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８年度第１回目の理
事会が厚生委員会と合
同で開催された︒会議
は吉田事務局長の司会
で開会され︑平野理事
長の挨拶に続き次の識
題が審議された︒

て

ぐうｃつぐウｃウｃつぐつぐワｃうＣ

つぐウぐつぐっぐっぐりぐうＣりｃつぐウ⑱

①共済制度の現況報告
と加入促進
②組合加入金について
③国保担当役員につい

取扱いについて︑

て使ってもらいたい︒

金を徴収しているが︑

二画▽Ｊ１寺

②について
現行２万円の組合加入

会計上この加入金は固
このままでは固定負債

定負債として処理され︑
が増加する一方である︒

い旨の報告がなされた︒

この問題を解決する方
法として︑加入金を県
板の会計に入れずに支
部に入れる︑又は加入
金を徴収しない事等が
考えられるが︑それに
は定款の一部変更が必
要になるので︑これを
次回総代会にて計りた

④その他
①について平
野理事長より次
の様な報告並び
に要望がなされ
た︒まず平成７
年度共済制度の
募集結果報告書
が示され︑県板
全体の加入率が
妬％にすぎない
ので少くとも印
％に達する様各
支部で努力して
ほしい︒又︑共
済事務手数料の

それを除いた積立額に
ついては加入一口当り
１万円を支部に返す事
が常務理事会において
決定した︒その金の取
扱いについては各支部
に委ねるが︑できるだ
け支部運営の資金とし

△７月ｇ日午後︑県板事務所３Ｆ

欧ｓぐう６ つ ひ つ ｃ っ ｃ う ｃ ウ い う ｃ ウ ｋ ば つ ｃ ふ ば

︵︒

︾蕊
理事︒厚生委員合同会議開く

ムマーＡ画一ｖＤ土．才ｒ

板金工業組合

を組入れたが︑

代表として選任する︒

③について
早川前専務が今まで担
当していた国保役員に
吉田事務局長を主たる

もう一人の役員は全板
国保加入組合員の内よ
り選出する旨提案され
承認された︒

た︒

④については次の様
な質疑や報告がなされ

︑３３８３＃＃＃＃ｊ８３３ｊ８ｊ＃＃＃＃＃８３設

︾

建築板金︾

一︹巳年度技能検定実施一
︾

行っているので作業進
行も比較的に統一され
ていたが他の地区の受

校を単位に講習会を

試験前の課題の練習
においては︑三河地区
や︑名古屋地区は訓練

題を提出するものもいた︒

験者で標準時間より１
時間も早かったり︑打
ちきり時間５分前に課

ノ

き届かなかった︒

佐藤

練習場の設定から弁当
の買い出しまでしてい
ると細部の指導まで行

定の役員という立場上︑

ダートした︒
一宮地区では今回ｕ
今年度の受験者は１ 名の受験者があったが
級が訓名︑２級が皿名 組織的な指導体制が無
で︑約３分の１が学科 く個人の力に頼ってい
と ︑ 実 技 ︑ 残 り が 学 科 る︑名古屋の講習会場
に通ったものもいるが
免除者となっており︑
免除者のなかには前回 山名が３グループに別
の合格者と指導員免許 れて練習した︒
日曜日は４回︑人数
習得者が含まれている︒
課題作成の標準時間 が多いので鉄工所の工
場を借りて全員の展開
は︑１級が４時間半︑
図︑加工の講習を行った︒
２級が４時間で︑減点
ボランティアなので
対象となる打ちきり時
間訓分が追加されている︒ 応 援 を 誰 に 頼 ん で よ い
かわからず一人で︑検

