合に
は︑重要なチェックポ

イントとして違反があ
れば︑法令違反として
賞罰の対象となります
ので︑事業主としての
責任は免れませんので
充分な整備が求められ
ますので念の為！
県板の組合員であり
ながら︑今だに労災保
険の未加入者が大勢見
えられるとの事︑困惑
している処です︒一旦
事故に遭遇された場合
には救済の手段はあり
ません︑但し継続事業
で従業員の災害につい

中村支部

が大変役立っている︒

疲れても勉強の為に一
生懸命に行った３年間︒

一ヶ月に９日間の夜
間授業があり︑仕事で

くは県板事務局へ︒
沼津

の人々を保護するため
ては労基署へ申出て︑
認可されれば２年間湖 に特訓加入制度が成立
って費用の徴収があり︑ しました︒これらを良
く理解され︑未加入者
は早急に加入される事
を切に望みます︒詳し

叱吃を受ける覚悟で望
む事が肝要かと思いま
す︒何故なら！未加入
だからです︒但し一人
親方並びに事業主につ
いては事実が確認され
た時点に於いて加入し
ていれば当然適用にな
りますが︑まったく無
視して加入しなかった
芳々には認められませ
ん︑﹁どうしてか﹂と
申しますと︑指揮命令
権を有し︑事業経営に
参加しているとの事で
対象外となる事からで
す︒そのためにそれら

い友人・知人﹂という
関係でいたいと思いま
す︒色々あった３年間
の思い出の旅行として
卒業旅行には伊豆の土

肥温泉に一泊二日で
行って︑帰りには堂ヶ
島の遊覧船に乗り洞く
つ等を見て少し感動し

江南支部

私の愛知県板金技能

たけれど︑皆と楽しい
思い出が出来てとても
よかったと思います︒

謝しています︒

愛板協会の皆様︑学
校の関係者の方々︑そ
れと事業主の方本当に
ありがとうございまし
た︒自分達の将来の為
にいろいろと御指導い
ただきましたことに感
で守谷︒◆●︒●●■●■●︒◆●●●︒■︒●●■●︒︒︒︒■ＣＯＯ■︒●■︒︒■ｓｅＧｇ

