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平成七年度を締めくくる

土竜亭

知 県

愛板

金工業組合

発行広報委員会

＊賦課金値上げの件
愛知県板の賦課金は
十五年来据え置かれ
ているが︑全板連の
負担金が続けて値上
げされた事と諸情勢
の変革により︑二年
後をめどに値上げに
向けた協議を重ね理
解を深める︒値上げ
は月額一千円の見込
みだが値上げ巾を出
来るだけ押さえるた
めまた公平を期する
ため愛板共済の加入
者を増やして行きた

千円

報告会大野先生︑
新任・退任事務局長
の歓送迎を兼ねた懇
親会を行う︒会費五

環境改善調査事業﹂

平成八年五月二三日
総代会終了後﹁労働

＊総代会逓信会館

一三○名参加

大津プリンスホテル
平成八年五月十四日
県板コース一一○名
支部単独コース

＊全板大会

平成八年四月一日

吉田政次氏新任

・７．二藍ロー凸固▼ｒ４甲

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６
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鵬洲測騨合同会議開く

平成八年三月三一日

早川孟夫氏退任

＊事務局長交代

︵挨拶略歴は別項に有︶

任した︒

年間に亘り組合運営に
活躍されて来た︑早川
孟夫氏が退任し︑事務
局長に吉田政次氏が就

・専務理事として十一

愛板工業組合は４月 金基金に七年度は一人
５日︑平野理事長はじ
の加入者もなく︑中部
め副理事長︑常務理事︑ 七県板の中では最低で
監事︑総務委員︑各位 努 力 不 足 の 結 果 と な っ
の出席を得て︑年度末 た︒いずれにしても今
に 関 わ る 各 種 審 議 の た 年度の組合事業の停滞
め合同会議を開催した︒ の一つに﹁労改調査事
業﹂に偏り過ぎたこと
が起因しており︑今後
の組合事業推進の在り
方を考える反省材料と
なった︒以下合同会議
の主な議題である︒な
お会議の冒頭で平野理
事長より︑事務局長交
代が報告され︑昭和六
十年四月より事務局長

今年度は組合創立三十
周年にあたり︑総代会
後の七月頃から︑記念
事業として﹁労働環境
改善調査事業﹂を取り
組んだため︑四半期ご
とに開かれる予定の常
務理事会・理事会が七
月に開かれて以来の会
議となった︒七年度の
組合事業を振り返りみ
れば﹁教育研修事業﹂

機関紙等﹁情報提供事
業﹂はそれなりの成果
は見られるものの︑重
点事業であった﹁共同
保証事業﹂は取り組み
が甘く実績が上がって
いない︒また﹁厚生事
業﹂のうち全板国民年

は全国一低い︒

い︒参考迄に愛知県
板の一ヶ月の賦課金

＊会計監査
平成八年四月二二日

加藤・羽柴︑監査役
のご出席を得て期末
の会計監査を依頼︑
適性と承認された︒

ウぐうぐうｃウぐつぐりぐりひりひりぐりぐり 心 ⑪ ぐ つ Ｃ つ ぐ ９ Ｃ Ｄ ぐ つ ｃ う ぐ う ぐ Ｄ ぐ り ぐ り ぐ う 心

一︑全国板金業国民年

提供︒

一︑関連行政の施策等
及び関連業界の情報
等を収集し組合員に

一︑企業意識に基づく
積算技法の研究︒

及推進︒

一︑全板連策定ビジョ
ンの実現に向けて業
界末端迄の浸透化︒
一︑責任施工制度の普

告と致します︒

左記の通り全員一致に
より可決されたので報

業計画の基本方針と︑
活動目標が発表され︑

引綱き︑全板６団体と
の協調を図り乍ら︑更
に協議会独自の事業を
も併せて推進し︑各県
板の組合員個々の企業
の発展に資することを
指針とし︑活力ある業
界に専念することを事

