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フィージビリティー

今回の調査は︑組合員

作って取り付けたとのこ

楽しみの一つにしていま

板金技能専門校に於ても

されるので︑事業者に

り毎年人気が集まってい

の内容を知っていただき

す︒一般の方々に訓練展

んと良い表札が出来上り

とって理解度を示す時期
で︑経済の動向に左右さ
れるが︑感覚の切換へを

る︒今年はとくに婦人の

れないかなづち等を使っ

得する場でもあるでしょ

に必要な知識と技能を習

共に訓練実演を行い訓練

に参加し︑一般の方々と

て楽しく作品を仕上げて

授業の学科として訓練展

も発表されよう︒皆様方
に配布され︑届き次第中

いた︒婦人の方々は家庭

数千人となり﹁職業訓練﹂

う︒二日間にて来場者も

が少なく興味心々にてな

大変うれしい︒訓練生も

と︒作るにつれてだんだ

早急に望むところである︒

方々︑小学生の皆さんが

銅板による家紋・レリー

に揃えるのは至難といえ

調査内容が今期中に整理

の業界は一人親方から複
数の従業員を携えての事

よう︑私共組合員もこれ

検討され︑編集にと全力

フ︒表札作りの体験があ

らの機会に是非共︑調査

業所なども数多く︑同一

内容を思い浮べ︑労働条

数多く参加され子供さん
達は学校にて工作の時間

味を参照され︑大いに参

で使用するトタンバケッ

を注いでおり︑結果報告

の折には人材確保に有意
義ではないか︑現代の若

の取手の取付︑ステンレ

件や福利厚生面に施策を
講じるならば︑人手不足

人にとって金銭感覚より

ご繁栄に寄与して頂き︑

考並びに専門的な図普と
して︑ご活用頂き事業の

議を７月幻日︵月︶県板３

回目の運営会議を重ねた︑

れ︑２月末日まで︑尚４

も︑余暇を楽しみ快適な

ただき次代をになう若い

を理解し関心を高めてい

に取り組んでいる姿に︑

Ｆ会議室に於いて審議さ

これらの審議の中で真剣

スのチリトリの最後のリ

訓練校に数多くの人達を

人達に技能を身につける

作りを行っている事を
知っており自分の手で

一元

③相談コーナーの開設訂

ぜひ作りたいと御主人・

分の手作りと自慢げに話

奥様の名前を三時間程か
けて︑額に汗を流しなが
ら一生懸命作っておられ
すばらしい出来上りとな
り私の一生の思い出深い
表札となり新居の玄関に
輝やくことでしょう︒定

しそれ以後別枚ぐらい

名古屋と尾張会場のみ︑

で購入したかと言われ自

り付けた処知人より何処

前回自分の表札を作り取

年退職された年配の方は

品物もあり人気をよんだ︒

日午前皿時主催者による
テープカットを待ちきれ
ずに会場には数十人の列
が出来時間と共に各訓練
団体の即売品をめざして
訓練展が始まった︒毎年
開催される行事とあって
来場者も増えて︑訓練生
が製作した作品にて一般
の品物よりも安値にて即
売品もすぐに売り切れる
することにより︑皆さん
に﹁職業訓練﹂を理解し
関心を高めていただく為
に︑愛知県職業能力開発
協会及び愛知県技能士連
合会が開催し別団体が毎
年県内三会場にて行われ