Ｆ●９００ウ︒●①︒ｅ●申︒●●●●︒●●︒ａｅＧｃＱ︒Ｇ令●■句︒●吾●台︒■●●●●

間として︑やはり使わ
ない技術も︑全ての板
金の技能の元と成る物
でしたので︑これから
次の人達に伝えていか
専門校での三ヶ年間は︑
大学では学べない事や︑

今日では︑仕事の上で
は使わない技術を学び

なければならないので︑

私は人の上に立つ人

とてもいい勉強が出来

ました︒

●叩巾心心心心心旧旧叩ⅡⅡⅡⅢ川Ⅱ叩ⅢⅡ■︒●●●︒●●■●●●●●●申●●●●●︒︒◇一

午●●●ＰＣ︒●●●●●︒●●●●●④●包り①●で■●匂●ｐ●せ●●ｐ●●●ｄＧｐｐ号申・

石田浩一一

宮●︒︒︒︒●︒︒︒＄︒︒●︒●︒Ｕ●◆︒■︒︒●●旬︒●︒︒●００９Ｃ０００ｅｑＣＱ申

河野稔一

●●︒◆︒●甲︒■ＯＧＧｐｐＧＯ●ｃｃ︒●︒●●●●９︒●ＣＵＧ◆◆︒●ｅＱＣ◆●・寺︒●

夜間の学習にて日々の
現場より直接専門校に

ることと思います︒

今年卒業までには長
くも感じられた３年間
でした︒でも羽期生と
して入校した頃はⅣ名
いた生徒も巧名になり
ましたが全員卒業出来

通学して毎日が苦し

つづってみた︒

かったけど︑今では良
き友達も出来技能も覚
え有意義な三ヶ年でし
た︒修了式を間近に迎
え修学旅行の思い出を

でも︑もう卒業となる
と友達になった皆と会
える機会が少なくなる
ような気がしてさみし
いと感じています︒で
も学校で知り合った人
達とはいつまでも﹃い

場で施工出来概製品等
が数多く使われてる現
在︑手加工による技能

よでて

需桂咽詠羽歓心識心歓得呼埴歓心社咽麓咽桂咽撒桓弥屯社咽社喧歓屯社屯泳唾山野艶咽祉堰︑雷山野社厄歓咽緋咽歓咽社咽謹碍雷撒恒強唖桂屯撒咽麓垣離咽雛宅散咽撒垣撒や離咽﹄呼出野趣咽誌咽撞罰艶咽識咽雛汗雷︑騨離屯社屯社屯職麺却毛濫鍾離咽社猶敬鍔

修学旅行
愛知県技能専門校で
は第調期生︵哩名︶２
月１日〜２日バスにて
西伊豆方面に出掛けた︒
天候にも恵まれ日頃は
授業︒集合実技に追わ
れながらも最後の訓練
生活を楽しんだ︒専門
校に入校して三ヶ年の
学習を終え︑日々の板
金工事にも実習等にて
習得したアーク溶接・
一文字葺・亀甲張等現

に

平成７年４月１５日（２）
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この三年間は私に

ました・・

なものでした︒

とって︑とても有意義

西支部

ざいます︒

あらためて︑諸先生
方にはとても感謝して
います︒ありがとうご

りがとうございました︑

色々とお世話になりあ

員︑講師の方々には

別の事でも自分にとっ
てプラスになりました
今後は調期生の会とし
て皆んなとの交流を広
げ何時までも続けてい
きたいと思います︒役

は色々勉強になり又︑

はありません︒三ヶ年
間を振り返り板金の事

榊原康博

●○句■Ｏ■ら卓○Ｇｅｅ︒●●■●○台︒○○○○弓●ｅ■●︒︒●●◆◆●甲︒●●■申●●

卒業旅行を終え一一一年

︒︒︒●●●●●︒●●●●●◆●◆︒●●︒●旬︒■●︒●ｂ●●●●申●●●■◆●もり●令

生皆んなの和が一段と
固まったと感じました

又︑一人一人の良さ

個々の性格等が以前よ
り増して解りました︒
皆んな思いやりがあり
いい仲間です︒旅行自

①︒︒●○○＄■●︒︒●■︒●●■旬︒︒●甲●︒●◆号呼●●◆︒︒●●０●ｄｑｇ４●Ｃ●二

ございました︒

三ヶ年間ありがとう

勉強になりました・

講師︑指導員の方々
にも大変迷惑をおかけ
致しましたがとっても

︷９０

色々な事を習い話し合
い等をして人生的に役
に立っていくと思いま

だけではなく他に︑

付き合いをして行きま
す︒ただ仕事をしてい
るだけ︑勉強している

■︒Ｇ各己●●●●Ｇ●●ｅ●●ｑ◆●Ｏ■●●●■●●■︒︒Ｏ●●︒●も●●■●ウ●●︒■

伊藤誠悟一

体は海外旅行みたいに︑

派手ではありませんが
天候も良く富士山も美
しく見え︑国内旅行も
まだまだ捨てたもので

南支部

僕は今一一一年生もうす

●○○○︒■■■■︒︒●●︒︒●●︒︒●●●︒●︒●●●○寺︒︒●●◆●●●■■︒●年●・

ですけれど⁝⁝まあ︑

ぐ卒業です︒でも補講
があるかも知れません
出来れば無い方がいい

それは良いとしてここ

今︑卒業旅行の真最

までは前書きです︒

中ですこの三ヶ年間

はっきり言って︑いや
な時もあったけど︑良
い友達が出来た様な気
もします︒調期生咽名
全員のフルネームは言
えないけど皆んなの顔
は忘れません︒実際思
い出に残る良い三年間
でした︒皆んなとは第
調期生で三九会と言う
会を作って今後も長い