俵３３＃３３＃３３３３３８８３８＃＃＃ｊ３８ｊＬ

れた︒

７月皿・理日岡崎地
域職業訓練センターで
建築板金・内外装板金
作業の︑実技試験と課
題作品の審査が︑行わ

作業道具の搬入と点
検をおこない平野理事
長の励ましの言葉と石
原検定委員長の挨拶が

を開始した︒

幻日役員は︑９時別
分までに会場の準備を
終え受験者の受け付け

その数に見合う看板の
在庫が無いので新たに

あった︒

⑪保証制度適用店の看
板について⁝⁝⁝⁝
今回の講習会で多く

作製する︒

の適用店が出来たが︑

②国民年金基金加入促
進について⁝⁝⁝⁝
これについては別の
会議を開きたい︒

時作業開始の笛でス

検定委員の作業内容
の説明と︑岡崎高等技
術専門校の竹本先生か
ら１級の当日発表Ｘの
寸法が発表され午前四
③行事予定の報告
技能プラザ
皿月９．ｍ日
能力開発促進大会
ｕ月皿日
名古屋祭り職人展
皿月４〜６日
四フィージビリティ調
査事業のまとめ冊子
増刷について⁝⁝
現在見積り依頼中で
以上で審議を終え︑

ある︒

高橋

村上副理事長の閉会の
挨拶をもって会議を閉
じた︒

蕊

３
１
《
測
懸

零

愛 知 県

７年度の事業収
入に２２０万円

訓

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６
発行広報委員会
どく−髄ハ目ふら〕ろ
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板
愛
(1)平成８年８月１５日

中部板金工業組合協議会

しました︒

一自年総
部総
代会
代

年７月皿日︵日︶福井ス

第１号議案︵事業報告︑

福井県板青年部会計須
賀原氏田氏を議長に選
出して議案審議に入り
決算報告︶より順次可
決承認されていきまし
た︒今回は特に平成９
年度の事業として︑平
成加年２月に﹃第加回
会﹄が中部
ブロック担

全国建築板金競技大

︵三重︶の挨拶の後︑来
当︵静岡県︶

豊田松井

等８社の参加が在りま
した︒総代会終了後同
じ会場で懇親会が出典
メーカーも同席して開
催され︑途中各県参加
者の自己紹介などがあ
り︑和やかな雰囲気の
内にお開きとなりまし
た︒

晶叫品訴唖︑︲．︲

雫蝋⁝

陰一一言一一一一一言二一一一言﹄﹄二一一一一弓一一一一一一旨一一一一一一二二一一一一二二一一一一二一一一一一一﹄二一一一一一二一二一一茸言二一一一﹄旨二に

使わなくなっているの
はわかるが︑基礎が出

である︒機械化が進み︑

柏木の使い方が﹁へた﹂

生意気を書かせてい
ただきますが︑検定を
見てて︑受験生諸君の

あった︒

自分の力不足感ありで

教えられる事もあり︑

かしさ︑等おもいしら
される︒又︑受験生に

︒一言﹃一二一一一二二一一一一二一一一一一一二二一一﹃一二二一一一一一二一一一一再二一一一一一↓二二一一﹃一二一一一一一ご二一一一一一三一二一一一二二コ

今年初めて︑東三の
補佐員として︑技能検
定に立ち合った︒数年
前は逆の立場だったの
で︑いささかとまどっ
た︒︑月３日︵木︶に合

格発表されるが全員合
格していれば︑面目躍
如であるが︑他人に教
えるむずかしさ︑一定
のレベルまでに︑短期
間で引き上げる︑むず

入れの悪さも目立つ︑

来て︑応用がきくと思
う︒また︑道工具の手
片づけに始まり︑終わ
るのである︒作業場か
ら︑道工具から︑そし
て技術がともない金を
生みだすのだから作業
場はきれいに︑道工具
は手入れをするのが︑
いように・