となりその内容を．⁝．⁝．

交互に会場を変更して催
される︒今年は尾張会場

西春井藤

送ってほしい︒

たきながら自分で作るん

ベット仕上げ等に手をた

″磨いた技″

主な行事内容は
⑪職業能力開発事業の紹
介︵各種パネル・参考作
品等の展示・来場者によ

思い現在は表札がないま

作った表札を掛けたいと

愛知県職業訓練展
第記回愛知県職業訓練
展が１月 ・羽日尾張会
場・西三河会場・東三河
会場に於て盛大に開催さ

よる訓練実演︶

る訓練の体験・訓練生に

張っていた︒会場には岐
阜より毎年参加している
婦人の方は昨年家を新築
したがこの会場にて表札

れました︒

如何に理解度を深め︑答
えて頂く事かに審議が繰
り返され︑細部にわたっ
ての施策が検討された︒

送扱いでの必着とした︒

部長を通じて︑全組合員
に配布され９月中旬の期
限付で︑無記名による郵

ま︑今年は尾張会場にて

これらの資料は各々の支

ケートの設問に対して︑

だとの楽しみもあり頑

大いに活用して頂きたい

査の趣旨説明などにより︑

わって頂き︑アドバ

②訓練生の実習作品の即

この愛知県職業訓練展
は県内の公共職業能力開
発施設及び認定職業訓練
実施事業所・団体の訓練
生の実習作品の発表等を

方法などに併せ︑アン

現状の把握と資料の配布

感動を覚え貴重な体験を
肌で感じた︒先づ経過を
述べさせて頂いたが︑調

職場改善︑福利厚生の充
実といった労働環境にま
つわる課題と︑経営のメ
ディア化など数多くの対
応に迫られ︑一刻も早く
改善案を︑各位に普
及する事により︑組
合員の資質向上に寄
与する為のものです︒

務所の支援を仰ぎ︑

下焔事業所が抽出され︑

これらの調査に合せて
経営者の意識調査︵ヒャ
リングによる面談︶も実
施した︒対象事業所は県

調査事業を実施す
るに際し︑学識経験
者である大野経営事

す︒

専門委員として加

啄散箭醤散乱唖曹曹曹瞥益醤溌や嘗曹睡醤

と思います︒沼津

＆▼！王丁ＡｕＪエ号

電話７３２−１２２６
職場環境を求め︑自分自
身の生活にエンジョイを
求めているのではと想定
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発行広報委員会

の意識改革と︑未来への

るものです︒

名古屋市昭和区
北山町３−８−６

探求とに鑑み︑時間短縮︑

補助金によって運営され

調査実施について
愛知県板金工業組合で
の一環として︑平成７年

は︑創立鋤周年記念行事
度の平業計画に基づき︑

労働環境改善フィージビ
リティー調査事業を実施
する事となった︒これら
の事業の調査に当っては︑

板金工業組合

専門委員の先生方が分担
して︑尾張︑三河︑知多
などの地区を巡回され実
態調査が行われた︒それ
らの実態調査に基き︑概
要を申上げるなら︑私共

綴

鵜

国・県・中小企業団体中
央会のご支援を仰ぎつつ︑

愛 知 県
イスを受けるもので
尚︑当組合からは
平野理事長を統括委

員長に選任︑一方
各々のブロックから
構成委員皿名が選出
され︑第一回目の会

『

第３０３号

板
瞳
(1)平成８年３月１５日

知活動を通じて︑職長
から末端に至る迄︑懇
切丁寧に指導される事
によって成果は得られ
る事と思います︒

これらの事は事業主
として︑経営者として
社会通念上放置する訳
にはゆかず︑職務であ
ると表現しても過言で
はなく︑徹底した指導
の基に︑より良い職場
環境の形成に努め︑活
発な安全活動を︑継績
される事を願いたいも

当っては充分な御理解
を頂き︑円滑に事務処
理が継綱されている事

労災保険の連用に

のです︒

猶予ならぬ事態と受け
に敬意を表したい︒
一方依頼される側に

事業主︑事業者は安全
衛生法の趣旨を良く理
解し︑研修会・講習会
などに積極的に参加し
理解を深めて頂くと共
に︑必要限度の技能講
習を取得させ︑危険予

の方々は除外されるが︑

就事者は下請であれば
元請の適用を受ける事
が出来ますが︑元請が
なく事業場で稼動する
場合は︑関連する業種
の労災保険︵継績︶に
加入し︑労働者として
保護を受ける事が出来
る︒又突発的に応援者
を求め︑万一の事態発
生の場合は︑特別加入

寛容かと思われます︒

特別加入者以外の方々
は適用を受けられる事
となるので︑事務担当
者にご相談される事が
労災保険の一般的な
運用を記述させて頂き
ますので︑宣しくご理
解の程を次の通り！