(3)平成７年４月１５日
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我々の回りにはカタカナの文字や言葉があふれている。カタカナやアルファベットが多く使われる。それがデタラ

初めて見聞きするカタカナ言葉の多くはチンプンカンプンメ語であるか否かにかかわらず、その意味が理解できなけ
ではなかろうか。英語などの外国語をカタカナに直した語ればこまったり失敗する事も有る。そこで私が思いつくま
は英語の読解力があればある程度意味が分る。しかし多くまに独断と偏見で列挙してみた。皆さんの参考になれば幸
のカタカナ語は、適当な英語などを当てはめカタカナに直いである。誤りや疑問が有ればぜひお聞かせ願いたい◎

したり省略したりしたものが多いので、必ずしも英語圏で碧南高橋銀吾

そのまま使っても通じない場合が多い。我々の仕事上でも
'網毎,や己〆侵ご″忽壱〆毎乞戸＜吟じ〆盆壱〆やご〆翁乞〆余cﾀヴ侭や,葱勺〆詫z琴髭ＥＣ'だ宅〆③シ夢f9cP柔弓"鐘c""負う, 盆ごグベ:ご〆畠c,含ンや己,ｩ律ｃ,ヴ令乞〆鍾毛〆 "｡fもシヴ奔c,ヴfお〆令シダ全ごヂ患乞,毎c"髭彩"転宅夕諸ＥＣ〆念壱〆君ｃ･ジ晶箸,懐全邑夕嶺c,やシ桑乙,ヶ舗七"毎や,グ侭ペンや・′'令シｄｆＥｃ"晶馨〆呂弓ンベＥＣ〆掲や〆壷想夕苑ＥＣ〆fもこ戸

ラミネート……Ｔ,劇TrriT,月tｅ薄いフィルムなどを張ることジー・アイ・エス……Ｇ,1.S・
（参)エバーラミアクリル亜鉛鉄板を示す消略語で国際的に通じる

ジョイントベンチャー……ＪＶ共同企業体カッパー……COpper銅
ジョイントアドベンチャーと言わない様に（参)カッパーソフテン

インシュレーション……Insulation断熱・絶縁ブロンズ……Bronze青銅
ベンダー……Bender折曲機プラス……Brass黄銅・シンチュー
ベ ン デ ィ ン グ マ シ ー ン （ 参 ) ブ ラ ス バ ン ド

VendingeMashineは自動販売機の事フレキシブル……Flexible
ステンレスシーム……溶接工法融通のきく、曲げやすいしなやかな

ＮＺ工法・Ｐ＆Ｐ工法等（参)フレキ（フレキシブルボード）
シームとは縫い目とかハゼの意味で、スポット（参)フレックスタイム制時差出勤制

溶接を連続的に行う溶接。エクスパンションジョイント……Ｅ］や.J・伸縮継手
黒のアミタイツのシームを見るとドキッとさせリッジ……Ridge棟
られる。シームレス溶接と言わない様に（参)カラーベストの棟役物「ハイリッジ」
メンテナンス……Mentenance修繕ピービーシー……ＰＶＣ硬質塩化ビニール

スキャフォルディング……Scaffolding足場塩ビ雨とい・塩ビパイプなどの材質
最近トラックにこの文字を書いたのをよく見かエフアルピー……ＦＲＰ
け ま す ガ ラ ス 繊 維 入 り 強 化 プ ラ ス チ ッ ク バ ン ポ ー ラ
ウ エ ル ダ ー … … W e l d e r 溶 接 機 イ ト な ど
ソルダー……Ｓolderハンダピュービックヘァ･･･…PubicHairヘアヌードのアソコ