初心なのです︑忘れな
普段︑ああいった経
験は少ないと思う︒い
かに検定までにそなえ
ておくかは︑自分の責

任であるｃ図面はわか
るまで書き︑製品は帥
分余裕があるくらいま
でに作るべきである︒

そこまで出来れば︑緊
張もかなり︑やわらぐ
のではないか︑検定の
為の検定ではなく︑仕
事に応用してこそ︑意
義があり︑自分の為な
のです︒検定員︑補佐
員の中年の皆様︑中年
は口より先に手を出す
のは悪いクセです︒
我々はもう少し︑若者
の自主性を信じましょ

して私のフォスター

ミーーティちゃんです︒

チャイルドがインドネ
シアのジョグジャカル
タに住む︑エルナジュ
彼女は一九九五年二月
二十五日生まれの一才
半です︒お父さんはム
チノ︑お母さんはステ
イネムの長女として生
う︒︽模擬試験を見て︾

それよりも︑我々の仕

事は︑せっかくもぎ
取った︑資格を充分生
かせる場を作る事が︑
最大の仕事と思う︒紙
切れであってはならな

受験生の諸君︑検定

い︒

員︑補佐員のボラン
ティア精神の上になり
立っている事を忘れな

皆様署い中︑ごくろ

いで下さい︒

東三吉田

うさまでした︒

１７９︐４１７︑﹃

況報告は又にしますが︑

フォスタープランの資
料を見ると世界中でい
かに援助を要する子供
が多いか︑日本がいか
に豊かか︑思い知らさ
れます︒五才以下で命
を落とす子供の九十七
％が発展途上国の子供
達だそうです︒マラリ
ア︑ジフテリア等︑汚
染された水が原因との
事︑日本では考えられ
ない︒﹁生きることは
闘い﹂とあるが︑そん
な子供達に直接何かし
てあげる事は出来ない
が︑月五千円ならと思
う人たちが日本に五万
人いるそうです︒一九
三七年スペイン内乱に

よって親も家も失った︑

大勢の戦災孤児を救う

ため︑英国の二人の

ジャーナリストによる
活動がはじまり︑一九
三八年米国にて組織化
され︑国連で承認され

〒皿東京都世田谷区

一一一

ター・プラン協会

太子堂四

一

財団法人日本フォス

連絡先を記載します︒

会が設立されたそうです︒

フォスター・プラン協

て︑一九八三年日本

三人の子供が月三○○
円︵合計九○○円︶ず
つ︑おこずかいから出
し合う事を約束してく
れました︒残り四一○
○円は私が出す事で合
意し︑フォスターペア
レントに応募した次第

皿○三

岬○三

一一一八一一

五四八一
六一○○
五四八一

にインドネシアの研修
生を受け入れており︑

までどうぞ・

東三吉田

何かの﹁縁﹂を感じた
からです︒エルナの近

というのも︑私の会社

です︒希望国名はイン
ドネシアにしました︒

かは︑わかりませんが︑

正月のお年玉より年収
の少ない人達がたくさ
んいる事︑又︑栄養失
調でお腹が出る事︑手
を洗っても水がはじか
ない事など︑子供達が
正確に理解したかどう

子供三人と話し合い︑

フォスター・ペアレ
ントに応募するきっか
けは︑日本経済新聞に
広告が載っていまして

となるからです︒

まれました︒イスラム
教だそうです︒おじい
さん︑おばあさんも同
居してます︒彼女が十
八才になるまでフォス
ターペアレントとして
付き合います︒十八才
になると︑援助は卒業

〃︑︑ｆ︑︑ノも︑ｊｒ７９もＪ１７０４ｉｌ７︑︑

四人目の子供一

←ご与畠÷Ｕ

中学生と小学生の三
人の子供がいる私に︑
突然四人目の子供がで
きました︒それもイン
ドネシアにです︒○○
ツアーに行った覚えは
ないのに⁝⁝︒と言う
のは冗談ですが︑今度
フォスターペアレント
に入会したのです︒そ