◎通勤災害
︵複数の現場の場合︶

一︑被災労働者が︑元
請事業場︵工事現場︶
に直接出勤する場合で︑

険者の対象は︑事業主︑

←元請事業所現場
二︑下請事業所︵事務

険関係で処理する︒
自宅←︵直接現場明確︶

就労現場が明確な場合
については︑元請の保

一人親方︑家族従事者
等であり︑一般の雇用

特別加入された被保

注意を要します︒

事故発生の状況と原因
を速やかに報告される
事が望ましく︑遅れる
と手績上支障が生じる
事も考えられますので

諸帳簿の備付と同時に︑

これらを願りみる時︑ 申上げたいが︑依頼し
た内容を充分に把握熟
知し︑後日の紛争を避
けるべき︑指示された

している現状をみる時︑
止め︑最善の防止策↑せ
と思うところです︒

昨今私達を取巻く環
境は厳しく︑業界を圧
迫している事は︑いう
まででもなく︑一刻も
早く景気の回復を望む
ところです︒さて︑私
達の業界も近代的な建
築の美観的な要素が多
様化し︑高所作業に伴
う危険度が増し︑労働
災害が最近急激に多発

Ｊ労働災害の防止と
労災保険の運用について

平成８年３月１５日（２）

板
愛
第３０３号

確な場合は右記の一︑

所︶を経由して就労現
場に赴く場合︑住居と
下請事業所問
い当日の就労現場が明
による︒

自宅←現場明確←事務
所←就労現場
⑨当日の就労現場が不
明な場合︑下請事業場
の継績事業︵事務所又
は作業所︶の保険関係
で処理する︒

尚継績事業の保険の
ない場合は︑下請事業
場の雑工事︵新規成立
を加味︶の保険関係で
処理する︒

する︒

自宅←現場が不明←事
務所←就労現場
◎業務災害
㈲︑被災労働者が建設
事業の現場で就労中の
災害はすべて元請事業
場の保険関係で処理す
るほか︑下請け事業場
の提供するマイクロバ
ス等に乗車させ︑就労
現場まで移送中の災害
についても︑当該労働
予定又は終了現場の元
請け事業の保険で処理

場︵工場又は倉庫等︶

口︑下請事業場が作業

係がない場合は︑下請
け事業場の雑工事の保
険関係で処理する︒

軒献珂碓畿巌幻献咽歓珂益咽砥画睡咽慾勺散唖離岱咽歓咽睡

以上通災︑業務災害
の処理の方策を記述し
ましたが︑これらは通
常の加入保険︑即ち有
期事業主に一括継績事
業の一般論を申上げま
したが︑但し特別加入
者については︑取扱は
何ら変りはありません
が︑運用が異なり誤解

すので御注意を︒

を招くお恐れがありま

あくまで事務処理の

原則を申上げましたが︑

沼津

問題の事案が発生した
場合には解釈上の面か
ら︑最寄りの労基署又
は県板事務局へ︑具体
的な資料を添えて︑相
談して頂く事が望まし

いと思います︒

酢弔離毛・戴屯益咽詑沌祉咽・畝咽離哨泳ｑ麓咽麓咽歓裾呼離や魅や鞍︒伽

二﹃月四Ｆ日の感程動

からかもしれない︒又︑

小学生の子供がいる
せいか︑中日新聞の中
日サンディー版も目を
通す︑個人的には北見
けんいち氏のファンだ

香さんを紹介していた︒

ぱいだよ﹂という内容
で︑三十年代の食卓が
なつかしいというマン
ガだった︒そうだった
よな︑お父さんの子供
の頃もそうだったと子
供に話しつつ︑ＣＢＣ
テレビの十一時の放送
で﹁海の向こう三年目
のカンボジア﹂として
カンボジアで移動図書
館で活躍してる高山由