クリアランス……Clearance寸法などの余裕をみる事又、PubliHairとまちがえないように
切断機などの上刃と下刃のすき間。エイエム……Ａ､Ｍ・午前
（参）クリアランスセール商品一掃売出しピーエム……Ｐ.Ｍ・午後

ロールフォーミング……ＲｏｎＦｏｒｍｉｎｇＰＭ５時などとよく使われるがこれは和製英語。
ロール成型。成型角波折板などの成型方法以前「ｌｌＰ.Ｍ,」というウッシッシの深夜テレ
ーューマテリアル……NewMaterial新素材ビ番組があったが、これが正しい英語である

ステンレス・チタン・形状記憶合金などがこれ−次回に続く−
である
承
鰯覗恐職謡弗．
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︾轟轟︾︾錨秘密︾

︾︾︾︾︾︾︾︾︾

が︒

で︑ここでも我々が出
る幕はなくなっている

▼その道のプロに
誇りを持とう▲

﹁仕事では︑やらない

けることになる︒

雨樋は塩ビ製で樋を
加工するといえば︑中
樋や谷樋くらいでほと
んどが既製品を取り付

訓練生の卒業作文に
次のような文があった

ないかと思う︒

外壁の役物でも最近は

ようなことを習った﹂
今に始まったことで
はないが︑最近は特に
その傾向が多いのでは

何処の問屋さんにも

みや取り合い水切り︑

ではないかと思う︒

日頃仕事を受注して
いる工務店とかゼネコ
ンまたは大工さんにし
る仕事の内容はだいた
い同じような工事内容
霧除け庇等も金属製
の既製品が多く使用さ
れている︒屋根の棟包

年間を通じて住宅建
設を多く施工している
工務店が︑神社やお寺
を施工すると言うよう
なことはまずあり得な
いと思うからである︒

かろうか︒

販売されている水切
りにしる棟包みにしる
継ぎ目はすべて切りっ
ぱなしになっている︒

これだと右登りであろ
うと左登りであろうと
どちらからでも取り付
▼第４面につづく

揃っているので多くの
人が︑そういう製品を
使用しているようだ・
仕事に追われて自分
で加工していられない
と言うこともあると思
うが︑熟練技能者であ
る我々は自前で加工し
て取り付けるのがやり
がいのある仕事ではな

ことはない︒

であるから住宅工事
を主な仕事内容にして
いる板金店が︑﹁みの
甲﹂の納め方を知らな
くても何も問題にする

しかし︑日頃仕事で
やらない作業と言って
も台所のフード天蓋を
作ろうとすれば展開も
必要になってくると思

う︒最近は︑レンジフー

ドで施工されているの

▼第Ｂ面よりつづく
けられるから便利と言
えば便利である︑継ぎ
目にはコーキングをす
ればすむことであるか
新しい製品が出る度
に施工法も変わると言
うようなこともないと
思うが製品のことは熟

変わらないと思う︒

エ法があるがそれでも
基本的なことは従来と
困ることが多い︒

イルとか︑とにかく樋
受けや堅樋の金物には

知していないと間違っ
た施工をしてしまう︒

ない︒ただ真夏だと

そこで耳よりな情報
をひとつ︒接着剤の利
用である最近は接着剤
が非常に良くなり分単
位で固定されるカート
リッジタイプの２液製
でノズルの先でミキシ
ングされるため無駄が