１１

￨灘

中板協青年部の総代
会は︑平成７年度より
会場が中部７県の持ち
回りとなり第２回目を
福井県担当とし平成８

賓紹介があり︑中板協

・
烏
勝
欝

福井県板青年部仲野
副部長の司会進行で始
まった総代会は︑前田
能孝福井県板青年部長
の開会の辞︑中板協青
年部部長の桑原康成氏

会長宇野万木男︵岐
阜県板理事長︶千秋
勇︵福井県板理事長代
行︶︑山崎了介︵福井県

其,蝿

テーションホテル．︵Ｊ

Ｒ福井駅３階︶にて午
前皿時即分より開会し
ました︒総代詔名中出
席 名︑委任状１名と
いう参加内容で会議は
成立しました︒また︑

で開催され
ることが報
告され各県
の一層の連
帯が望まれ
るとの事で

銅板屋根材︑

組合理事．長︶の３氏が

鉄鋼二次製品問屋協同

雨どい金物

した︒また︑

一氏が挨拶されました︒

紹介され祝辞を述べら
れました︒この後本年
より参加された富山県
板青年部部長の吉倉幸
メーカー展
示が行われ

谷相談役︑岩崎幹事︑

今回より富山県板青年
部が参加し中部７県が
そろうこととなりまし
た︒愛知県より︑松井
部長︑河田副部長︑神
奥谷幹事の５名が出席

ｒ4:
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州技能絵更州

書
識
：蕊
蕊11躯 ，
霊 ．

ｉ 塚 〒 一

平成８年８月１５日（２）

板
愛
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て終始和やかにシンガ

間同志で有った事も幸し

良く気心も知り合った仲

歩道はショッピングや散
策の人で賑やか︒物売り

シーや二階建バスが走り︑

本社名古屋市中村区則

合計三十六名
平均年齢三十四・二才

にと大府営業所を開設︑

取引先愛知県一円建築

い︒そして人で賑わって

や客引きもなく治安もい

一行十四人︵ＪＴＢ添

の溢れる街の姿が素晴ら

たところがなく︑清潔感

居ながらゴチャゴチャし

▼新 問 屋 シ リ ー ズ ▲
武本通り一

ポールツアーを楽しむ事

日午前︑名古屋空港を飛

乗員を含む︶は六月十四

三十三

営業本部愛知県海部郡

板金業者約三

建築総合商社として業績
甚目寺町大字甚目寺字山

ができた︒

タンその他建築用資材の

び立った︒機体・機内

営業目的一︑カラート

百社

大府店大府市米田町二

王十六

を拡大してきた︒愛板鉦
号の﹁雨・屋根・水﹂を
考えるで紹介したが当時
はどこの店も扱わなかっ

成型並びに販売二︑建
設工事の請け負い建設

中部地方でいち早く取り

九十九

創業昭和二十三年
設立昭和三十一年二月

たクポタカラーベストを
扱うようになったのは㈱

業許可番号︵股 六︶第
２４５３９号許可建設業

代表取締役池田惣一
資本金四千九百万円
従業員男子二十四名
女子十二名

鷲見

蕊器蕊零蕊蕃蕊撚溌藤蕊蕊
森凄
篭森馨
騨蒋
蕊評誌鋒螺驚
騨騨
綴
蒋密
寒群
蕊
認蕊
識︾
蕊
蕊撚
容一
篭鑑韓濡撰蕊︿蕊

サービス・接客など業界
人気度脆１を誇るシンガ
ポール航空九八一便は六
時間のフライトで夕刻五
時チャンギ国際空港に到
着︒民族衣装をまとった
スチュワーデスの笑顔や
行き届いた気使いに六時
間のフライトもそれ程長