下にあることを踏まえ︑

細な報告の下賛同を得
た︒巷では景気浮場の
傾向も報道されている
が︑私共の業界にとっ
ては早急に望めるもの
ではなく︑厳しい状況

総代会静岡にて開催

第旧回中部板金工業組合協議会

た︒

中部板金工業組合協
議会︵宇野万木男︶で
は︑去る４月妬日剛１
時帥分より静岡駅前の
日興会館に於いて︑第
皿回目の総代会を催し

担当との事である︒

恒例になっている会
場の設営は︑輪番制を
用い︑静岡県板担当と
なり︑来年は富山県板
来賓には全板連の臼
井理事長をはじめ︑全
板国保理事長並に︑全
板国民年金基金常務理
事の３代のご出席の下
で開催された︒

出席された︒

総代会にはそれぞれ
の県板から選任された
役員による構成で︑愛
県板からは山名の方が
今回は役員改選もな
く議案審議のみとなり︑

平成７年度の事業報告
並に決算報告が可決さ
れた︑尚平成８年度事
業計画案︑並に収支予
算案が審議され︑今年
度の活動指針が提案さ
れ︑質疑応答により詳

となった︒沼樺

又の再会を約して散会

に理解感と友好を深め︑

金基金への加入促進︒ 懇親会が催された︒日
一︑その他当協議会と 頃は地域による格差が
し て 目 的 達 成 の た め 生じ︑共通点が見い出
されなかったが︑お互

の必要事業︒

以上の方針を掲げ幕
を閉じたが︑相互交流
の親交を密にしようと

新任事務局長のご挨拶

つぐウぐっＣＤＣつぐウｃつぐつぐつぐうぐりぐりｃ９ｃＤぐっぐりぐりぐりぐり０句Ｃ⑪Ｃつぐうぐ

これまでにも色々の

組合を見てきましたが︑
組合活動がマンネリ化︑

また︑５月過日︑Ｍ
日に全板大会に参加さ
せて頂きましたが︑そ
の参加者の多さにも驚

じました︒

硬直化しているところ
が多くなっています︒
先日も︑愛知県板金
訓練校の終了・入校式
に参列させて頂く機会
を得ましたが︑若い人
が一生懸命に技術の修
得に励んでおられるの
を見て︑感激しました︒
特に︑今年は入校生
が多く力強いものを感

の経験を生かすのも一
つの手段でありますが︑

事を覚え︑組合員の方

りました︒

と一人でも多く知り

しくお願いいたします︒

合って板金組合の益々
の発展に向けて鋭意努
力する所存ですので︑

今後共ご指導の程よろ

のに驚きました︒

まだ︑わずかしか経
過していませんが︑組
合活動が思っていたよ
り活発に行われている

一刻も早く組合の仕

ています︒

この点で大変やりが
いのある組合だと思っ

きました︒

人生は一度しかないと
思ったときに︑今まで
と異なった世界の仕事
をしてみたいと思い︑
愛知県板金工業組合に
お世話になることにな

長年一貫して同じ仕
事をしてきました︒第
２の人生に︑これまで

かよろしくお願いします︒

す︒未熟者ですが︑どう

平成８年４月１日か
ら︑早川専務理事の後
任として当組合にお世
話になることになりま
した︑吉田政次︵よし
だまさつぐ︶と申しま

鋒

第３０５号

板
愛
(1)平成８年５月１５日

吟

た︒

河田雅彦

部長 松井祐治
部

近藤康則

替記 榊 原 弘
苔記 淀川典昭

副

朝岡昇
松井繁
神谷聡

会計 金沢厚博
談役

豊田

知多

西春
岡崎
豊田

に於て河田雅彦君︵東
三︶が第︑位に入賞し
た旨報告が在りました雪
午後１時より富士通
㈱システム技術統括部
マルチメディア商談担
当部長佐藤健二氏によ
る﹃インターネット入
た︒