ないくらいである︒

軒樋など何処のメー
カーもいろいろの品種
を出していて覚えきれ
あっと言う間に固定さ
れてしまうので前もっ
て下準備をしておく必
要がある︒詳しくは鷲

と致します︒

お願いし︑就任の報告
げます︒

御指導をお願い申し上

午後五時半終了③

委員七名出席

一一九三号編集会議

朝のラッシュ時に一
般大衆を巻き込んだ毒
ガステロ行為を︑誰が
何の目的で実行したの
だろう︒無味無臭︑吸
い込めばたちまち神経
マヒを起こして死亡に
至る化学兵器を︑使用
すれば当然大勢の犠牲
者が出る事は承知で車
内へ置いたグループと
は何者なのか︒最後の
一線と言われた毒ガス
によるテロ行為は︑他
国に存在する凶悪テロ
集団でもかって一度も
使われた事は無かった︒
それが一番安全な日本
で使用されたとは許さ
れる問題ではない︒
その後に起きた警察
最高幹部襲撃事件︑位
致監禁・毒物製造容疑
で大掛かりな立ち入り
捜査が続く宗教団体な
どの関連を検察の威信
を掛けた事件解決を早
期に望むものである︒
三月二十八日㈹晴

いいかも知れない・

世界一安全な国と言
われた日本国も今や世
界一安全で無い国にな
りつつある︑と云うよ
りなったと言った方が

地下鉄サリン事件︒

編勇麗詔

今年は︑役員改選にあ
たり︑新役員の紹介を

組合長大友堅治氏

◆◆◆

青年部長岡戸清浩氏

します︒

同副部長榊原弘氏

尚知多青年部も去る
３月過日︵水︶神戸公民

東三脇坂

以上の皆さんです︒

〜●〜．〜

会計平松賢治氏

副部長赤川雅祥氏

部長河田雅彦氏
副部長坂口優氏

▼青年役員紹介
〜●〜●〜

が選出されました︒

◆◆◆

吉田万作氏

書記・広報委員

会計金田泰行氏

以上の如く報告させ
沼淫

副組合長小林良昭氏
副組合長宮下善博氏
副組合長脇坂美治氏
て頂きます︒

館に於いて定例総会を
催し︑今回は役員改選
もなく現体制で平成７
年度を継承する事とな
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−ｖ東一二支部

与恭句輔宇冠年

竜わ︒

いものだ︒

しかし︑これでは私
たちはこの道のプロと
いって誇れる物ではな
いと思う︑継ぎ目はハ
ゼでないにしるアダ折
りぐらいはしてほしい
コーキングは上辺に塗
るのでなく︑重ねの中
に塗るように心がけた

静緯

去る︑三月十九日桜

一.−F戸戸−M蝉郵罰壷Eﾜﾜｱ写宏

もほころびる季節と

芽
噌
甜
ﾐ
､
:
"

鷲見収

瀞一議扇鍵／

見までお尋ね下さい︒

なったこの頃︑東三支

部の総会が豊橋市の高
千穂会館に於て︑午前
十時定刻より行なわれ
た︒副組合長の領編さ
んの司会により︑組合
長挨拶があり︑その中
でも一昨年度より︑組
合事業にたいし多数の
協力に於て成功しまし
議長には︑繍繍氏が

た︒

選出され議事に入り︑
がスムーズに承認され︑

事業計画︑会計報告と

隠鍵簿

端隠しやケラバも窯
業系の製品が多く使わ
れるようになったし外
壁などはＲＣやＡＬＣ
木造にセラブリックタ

副支部長蟹江利夫氏

支部長蟹江重光氏

理事月東巌氏

塞録溌江謡雛難瀦淡蝋豊

灘

聾

新しい製品には新し
い取付工法や正しい施

支部だより
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一▼知多支部

知多支部は去る３月
四日︵日︶エスペランス

声郡

ｊｆ簿，

．T6号

理事下郷充俊氏
理事土井圭一氏
理事桧谷忠勝氏
理事近藤久永氏

◆◆◆

謎
、
蕊

鐸y錘［
堀４

芸蓋 睦

以上のメンバーを構
成されましたので︑御
支援︑御協力を重ねて

鍵
霧耀

丸山に於いて︑衆議院
議員の久野統一郎先生
を来賓にお迎えし盛大
に平成６年度の総会を
催し︑新執行部が誕生
した︒尚今年度は役員

◆◆◆

改選の年であり︑次の
新役員が誕生した︒

灘
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