ＮＧＯ︵途上国へ援助
してる民間組織︶に所
属しているボランティ
アです︵ＮＧＯからの
給料は七万円だそうで
ある︶カンボジアで活

ああこういう日本人の
若者がいるんだと思う

躍してる彼女を見て︑

﹁スキヤキ﹂で元気く

なった︒現地語で唄い

と感激でいっぱいに

クロスワードクイズや
文字クイズなど子供と
一緒にやる事もしばし
ばである︒平成八年二
月四日のサンディー版
を見られただろうか？
私にとって非常に考え
させられる新聞とテレ
ビだった︒北見けんい
ち氏の﹁元気くんパー
トⅢ﹂は︑昭和三十年
代の時代背景で︑めっ
たに食えない﹁スキヤ
キ﹂を食べる所と︑現

残し︑﹁もうオナカいつ

んの子供たちが︑肉を

在はいつでも食える

︵継績事業︶の保険関

を有し︑建設資材もし
くは機器等の製作︑修
理を労働者に行わせた
場合の災害は︑当該下
請事業所の主たる事業

ながら紙芝居をする彼
女の瞳がほんとうに澄

私が初めてテレビを

んで輝いていた︒

見た時のあの感動は︑

カンボジアで紙芝居を
観てる子供達の同じ目

だったのではないか︑
物欲的には満たされて
る今の日本人が今一番
飢えてるのは感動する
事かもしれない・
戦後以来﹁復興﹂の
合言葉のもとに︑この
五十年︑がんばった日
本︑いい国と思うが︑

犠牲？忘れた？今さ

び愚者は体験に学ぶ﹂

ら？﹁賢者は歴史に学

とビスマルクは言いま
した︒今の日本は後者

ではあるまいか︒
二月四日の夕食時︑

てくれました︒︵ちょっ

月々五千円で途上国の
里親制度がある事を知
り︑子供達︵三人いま
す︶にお小使いの中か
ら三人で千円だし︑残
りの四千円は私が出す
事を提案したら︑三人
とも﹁いいよ﹂と言っ

ぴり感動︶今︑詳しい

北見けんいち氏の

事を調べてるところです︒

﹁元気くん﹂とカンボ
ジアでがんばっている︑

高山由香さんに心より

パパ

エールを送ります︒
感動をありがとう︒

われる︒

一

グループ化が進むと思

主催愛知県板金総合職業訓練協会
県板名古屋・尾張・知多支部

第皿回新春板金セミナー

新春セミナーも回を
重ねること浬回を数え︑

今年は名古屋の中心栄
の愛知県芸術文化セン

躍が期待される・

ドームの屋根の概略の
説明があった︒この工
事の詳細は西支部の松
代氏が施工に携わった
のでサンプルを参考に
説明があった︒来年の
春には名古屋ドーム球
場でのドラゴンズの活

れた︒

いておられるので参考
にしてほしいと講演さ

た︒

午後は原裕一郎氏の
﹁マルチメディアと生
活革命﹂の講演であっ
一九九二年にバブル

議麓蕊

がはじけて四年がたっ
た不況対策には四五兆
円が投入されたがいっ
こうに景気は上向いて
こない今は非常時の時
代である︒アルビン・
トフラー博士が言って
いる﹁第三の波﹂は人
類は過去に二度大きく
時代は変わった狩猟社
会から農耕社会へ︑農
耕社会から工業社会へ
そして今工業社会から

情報社会へ変わろうと
している﹁第三の波﹂
が来ているのである・

マルチメディアとは
文字・音声・映像など

演であった︒

情報は一方的に送ら
れるが受ける側で価値
が変わると原先生は説
かれる︒一時間半の講

﹃情報は受け手の価値
によって決まる﹄

のである︒

九九五年〜一九九八年
が﹁どん底﹂であり現
在の工業社会が終わり
二○○○年には情報化

で価値のあったものが
価値をなくし︑情報社
会ではまた新しい価値
︵智閥︶が誕生するで
あろう︒我々は丁度そ
の時期に遭遇している

社会になるだろう︒

くであろう︑最低は一

戦国時代が非常時で
徳川時代は平常時︵安
定時︶明治維新で非常
時になり大正時代が平
常時︑昭和始めから昭
和三○年までが非常時
で︑それ以後四○年間
バブルが崩壊するまで