フェバーに登りセントー

の観光に出る︒熱帯植物
園で花を観賞︑マウント

ガンさんの案内で一日目

シンガポールでは︑ゴ

く感じられない︒現地ガ
イドの﹁ガンさん﹂の出

き業者全体
を対象にし

理の夕食の後︑全員で夜

ビールにて乾杯︑中華料

の成功を祈りタイガー

に向かう︒無事到着︑旅

シンボル﹁マーライオン﹂

昼食の後シンガポールの

の品定をし︑飲茶料理の

眺望︑革製品店でバッグ

サ島や活気に満ちた港を

した罰金美化政策である︒

機関内での喫煙など徹底

て罰金︒公共施設や公共

させる不潔な事などすべ

ション・ハエや蚊を発生

ム・シバを吐く．立ち

ミ・タバコの吸い殻・ガ

迎えを受けバスでホテル

て行った︒

がＰＲ不足
もあって参

募集された

格安料金で

万七千円の

五日間で十

テルが建ち並び︑広い歩

なファッションビルやホ

明に照らし出された斬新

色とりどりのネオンや照

チャド・ロードが有る︒

番のメイン道路︑オー

位の所にシンガポール一

ホテルから歩いて五分

く親しまれている︒夕食

などにデザインされて広

をした想像動物でお土産

がライオンで下が魚の尾

るように建っていた︒頭

マーライオンが沖を眺め

けられた公園の水辺に

像を見る︒港の一角に設
全食事付・

加者は夫婦

全観光・

の街へ散策に出掛ける︒

て企画されたが︑参加希
望者を池田商店の取り引

池田商店
﹁シンガポールの旅﹂
斎藤充昭

今回の海外研修は当初
研親会の活動の一端とし

しい︒

広報委員会では﹁愛板﹂皿号から問屋親睦会
シリーズと題して六 回 連 載 し た が 一 部 の 問 屋
二十一日

社是を﹁誠意・熱意・

創意﹂と掲げ社員一丸と
なっている︒この様に常
に前向きの姿勢で業界に
先駆けている︒加工部門
も甚目寺倉庫に併設して
得意先の要望に応えてい
る︒平成三年に甚目寺工
場の西に新たに営業本部
を建設︑より一層の受注
に応えている︒

県諏訪市の諏訪湖ホテル

の種類屋根工事業・板金

池田商店である︒

嬢蕊鰯

工事業以上

さんだけで終わっている︒

今回︑日頃私たちのお世話になっている材
料の供給先の亜鉛鉄板問屋会の会員会社二十
七社を五十音順に順次紹介することとした︒

第
１回
回株株
会社
田商
商︷
第１
式式
会耐
池池田
店宙
㈱池田商店は名古屋駅
から西へおよそ一キロく
らいの則武本通りに本社
がある︒

矩
畠
令
心
、〜
‑
＝
も
−
−
−
、
勺

の池田惣一氏七十六才で
ある︒惣一氏は中村区祢
宣町の吉田商店で修行し
て若干二十八才にして昭
和二十三年上笹島町に池
田商店として独立
開業した︒当時は
戦後の混乱した時
代でトタンの商売
も切符制であり大
変苦労をして仕入

得意先にはバケ

で会員百二十名の参加で
総会を開催︑翌日養命酒

蕊
磯溌

れて︑お得意様に

ツ屋さんや衣装缶

従業員の平均年齢は三四
・二才と若く活気ある問

得意先との親睦にはＳ
Ｉ研親会と言う組織があ
り例年新商品の勉強会隔
年で一泊旅行で工場見学
を行っている昨年度は阪
神大震災のため取りやめ
となったが今年度は長野