門﹄の講演会が２時間
に渡り行われましたが
自分が考えていた以上
にマルチメディアとい
う物は進んでいる事が
分かり勉強になりまし

豊田松井

つＣＤぐりぐりｃつぐりぐつぐつぐつぐウ６つぐうぐりＣＤＣつぐつぐうぐつぐつぐつぐ心ｃ⑪ＣＤＣ

名古屋市技能職団体連合会

理解と協力を求めて︑

労働省・県・公共職
業安定所では︑外国人
の適正な雇用・労働条
件の確保と不法就労の
防止を図るため︑事業
主をはじめ広く一般の

問題啓発月間﹂と定め︑

６月を﹁外国人労働者

して表彰された︒

①外国人の就労は︑

際の留意点

◆外国人を雇用する

す︒

す︒

長罪﹂により処罰を
受けることがありま

⑤仲介ブローカーを

しないでください︒

通じた募集・採用は

◆外国人雇用状況報

６月１日現在で︑

告制度

願いします︒

外国人を雇用する事
業主から︑その状況
を公共職業安定所に
報告していただく制
度です︒不法就労者
等の摘発を目的とす
るものではありませ
ん︒是非ご協力をお

集中的な啓発活動を実
施することとしていま

者に限られています︒

就労可能な在留資格
を持つ在留期間内の

利用ください︒

◆日系人の雇用にご

日系人専門の職業
紹介・労働相談機関
として労働省が一名
古屋日系人雇用サー
ビスセンター﹂を設
置しています︒求人
の申込みは公共職業

ど適切な雇用管理に

す︒

本人と同様に労働関
係法令が適用されま

努めていただくため︑

ｑお問い合わせは名

条件に関する指針﹂

を策定し︑この活用

１５内線３０〜３

古屋東公共職業安定
所求人部門︵電話０
５２１７７４１１１

④不法就労者を雇用

２︶までお願いしま

す︒

した者やあっせんし
た者は﹁不法就労助

をお願いしています︒

安定所で取扱います︒

労働省では﹁外国人
労働者の雇用・労働

②外国人労働者も日

確認をお願いします︒

在留資格等の適切な

③労働条件の確保な

︾︲閏

﹄︾

鷲見

に寄与されたい︒

後藤氏は訓練
校でも講師助手
を勉め後継者育
成に尽力してい
るとのこと今後
も板金業界発展
技術水準の向上

ならない︒

この表彰を受けるこ
とのできる者は技能者
として経験年数が十五
年以上で年齢が三十才
以上五十五歳未
満で優秀な技能
を有し︑他の技
能者の模範と認
められて現在も
現役でなければ

では千種支部の後藤実
氏三十五才を推薦三月
二十七日に名古屋市南
区北頭レインポーホー
ル東側のサン笠寺で表
彰式が行われ板金工の
名古屋市優秀技能士と

第十一回優秀技能者表彰

ている︒

名古屋市技能職団体
連合会では︑例年名古
屋市に在住する優秀な
技能者をたたえ表彰し

了後︑表彰式に移り︑
競技大会入賞者として︑

つづいて平成８年度
の事業計画と収支予算
が上程され可決承認さ
れました︒議案審議終

梱談役

二

第Ⅳ回県板青年部技能

最優秀賞に朝岡昇君
︵岡崎︶︑優秀賞に宇
じく片山匡裕君︵岡崎︶

恥

野賢君︵岡崎︶︑同

名古屋技能職団体連
合会は四十八職種ある
業種の発展及び技術水
準技能向上に寄与する
ことを目的に優秀技能
者を表彰している︒

蔑詫乳.減世:

識 §署蝋

愛知県板金工業組合

鴬 灘蕊溌

の３名が平野理事長よ
り表彰状とトロフィー
を授与されました︒ま
た︑第５回県板青年部

同じく優秀賞に藤井秀
幸君︵東三︶の２名が
平野理事長より表彰状
とトロフィーを授与さ
れました︒次に︑第岨
回全国建築板金競技大
会の結果発表があり︑
﹃技能競技の部﹄に於

て朝岡昇君︵岡崎︶

が第２位︑宇野賢君

蕗

蕊

建築技術コンクールの
入賞者として優秀賞に
河田雅彦君︵東三︶︑

鍵

︵岡崎︶が第４位に入
賞又﹃建築技術の部﹄

魁

東
昭
東
知

和
多

長

計.