十年前の明治維新前後
の時代と今の現代と非
常に良く似た共通点が
いくつかある︒この非
常時は昭和六十一年か
ら平成二十二年まで続

安定した良き時代で

一§

即日ゴルフコンペ

８日役員会

尾張連合会

旧日例会胆名

犬山支部

８日支部定例会

春日井支部

４．５日青年部総
会旅行片山津
別日青年部例会
羽日支部役員会

一宮支部

肥日決算総会出名

緑支部

８日支部例会週名
閉日青年部例会

昭和支部

鷲見牧

蚤心社や歓心益心麓蚤喧離や益垣識灘議屯往咽歓屯強咽祇謁

剛日三役会
妬日青年部勉強会

２日定例会酌名

東三支部

岨日支部理事会

知多支部

凪日第８回役員会

共同購入
豊田支部

ｕ日青年部ボーリ
ング大会躯名
Ⅳ名青年部新年会
岨日コーキング材

碧南支部

妬日支部総会沼名

巧日役員会岨名

岡崎支部

２月各支部の動き

蒋恥軒叱幣誰咽散咽獣呼呼酢咽益咽出普碓咽甜針蚤咽散屯苛咽﹄．

情報社会では工業社会

会 で は 価 値 を な く し た ︒ 複数の情報を表現する
そ し て 工 業 社 会 で は 新 形態の事を言う︒今後
しい価値を持ったもの より進歩するので乗り
︵財閥︶が出た︒当然
遅れないよう勉強したい︒

あった︒いつの時代の
非常時にも言えること

騒製鵜

移動性であった狩猟
社会が定住して農耕社
会になり価値のあった
もの︵閏閥︶が工業社
は

①目先が不透明である
②権力者が最後のあが
きをする
③現勢権力者が負け新
勢力者に変わる
日本においては約百二

灘

』
瞳

また銅板製屋根問題
にふれ中国の石炭生産
が活発であり偏西風の
影響で日本では今後も
酸性雨が増えると思わ
れる︒詳しくは全板新
聞第四六二号と四六三
号にタニタハウジング
市場開発部長狩野明夫
が﹁酸性雨が銅板に及
ぼす実態と対応﹂を害

蕊
蕊
;
蕊
蕊
f
ｉ

ター廻階のアートス
ペースと言う会場で１
月虹に開催された︒
会場が芸術文化セン
ターという名の施設で
あるため我々のような
業界には少し場違いの
ようで会場を使用に当
たってはいろいろな制
約があり執行部では苦
労をされたようであっ

知らずとの事である︒

講演に移り最初はタ
ニタハウジングの名古
屋営業所長木山正一氏
が住宅新聞に埼玉県の
施主から寄せられた記
事を取り上げ︑工事を
依頼した袴田工務店は
今では当たり前になっ
ている︑現場に仮説ト
イレや喫煙用に大型灰
皿設置・週末には現場
内の清掃を十五年前か
ら実施していて工事を
依頼している施主から
好評を得ている為不況

最近では大手住宅

4

た︒

主催者の挨拶に続い
て来賓の挨拶があった︒

全板興業の篠原氏は
挨拶の中で瓦屋が雨樋

まで施工するような
ケースも出ている︑こ
のことは不景気で仕事
が減っているからで異
業種にも仕事を広めな
ければ乗り切っていけ
ない状況であると挨拶
された・

毎壷＊
勺申

灘

灘

灘

蕊蕊

I11i繍懸灘議 蕊議

蕊

露 灘蕊
副弔

続いて今名古屋で工
事が進んでいる名古屋
ドームの屋根工事に携

メーカーが建築工務店
にも入り込んでチェー
ン化とかグループ化を
進めている︑その傘下
に入った方が仕事が安
定して受注できるよう
でこれからもいっそう

帝紅

一
重
=
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早春の駿河路を行く

斎藤充昭
と観光用に残されたみ
かんまで彩りを添えて
早春を演出している︒

ここ由比町は東海道五
十三次・十六番目の宿
場町で栄えた所で︑﹁倉

秋期は十月下旬から十
二月迄で資源保護のた
め操業期間が決められ
ている︒出漁期間中晴
天の日には︑朝水揚げ
された﹁桜えび﹂が富
士川の河川敷の干し場
に素干しされる︒広大
な河川敷を桜えびの朱
色の械種を敷き詰めた
正面に︑富士山の偉容

