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︵高柳委員長︶では十月二十

愛知県板技術研究委員会
今回は技研委員のみで勉強し

になっている︑そんなことを

会議室で松下電工の専門技術
三十％ダウンしている︒また

た︒東海地方の新築戸数は約

課長から次のように挨拶があっ

講義に先立ち有須田外装一

たので報告する︒

者二名の諦師と委員九名の出

いる︒住宅は今後どんどん減

席で屋根︑外壁︑雨樋の技術
本来︑私たちは板金業では
うなことから最近ハウスメー

少してくるであろう︒そのよ

空家率も十〜十三％となって

プロであるはずであるが︑日

的な事を勉強した︒

名古屋外装建材営業所九階の

一日午前十一時より松下電工

会 議 風 景

頃ごく普通に板金作業をして

霞

蕊農

カーもハウスリフォームに力
を入れてきている︒特に家の
外観には全体の二十五％をか
けてリフォームしている様で
リフォーム会社も増えている︒

十年後には十兆円産業とも言
われている松下電工ではコン
ピューターを使いキャドで完
成写真を作り施主様に見ても
らって提案することで受注す
るシステムを導入している︒

ではマイスターという︒共に

屋根診断士というが松下電工

リングが一番多い︒三面接着

外壁の三大クレームは︑シー

ないといけない︒

陸は屋根と同じく三一吠以内で

金店であるが︑今後は外装工

はブリキやといわれ︑今は板

残って行くには︑板金店も昔

最後に有須田氏は﹁今後生き

樋の三項目の研修を終わり︑

アップしてリフォームを積極

事店と店名も変え︑イメージ

による折損がおきるので軒先

部品と本体の色違いをなくし

覆しているため色落ちしない︒

また高耐候性特殊樹脂を被

雨強度や屋根の投影面積を基

☆タクシー名古屋駅から五分

◆交通のご案内
☆地下鉄︵東山線・鶴舞線︶
伏見駅下車︵七番出口より︶徒歩五分

・申込締切平成十年一月十日山

◆申込方法
・申込先支部長まで会費を添えて申し込み下さい︒

◆会費一二︑○○○円

名古屋市中区栄一丁目八番三十三号
ＴＥＬ○五二−二一一 六六三三
ＦＡＸ○五二 二一一 四四一二

◆場所﹁名古屋クラウンホテル﹂

受付開始午後二時・開宴午後三時

◆開催日時平成十年一月一一十三日㈹

多数ご参加をして下さいますようお願いします︒

開催されます︒

平成十年の新年懇親会は名古屋板金連合会の担当で

新年懇親会のご案内

分散会した︒鷲見

締めくくられ︑午後五時二十

的に進める事ではないか﹂と

メーカーが出している資格が
ある︒ナショナル屋根瓦は軒

ライマーを塗布してからシー
リングをすること︒プライマー

をさけ︑切断面には絶対にプ

が塗ってない目地は必ず切れ

標準工法で施工してもよい︒

強風工法は脳天ビス留め工

高九研最高高さ十三脚までは

法でパッキン付きタッピング

る︒二番目が︑氷害クレーム

れは板端部より二五〜三○言炉

三番目が縁端クレームでこ

と割れクレーム・

ビスを補強部位に留める︒

下地についてはコンパネは

入った所に留めるようにする︒

ＪＡＳ一類十二言炉以上五プラ
モルでは四十署荻︑耐火野地板

イ層スカイモル︑パーライト

が講師で雨樋について講義が

休憩後は雨樋事業部の畑氏
あった︒ナショナル雨樋アイ

は硬質木片セメント板十八昌吹

以上でセンチュリーボード︑

いるので耐熱性に優れ熱伸縮

ゴールデンモェンＷを指定し

がプラスチックに比べて脇と

アンはスチールが芯に入って

屋根下地の不陸は三言炉以内

ている︒

にする︒積雪地域での施工は

部より六十五言吠ひかえて屋根

少なく優れている︒

瓦を施工する事︒など屋根の

二十年間色落ちしない耐候性