屋さんが多くこの

屋さんで︑今後も業界を

歩道ぞいには高級ブラン

て何とも爽やか︒明るい

の先位の殻付き落花生を

つまみに出る塩味で小指

ンクのカクテルを楽しむ︒

ホテルのロングバーでピ
一人参加な

ド店からコンビニまで豊

いた殻は下に捨てる︑だ

かじる︒お替り自由︑剥

後格式血１のラッフルズ

ど十三人に

富な品々が観光客を引き

た太い木々が照明に映え

とどまった

付ける︒道路にはタク

道には緑の枝葉が生茂っ

がかえって

・兄弟・友

まとまりが

人コンビ・

i
I
i
I
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届けていた︒

バケツ衣装缶組合
の協力により︑出
世払いでよいから

リードする事が期待され

株式会社池田商店

商号

介する︒

以下に会社の概要を紹

る︒

駒ヶ根工場を見学した︒

在地に移転した︒

と昭和二十七年現
三十一年には株式

会社に︑三十七年
に現在の本社ビル
を建設︑四十六年
には販売網の拡充

鼠鰯

蕊蕊

社長は大正九年生まれ

﹃￥﹄
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から床は殻だらけ︒この
殻を客が踏むから殻の油
脂が木の床に染み込んで
為にいいとか︒発想が面
白い穴場の一つである︒

翌日は橋一本渡った隣
の国マレーシアへ行く橋
の上は出入りの車で大渋
滞︒入国審査を経て果樹
園の中で民族舞踊や音楽
を聞き︑食べ放題のバナ
ナとカレーの試食をした
後︑イスラム教寺院を見
学︑白色の大きな寺院は
見応があるが敷物やニセ
物時計の物売りが多くう
るさいこと︒この夜は郊
外の夜行性動物園ナイト
サーカス屋台街へ寄る︒

しに舌づつみ︑お酒に
ビールとくればカラオ
ケも始まりデュエット
も何曲か出て︑普段は
話す機会の少ない奥様
同志のおしゃべり︑
チャンスとばかり話が
はずみ時の過ぎるのも
早く︑なごりおしく帰
りの時をむかえた︒道

へ︲ｌ︲ｌｌ

中︑干物売りのおば

西尾支部だより

きた︒

例年にない雨の多い
今年の梅雨の晴間の６
月 日︑日帰りコース
で﹁日間賀島へのグル
メ﹂と称して︑９事業
所の奥様を主役で参加
していただき︑組合員
共々型名で︑三河湾の
美味をいすず旅館にお
いてあじわうことがで

ちゃんのかけ声にイル
カも姿をのぞかせて和
やかなうちに無事︑行
事を終了した︒
日頃組合員同志は︑

組合活動︑組合青年部
時代からの付き合い︑

■■＆■■■■■卜■■ｃｃ●■●●■●■■■■■■■■●■ｂ■■■

愛板ゴルフコンペ

ホールで豊田
地区の︑河合
澄夫氏がホー
ルインワンの
快挙を成し遂
げた︒おまけ
にこのホール
はゴルフ場よ
りキリンビー
ル一年分がつ
いており本人
はただビック