早朝午前四時に自宅
を出た写真ボケのオッ
サン三人組は︑駿河湾
を濃いオレンジ色に染
めて立ち上がる朝日を
浴びながら︑東名高速
道清水ＩＣから国一静
青バイパスを経て︑七
時前に最初の目的地で
ある︑静岡県庵原郡由
沢・寺尾﹂の町並みは
当時の街道の面影を今
に残している︒また神
社仏閣も数多く歴史の
好きな人には﹁旧東海
道の町並みと史跡訪ね
歩き﹂など興味深い街
である︒また昨今の由
比町は史跡と古美術と
桜えびを中心にした観
光事業に力を入れてお
り︑宿場町の本陣跡を

と東名高速が走るロ

標高二四四ｍの峠周辺
はみかん畑が連なり正
面に富士山︑崖の下は
東名高速と国道バイパ
スが走り︑駿河湾の青
く広がる海原の先に伊
豆の山々が展望出来る

比町の薩唾峠に到着︒

素晴らしい場所である︒ 整備した江戸時代を偲

ケーションは圧巻であ
る︒本陣公園から徒歩

がオープンしている︒

公園内には東海道五
十三次の版画で有名な
歌川広重の名作を展示
した﹁東海道広重美術
館﹂があり︑繊細な作
品の浮世絵は一見の価
値は十分有る︒次に今

や由比町の代名詞と

割烹など地元の異業種
の皆さんが知恵を出し
合って造り上げた店で

・染め物屋・海産物︑

り︑町の活性化と観光
を目的に酒屋・お茶屋

﹁ゆい桜えび館﹂があ

で三分くらいの所に

ばせる﹁由比本陣公園﹂

無風快晴︑富士山はい
い姿を見せて出迎えて
くれた︒峠の駐車場か
ら遊歩道があり︑あず
まやの休憩所や展望台
が整備され︑眼下の駿
河湾に浮かぶ漁船群︑

雪化粧をした富士山に
水仙・紅梅白梅の香り

なった﹁桜えび﹂は世
界中で駿河湾だけに生
息しており︑豊富な漁
獲量は町の中心的な産
業であり︑漁業者や加
工業者も街の中で数多
く見受けられる︒

桜えびの漁期は四月
から六月までの春期と︑

▲素干し桜えび
▲ご聡怒達晶按えびづくしのﾛ冒窄毎窟一
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由比町の特産品が並び︑
桜えびの食事も出来る︒

由比町の食事処は本陣

公園すぐ西隣の老舗
﹁井筒屋﹂がいい︒

風味満開︑桜えびず
くし⁝⁝﹁由比定食﹂

戻り︑九時三十分発の
フェリーに乗船のため
﹁田子の浦港﹂に向か
う︒今日三つ目の目的
は︑駿河湾から早春の
富士山を撮ること︒駿
河湾カーフェリー﹁あ
まぎ﹂は西伊豆土肥港
に向けて定刻に発船︑
八十分の船旅である︒

平日のためかバス一台
我々には好都合である︒

と乗用車三台だけ・

ヌマキが茂る景観と︑

の中でも戸田村から見
た富士山の勇姿は抜群
の美しさを誇る︒天然
の良港﹁戸田港﹂は海
水がすごくきれいだ︒
また海岸には松林やイ

波穏やかな砂浜の海水
浴は人気も上々・戸田
の味自慢は新鮮な魚も
いいが︑名物﹁高足が
に﹂が最高︒深海の蟹
だから大味ではあるが

国道ぞいや港周辺の食
事処では﹁生す﹂に生
かしており何処でも食

戸田港で自然と富士

べられる︒

と魚料理を満喫した後︑

戸田村天然温泉﹁壱の
湯﹂に入り︑沼津の干
物街道でアジの開きと
イワシの丸干しを土産
に︑沼津ＩＣから帰路
に着き午後七時過ぎ無
事帰宅︒三重丸の一日
であった︒︵追記⁝イ
ワシとアジの干物は安