〃すがもれ〃︑っらら︑氷魂

講義を十二時三十分まで受け

を向上させた商品もある︒

準にして落ち口一カ所を決め

雨樋のサイズの決め方は降

午前の部を終わった︒

松下電工では六月にアルミサ

軒樋排水量と竪樋排水量を決

午後は外壁材から勉強した

が今回の研修では窯業サイディ

でこの表を読めばサイズを決

める︒これは一覧表があるの

イディング春一番を発売した
ングについての勉強であった︒

めることが出来る︒受け金物

窯業系サイディングの厚物
はほとんどの商品が準耐火構

ク製︵ポリカーボネイト製︶

は金属製の物よりプラスチッ
の方が強度があり積雪地でも

造に適応できる︒また水ぬれ

鉄骨建物は地上高十三腕以内

り強くする必要があるときは

六○○ピッチでいけるが︑よ

寸法変化率が○・一五％ある︒
とし一・六皇が以上の厚さの胴

ク

有料であるが板金店さんのお

縁を使用する︒ツーパイフォー

一●名鉄●近鉄●メール

ジ

最初の講義は松下電工外ま

受けピッチを狭くすればよい︒

汀鴎剛ⅡｕＩｎＵＩⅡⅡＵｌｎ刊

ｌ
；

役に立つと思うと語られた︒

の建物などへの直張は結露を

ー一

サ

わり相談センター大阪チーフ

海岸線より一キロ以内は強風
地域とする︒以上︑屋根︑壁︑

おこすので通気工法で施工し
なければいけない︒下地の不

レ
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ト
四期九年間にわたｈ蒜あられ庵

以後昭和六十二年三月までの

票により理事長に選任されて
礎固めなど︑氏の偉業は大き

ための改組と委員会制度の基

近代的な組合事業を推進する

﹁責任施工制度﹂について良

数が非常に少ない︒要するに

片寄っていて全国的に見ても

書の動きを見ると一部県板に

柳三郎氏を︑お願いしました︒

杉浦彰先生・山本和義氏・高

和三十七年当時の訓練所で

がしたいとの事で逢いに行

今年度の技能検定試験の話

役員による講演３﹁責任施工

いての基本的な考え方︑つづ

講演１﹁責任施工制度﹂につ

又貞治全板連副理事長による

クに分かれて講演︑説明の内

この後の閉講式において次
年度は大分県別府市にて﹃あ

事柄に終始したと思いました︒

いという説明がありました︒

も保険金が支払われた事がな

た︒この中でいままでに一回

専務理事による保証書発行の

二日目は全板連︑田木久

はふけて行きました︒

全体討論において︑その内容

及び質疑応答から始まりまし

流れ︒手続きについての説明

日各ブロックで話し合った内

続いて︑全体討議に移り︑前

を発表するという流れでした︒

いて松村利光事業委員会委員

施工制度﹂の取組方法と将来

いうことでしたが︑基本的な

容について全板連本部役員に
質問をし︑解答をいただくと

等の活用についても検討する︑

いの場が持てるこのような研

全国の若い同業者と話し合

と思います︒尚︑この研究会

究会には積極的に参加したい

福井︑石川︑富山︶七県の出

いました︒この内容としては︑

席者が集まって話し合いを行

﹁責任施工制度﹂についての

城︶・西川喜久男君︵中川港︶・

出席しました︒

があり︑今回の研究会は前年
と違いグループ分けをした話

た︒次にオリエンテーション

ブロック会長・宮下青年部担
当理事・地元︑北村忠博愛媛
県板理事長の挨拶と続きまし

臼井全板連理事長・北村四国

の挨拶で始まった開講式は︑

すでに発行された全板型保証

と言う説明でした︒︶そして

環境が違うのでしかたがない

︵これは︑各県それぞれ気候︒

各県それぞれに持っている︒

というものの独自のやり方を

で伝わっていない︒また︑

うことでしたが︑我々の所ま

各県板に伝達︑送付済みとい