愛知県板金工業組合青年部

、

査

第〃回通常総会

腿陣僻陣ｒＩｒ︒Ⅳ理

鰯

平成８年５月１５日（２）

平成８年４月調日
の伊藤健一氏を議長に
︵日︶第Ⅳ回の青年部 選出して議審に入りま
通常総会が知多ブロッ
した︒平成７年度の事
クの設営により東海市 業報告︑会計報告︑会
の東海市立商工セン 計監査報告が順次可決
ターに於いて開催され
承認された後︑松井部
ました︒午前︑時帥分 長より次期︵平成９︑
より知多支部の沼沢恒 皿 年 度 ︶ の 新 部 長 が 選
一郎氏の司会で開会さ 考委員会にて候補の指
れ︑開会の辞の後︑松 名︵３名︶があり︑平
井県板青年部長の挨拶︑ 成 ８ 年 ４ 月 ６ 日 の 幹 事
会にて選挙投票の結果
来賓として出席された
県板平野理事長︑県 決 定 ︑ 承 認 さ れ た 旨 報
板知多支部蟹江副支 告があり︑東三支部の
河田雅彦君が次期青年
部長として紹介されま
した︒また︑平成８年
度の役員について次の
ように発表がありまし

個伽

部長のご挨拶をいただ
いた後︑同じく来賓と
して出席された県板青
年部担当高橋銀吾氏の
紹介がありました︒名
古屋ブロック瑞穂支部

− ＝

板
愛
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東三支部

４月四日午前５時帥
分起床︑カーテンごし
に陽が差す︒今日は絶

引網

好の地引網日和だ︒が︑
船を出す出さないは︑
漁師さんが決めること︑

７時現場着︑﹁波静か
なり﹂漁師さんを手配
﹁もっと引け−﹂と漁

魚だ﹂と子供の声︑

が船外機がうなりだす
と︑さすが水を得た漁
師さん︑あっという間
に沖へ出る︑陸に船を
上げトラクターの応援
もあったが︑みんな声
を出して引く︑﹁あっ

地
してくれと村田さん・

菰野蛭'

Ｒ

鐸

１

凝瀞

磯＃蕊

I識
蕊
'
鰯

顔を見るなりＯＫサイ 師さん︒いるいる魚が
ン︒﹁イェー﹂と親指 いっぱい大漁だ︒﹁入
を出す私︑役員︑青年 れ物を持つてこＩい︑
部でテント張りや︑
クーラーを持っている
バーベキューの支度を 人は早くこ−い﹂と大
する︒漁師さん今年初 さわぎ︑﹁コノシロ︑
めての網入れだそうで︑ イワシ︑小イワシ︑ゼ
船外機の調子があまり ンメイ︑コウナゴ﹂全
良くなく︑船を出す前 部で一○○蛇ぐらいは
に一汗かいた︒９時す あったのではないか・
こ し 前 に ︑ い よ い よ 船 大人約一八○名子供約
小屋から出す︒トラク
五○名の多数の参加が
ターで引っ張り︑コロ
あり︑刺身︑焼き魚︑
を順番に敷いて動かす︒ フライ︑焼肉︑焼ソバ
と料理に舌づつみ︑約