二月三日︑各地で節分

ワルの赤鬼・青鬼︑つ
まり﹁住専鬼﹂には腹
が立つ︒行政をはじめ

居ないのだそうだ︒

﹁福は内・鬼は外﹂

簿編集後記

きる事を忘れる︒

いから﹁ゆい桜えび館﹂

がお勧め︒桜えびかき
揚げのサクッとした歯
ざわりと生の桜えびと
豆腐にネギを煮ながら
食べる﹁沖上がり﹂が
美味しい︒本陣公園や
井筒屋には駐車場がな

天気は快晴︑海はく夕
凪ぎ︑富士山は全姿を
見せている︒田子の浦
港を出て富士市の町並
みや工業地帯の赤白に
塗られた煙突が次第に
小さくなって行くのと
反対に︑富士山はだん

の行事が行われた︒

いい男である︒

の無料駐車場から散策
しながら歩いて行った
方が面白い︒由比町に
は夏を除いて一年に何
回か撮影に訪れるのだ
がこの町で水揚げされ
る水産物の加工業を営
む渡辺功さんと以前か
ら知り合いで何時も立
ち寄る事にしている︒
鮮度が命の商売だから
いつも元気印で気前が

土肥港で下船︑土肥
温泉街を通過して海岸
側の山道を最後の目的

また別の所では﹁福
は内・鬼も内﹂これは
鬼も改心して人に尽く
せば悪者にしなくても

しかし人に尽くす心
を持つ鬼なら共存も歓

午後五時終了③

日間賀島出張会議

委員九名出席

一一一○三号編集会議

二月二十八日㈱晴

て必ず退治されるだろう︒

いずれにしても︑住
専処理案を押し通そう
としている﹁黒鬼﹂ど
もは国民の怒りに触れ

だろうか︒

﹁黒鬼﹂とでも言うの

すべて︑言い訳と責任
のなすり付け合いに終
始して国民を愚弄して
いる︒この様な連中の
ことを腹の中まで真っ

母体行︑貸側︑借側︑

い物にしようとする︑

我々の納めた税金を食

・﹃鼓屯詐咽杜咽﹄呼勧毎粒描献哨融如魅咽益咽歓心汁や益心弥心﹄悪Ｌ

くて大変うまかった︒︶

だん大きく見えて来る︒

黒の悪知恵にたけた
由比町から蒲原を過
ぎ富士由比バイパスを
経て富士川の堤防にで
る︒右へ行くと河川敷

︵戸田と書いて﹁へた﹂

いいと︑仲間意識が芽
生えると言う︒
ほほえましく優しい
心の言い伝えである︒

一度は味わって見るの
もいい︒参考迄に一パ
イ一万五千円くらい・

駿河湾に点在する漁船
や行き交う船︑そして
土肥港に入港するまで
見え続ける雄大な富士
の眺望は魅力的で見飽

春を呼ぶ伝統的な節
分の行事も地域によっ
ていろいろの形が有る
ようだ︒豆まきの掛け
声も︑ある所では﹁福
は内・福は内﹂幸せな
事にその部落には鬼が

の干し場だが今はえ・ひ

と読む︶雪の残る道路
ぞいには桜の木が並び
開花の頃は走りながら
花見が出来そうだ︒風
光明娠な戸田村は静か

迎であるが︑昨今は

地﹁戸田村﹂へ走る︒

の漁期ではないので左
に曲り河川敷の中の道
を川上に暫く走って︑

に大自然を満喫達せて
くれる︒そして何より
も景色がいい︒西伊豆

新幹線や国道一号の鉄
橋下から周辺の景色を
入れながら富士山を撮
る︒今日はいい顔して
いる︒再びバイパスに