の中十五番

あった︒スタート前に
は江南支部の滝幹事よ
り挨拶があり︑それぞ
れ闘志を胸にプレーに
熱中︑又楽しみながら

絶好のゴルフ日和で

Ｐｂ■ｐ■︒■■︒■伊日■︒ｄ■︒■︒︒ａ■■日告︒Ｄ■９．■＆■■︒︒■

愛板ゴルフコンペが
七月十一日︑岐阜県の
山岡カントリークラブ
で各地区より四十六名
が参加して開かれた︒

当日は天気にも恵まれ

ぐ河合澄夫氏

識議織

噌欝

菱重工業見学
小牧支部

１日右記見学６名
１日三菱重工見学

春日井支部
５名

８日定例会Ⅳ名
卵日役員会４名
碧南支部

型日太子誌及び会
議共済制度の

旧日第４回役員会

現況と戻し金の
取りあつかい
豊田支部

リで﹁泡﹂てました︒

表彰式には多忙の中
平野理事長もかけつけ
挨拶を頂いた︒皆様よ
りお祝いの言葉や︑祝
宴に参加頂き大変盛り

今回参加者全員が

上がった︒

た︒

ハッピーな気分になり
とても良いコンペだっ

優勝加藤富生︵昭和︶
二位野村雅宣︵稲沢︶

三位西俣章︵豊田︶

懇親会賜名

及び青年部合同

即日訓練校・支部

２日定例会旧名
型日三役会６名

東三支部

過名

妬日支部理事会

知多支部

恥日支部定例会

︑名

舶日青年部定例会

リング大会妬名
幡豆支部

７日家族親睦ボー

刈谷支部

支部会議加名

建設連合会板金

蕊謡蕊舞慧燕蕊爽斡蕊蕊蕉叢︾蕊舞潅蕊蕊溌篭隷窯蕊蕊急隷蕊蕊蕊鑑鏑蕊蕊舞灘蕊討蕊心蕊諺蕊巽韓壷鋒篭韓蕊蕊撲驚韓盗懲離

陸

灘
;
雨転

７月各支部の動き
８日支部例会唱名

昭和支部
中村支部

躯日支部定例会
中支部

６日７月常会胆名
共済制度の現況
報告と加入促進
一宮支部

羽日青年部例会
別日支部役員会
旧名

尾張板金連合会

１日名古屋航空宇
宙システム三

午後五時終了③

委員五名出席

三○八号編集会議

七月三十日㈹晴

精一杯競技して貰いたい︒

この日のために青春を
懸けた選手は外圧に負
けず花の舞台で楽しく

るのでは無いだろうか︒

今の社会やマスコミは
入賞の期待を懸け過ぎ

ての選手皆同じである︒

開催国アメリカ色を強
く打ち出した感動の開
会式から一週間︑前半
戦の水泳・柔道など各
種競技もほぼ終り中盤
戦に向けて益々白熱化
しようとしている︒
マスコミ各社も︑よ
り早い情報伝達機能技
術が進み連日の熱戦の
様子や結果が大きく紙
面や画面に踊って︑日
本選手の入賞に期待を
持たせる︒テレビも二
十四時間体制を組み通
信衛星を使い︑真夜中
の同時実況放送もされ
ついこれに熱中して連
日の熱帯夜も重なり睡
眠不足になる人も多い
とか︒五輪には﹁参加
する事に意義がある﹂
と言われる︒しかし出
場選手に選ばれた以上
メダルへの思いはすべ

ランタ・オリンピック︒

スポーツの祭典アト

輪編集後記

一

一

一

Ｅ

サファリとニュートン
星空の下で好きな物が割
安で食べられ好評︒観光
四日目は二階バス・タク

午前︑時頃海上タク
シーで波の静かな三河
湾を溺分くらいドライ
ブすると島の桟橋には
今年始めて見る水着姿
の家族連れもいて海水
浴シーズンとなってい
た︒旅館にチェックイ
ン後ロビーでコーヒー
タイムをとり風呂の後
に日間賀島名物タコず
．

ぜ．

ます︒

山崎

仕事の関係等では仲の
良い西尾支部ですがこ
れまで奥様同志はそん
な折もなく機会をもう
けてほしいとの
声があがり今回
は２回目の企画
となった︒参加
人数も４名増え
ました︒子供の
小さな奥様もみ
えて参加するの
も大変な事と思
いますが今後と
もこのような会
が西尾支部で喜
こばれて続くこ
とを心から願い

蕊一噸

4

シー・地下鉄・ロープ

甲３勺．

ＩｆｆＪ

篭

ウェイを体験利用してリ
ゾート地セントーサ島へ︒

やホテル白い砂浜も完備

博物館水族館戦争史料館
して太陽が舷しい︒最後
の夜はマンダリンホテル
でディナーショーを見な
がらさよならパーティー
を開き翌日帰国︒紙面の
残念︒

都合で書き足らないのが

固容

＝

ｆ
i

瀞競駕

ザ幽鍵

後日の反省会に招いた
添乗員の児島小夜子さん

に全員一致した︒

蕊

蝋
L蕊
卜

がバリ島にどうしても連
れて行きたいと言う希望
を来年あたりかなえる事

鯉
瀞
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