二三○名の胃袋はすご
い︑肉三○○館︑烏も
も五蛇︑焼ソバ一三○
年は地引網もでき︑大漁
だったし︑よかった︑よ
かった︒子供達は青年部
に楽しんでいた︒午後一

恒例の宝さがしやゲーム

︑３３８＃＃︐＃＃３８３８３８３＃８３３３３３ヂ

︾４月各支部の動き一

春日井カント
名

リー西コース皿

一︑はじめに報告書を

勇猛に・

一︑指示を受けたら大
きな声でハイと返事
をし︑ただちにとり
かかること︒いった
ん行動を開始したの
ちはライオンの如く

声叫べ・

え︒やってやるぞ一

期間に最高の成果を
上げることを心に誓

一︑行動に当っては短

事︒

一︑さあやろう︒時間
厳守︑行動５分前に
は所定の場所で︑仕
事の準備と心の準備
を整えて待機してる

．

１

四日青年部定例会

５日総会唱名

津島支部

小牧支部

羽日夕食会７名

６日定時総会帥名

班長会濁名

訓日第１回役員・

知多支部

︑日支部理事会
浬日第１回役員会
肥日県板青年部総

商工会館︶

会を知多ブロッ
ク担当︵東海市

東三支部

１日三役・訓練校

西三板金連合会

凪日幹事会酌名

４日地区長・班長

る事︒

パパ

結果報告によって完
了する︒やりっぱな
しは何もしないより
まだ悪い︒報告及び
事後処理を完壁にや

一︑行動は命令者への

図る事︒

昨日より今日︑今日
より明日と︑時間の
短縮と結果の向上を

れるよう常に手順︑
方法を工夫改善し︑

するのは︑所要時間
と結果のよし悪しで
ある︒最も短い時間
で最良の結果を得ら

一︑行動の価値を決定

事︒

会議咽名
６日定例会別名
溺日三役会６名
鯛日地引網和名

会議ｎ名

２日西三板金技能
士会技能検定

受験申請受付
岡崎支部

ｕ日役員会哩名

豊田支部

一︑いかなる困難に直
面しても目的を放棄
せず時が深更に及ぼ
うとも最後までやり
遂げる不退転の強い
意志を持ってかかる

める事︒

｜︑行動は敏速を旨と
する︒このために動
作はきびきびと︑言
語は簡潔明瞭︑大き
な声でてきぱきと進

順位をつける事︒

一︑行なうべき作業を
列記し︑項目に優先

い︾っ︒

作成し︑仕事の進行
と共に空欄を埋めて
行け︒これを企画と

．Ｉ︲Ｉ

一

−我社の 社 訓 一

ＩＩＩＩＩ

岨日役員会

帳３３＃＃＃３３＃＃＃＃＃３３＃３３＃＃３８３も
一宮支部

８日支部例会出名

昭和支部

研修旅行吉良

週・哩日総会及び

食︑それに魚数十蛇︑
魚がとれなかったら︑
用意から片付けまでご苦

中支部

労様でした︒来年もまた

時頃解散︑役員青年部︑

買いに走ったかもしれ
ない︒本当にとれてよ
かった︒去年はどしゃ
大漁でありますように︒

哩日ゴルフコンペ

８日定例会妬名

春日井支部

ｕ日役員会

名古屋板金連合会

哩名

温泉︵東園︶

ぶりの雨でのバーベ

東三吉田

ｃりぐりぐりｃウｃウぐつｃつぐウぐりＣうい
いう
うｃ
Ｃう
りＣ
ｃＤ
９ぐ
Ｃつ
Ｄｃ
ｃう
うｃ
ぐウいり
う⑱
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キューだったので︑今

澱⁝⁝
豊田板金工業組合

平成７年度定時総会

の様に決まりました︒

書記松井繁

会計福田益雄

副組合長松井祐治
副組合長三浦誠治

組合長西俣章

⁝⁝

豊田板金工業組合 また︑室をかえて懇親
︵甲部安男組合長︶は︑ 会が開かれ︑宴がすす
さる４月６日︵土︶料亭 むにつれ色々な話題が
﹃ちから﹄に於いて平 飛び交い︑和気あいあ
いの内におひらきとな
りました︒後日役員会
が開催され役員が以下

名で開催された総会は︑

成７年度の定時総会を
開催しました︒来賓と
して県板平野理事長・
横山興業横山社長の御
臨席を賜り︑出席者卵

出し︑議案審議に入り︑

樹神伸光氏を議長に選
第１号議案の平成７年
度事業報告より順次可
決承認され︑第６号議
案に於いて役員改選が
行われました︒５名の
選考委員が選ばれ︑別
室にて協議された結果
新組合長に西俣章氏が
選出され承認されまし
た︒総会終了後︑組合
創立如周年を記念して

組合員全員に記念の
鰻頭が配られました︒

ポーチバッグと紅白の

蕊

識

第３０５号

波打ち際でもたついた

蝋
蕊

蕊
認
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懲
.
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板
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板
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ヴェネッィア一一
く

翌朝︑早起きをして
サン・マルコ寺院の朝
の様子と島中で鳴り出
す教会の鐘の音を聞く
ため︑カメラとビデオ
カメラとテープレコー
ダーを持って海岸広場
に出る︒明けきらぬ早
朝の人影もまばらなホ
テル前の石畳みを散策
しながら時を待つ︒ホ
テル前にはバポレット
︵水上バス︶や水上タ

クシーの船着き場があ
り︑交通機関で働く人
の朝は早くすでにエン
ジンを回し出発の準備

ｑサン・マルコ寺院

斎藤充昭
に余念がない︒

対岸のサンジョル
ジョ・マジョレー島の
高い鐘楼や円形屋根の
教会も全容を見せ始め
る︒午前七時サン・マ
ルコ寺院の鐘が鳴り出
した︒それと共に島中
の教会の鐘がカラン・
カランと遠く近く一斉
に鳴り始め︑澄んだ音
色は心に響く︒鐘の音
に合わせるかのように
島の端から太陽が昇り
始め教会や宮殿︑岸辺
の船などをオレンジ色
に染めるヴェネッィア
の素晴らしい朝の光景
は感動の連続
朝食の後︑

であった︒

日本語ぺラペ

ラのイタリア
人ガイドの案
内で市内観光
に出掛ける︒

イタリアの観
光ガイドは政
府観光局の厳
しい試験に合
格した者に資
格が与えられ
る︒寺院など
内部での説明
は資格ガイド

ぐドゥカーレ宮殿

が同行して説明する︒

でないと出来ない︒し
かしガイドは観光客の
母国語がすべて話せる
訳ではないので日本人
には日本語の話せる通
訳を兼ねたガイド助手

ドが付く事になる︒︵観

したがって二人のガイ

が多い︶

光ガイド助手をしなが
ら勉学する日本人女性
ヴェネッィア観光の
中心はサン・マルコ寺
院とその前に広がるサ
ン・マルコ広場︑そし
てこの街一番の目抜き
通りで迷路のような狭
い小間物横丁を通り大
運河に架かるリアルト
橋に至る一帯が一番の
賑やかな所である︒サ
ン・マルコ広場にはい
つも世界中の観光客が
いっぱい集まっている︒

正面にサン・マルコ寺

院︑その右手にドゥ

工の説明を聞きガラス
工芸の実演を見た後︑

二階の展示販売フロ
アーへ上る︒棚に並べ
られた赤・緑・紫・金
色など目の覚める様な
くネチアングラス特有
の爽やかな色合いのグ
ラス類に圧倒される︒
シンプルなデザインか
らかなり手の込んだ芸
術作品並の物まで大小
さまざまの形や色から
日本酒セットで約三万
五千円くらい︒ヴェネ
ッィア観光記念にワイ
ングラスを一個一万四
千円で買う︒グラス一
個の値段にしてはかな
り高いと思うがそれだ
けの価値は有る︒もと
もとガラス製品は割れ
る物と思い込んでいた
がグラスを打ち合って
も床に落としても割れ
ないのには驚いた︒ガ
ラスエ房からもう一つ
の名産品であるくネチ
アンレースの店で目の
保養をし︑いろんな店
が連なる迷路を歩き回
り写真を撮ったり店を
覗いたりバール︵イタ

カーレ宮殿︑左
側に新政庁と鐘
楼︑寺院の正面
にコッレール博
物館が石畳みの
広場を囲んでお
り︑その昔ナポ
レオンが﹁世界
で最も美しい客
間﹂と絶賛した
とか︒聖マルコ
の遺体を納める
ために建てられ
たサン・マルコ
寺院は別名﹁金色の教
会﹂と言われ︑内部は
金色に輝き巨大な円形
屋根をいくつも組み合
わせた複雑な構造に旧

﹁ため息の橋﹂を渡っ
て︑ベネチアンガラス︑

店︶でエスプレッソ︵ミ

リア風立ち飲み喫茶

取った円形天井や床の
モザイク画︑窓にはめ
込まれたステンドグラ
ス︑太い柱の装飾品な
ど厳粛な中に華麗な宗
教芸術の極致に我を忘
れる︒ベネチアン・ゴ
ジックの粋を凝らした
壮麗な建築ドゥカーレ
宮殿に感動し︑囚人が
投獄される時に渡った

約聖書からテーマを

金細工︑レース編みな

この街には観光客を狙
うスリやサギなどは居

の観光客と一緒にヴェ
ネッィアを満喫する︒

ルク入りコーヒー︶を
飲んだりしながら大勢

ど並ぶ小間物横丁の
ウィンドを覗きながら︑

ヴェネッィアではどう
しても見逃す事の出来
ないベネチアングラス
の工房へ行く︒流ちょ
うな日本語でガラス細

ない安全な街だから安
心して歩ける︒水の都
の一番の楽しみはゴン
ドラッアーだ︒先のと
がった黒塗りの五人乗
りゴンドラニ膿に分か
れて乗り込む︒そして
歌手とアコーデオン弾
きを乗せた一行の豪華
ゴンドラは陽気なゴン
ドリエーレ︵漕ぎ手︶
によってゆっくり狭い
運河を進む︒アコーデ
オンの奏でるイタリア
民謡や歌手の歌う﹁サ
ンタルチア﹂﹁帰れソ
レント﹂など素晴らし
い声量と美声に聞き惚
れながら︑行き交うゴ
ンドラに漕ぎ手どうし

が陽気に声を掛合い

瀞編集後記

花冷えの陽気のせい
で桜の花も長持ちして
いつもの年より長く花

見をさせてくれた︒

花は景気の底冷えを
解消しようとするかの
ように絢燭と咲いては
くれたが︑日本の景気
は一部に好況に転じた
業界があるものの全体
的には一向に回復の兆

そして毎朝新聞を開

しを見せていない︒

けば住専関連︑オウム︑

いの常連である︒

薬害エイズなどカラス
は鳴かずともこれらの
暗い記事が載らない日
は無いと言われるくら

午後五時終了③

委員七名出席

一一一○五号編集会議

住専問題の行政︑母
次々に変わる運河の風
体行︑住専︑ワルの借
景にみとれ︑橋の上か
側正常でないオウム主
らカメラを向けたり手
宰者と今だに解脱出来
を振る観光客に応えな
ない取り巻き連中︑血
がらゴンドラは大運河
友病患者の治療に輸入
に架かるリアルト橋の
非加熱製剤を使用して
手前に出て終わりに
エイズに感染させた関
なった︒この間約一時 係 者 な ど ︒ 言 葉 は 悪 い
間 の ゴ ン ド ラ 遊 覧 が 短 がどいつもこいつも自
く 感 じ ら れ ︑ 歌 手 の 歌 分勝手なワルばかり︒
声と共にヴェネッィア
そしてよけい腹が立つ
観光最良の想い出と のはこれらに我々の納
なった︒ヴェネッィア めた税金が使われる事
には機会があれば何度
で有る︒関係者負担が
でも出掛けたいと思う︒ 当然の事と考えるのは
出来れば一ヶ月位滞在 私だけだろうか？︒
したい街の一つになっ
四月二十六日③晴

た︒

ヴェネッィア

グラッチェ・