各種の情報及び資料について

この時の運転手さんは非常に

松山市内の観光をしましたが︑

了後にジャンボタクシーにて

した︒

て一八六名との報告がありま

一六六名︑役員二十名合わせ

に参加された人数は青年部員

豊田松井

熱心かつ親切でした︒

余談でありますが研究会終

し合いではなく︑第一日目は

︿全板型﹀の﹁責任施工制度﹂

全板連︵親組合︶役員による

野溝年成全板連青年部部長

松井祐治君︵豊田︶の六名が

というものです︒愛板青年部
からは︑河田部長︵東三︶・
近藤康則君︵東三︶・筒井和
彦君︵西尾︶・岩崎崇君︵安

展望︒休憩をはさんで全板連

度﹂の仕組みと役割︑﹁責任

長による講演２﹁責任施工制

オリエンテーションの後︑勝

容について協議し︑二日目の

い懇親会があり第一日目の夜

制度﹂の運営事例と続きまし

すなる研究会﹄が開講される

た︒この後会場を移して楽し

平成九年九月二十八日日・
二十九日側の両日︑愛媛県・
松山市の道後温泉﹃道後プリ

た︒この後︑ブロック別分科

演︑説明を聞いた後︑各ブロッ

ンスホテル﹄において第十八
回全板連青年部研究会﹃あす
なる研究会﹄が開催されまし
た︒この研究会の目的は︑社
会的な責任の遂行と適正な収
益の確保を同時的に達成する

会ということで中部ブロック

旨発表がありました︒

﹁責任施工制度﹂に対する講

ための﹁責任施工制度﹂につ
いての理解を深め︑この﹁責
任施工制度﹂を推進すること
で雇用改善のための基礎条件
をどのように整備するかを研
究する︒また︑メーカーが展
示する建築板金用材料︑工具

は︵愛知︑岐阜︑三重︑静岡︑

く解からないということでし

く評価され組合史上に輝き続
心からご冥福を祈る︒⑧

けるであろう︒

就任当時︑全板連と県板の
関係がぎくしゃくしていた事
を軌道修正に努力されたり︑

西三板金連合青年部︵岩崎

西三板金連合青年部技能向上訓練
崇部長︶は︑技能向上訓練を
訓練の日程は八月二十四日・
八月二十八日・八月三十日︒

昨年同様︑岡崎技術工学院に

九月四日︒九月六日・九月十
一日・九月十三日・九月十四

﹃板厚○・八ｍの銅板を使用
する建水﹄の製作を行いまし

日の八日間でした︒

於いて実施しました︒今回は

の天寿を全う︑逝去された︒

た︒建水とは︵茶の湯で︶茶

県板三代目理事長︒日 比 野

十月十三日午後六時よ り 通

先生は毎年の技能検定を大

豊田松井

全員完成しました︒

のことです︒

碗をすすいだ水を捨てる容器

とわ

変楽しみにしていましたが︑

なかった事が歯捧くてとて

闘病生活のため︑指導出来

落ちる様に十月十日早朝︑

も心残りの様子でした︒

先生が他界される二週間

した︒その時以来︑技能検

きました︒私が先生と話を

前に奥様より電話があり︑

定試験岡板技能士会役員と

なりました︒

したのは︑その時が最後と
七十年間︑悔いのない人

いでした︒

ある時は先輩︑又ある時

しょうか︒

生を送られたのではないで

岡崎内山

御祈り申し上げます︒

御冥福を

は父親の様に親しくさせて

り︑話術そして間の取り方

者のひとりひとりに気を配

定実技学科講習の時︑受験

頂きました︒先生は技能検

して三十五年間のお付き合

私と先生の出会いは︑昭

れました︒︵享年七十才︶

恩師金沢政治先生が永眠さ

晩秋に最後の一葉が舞い

永遠の旅立

参加人数十六名︑講師には

が北区若葉通りの﹁愛昇殿﹂

に於いて︑喪主︒日比野晃也
氏によりしめやかに執り行な

われた︒通夜︑告別式に は 市
内はじめ県下各支部より 大 勢
の組合員が焼香におとずれ︑
故人をしのび冥福を祈った︒

告別式には現職時代の日比 野
体制を陰で支えた樽井元副 理
事長や清水元専務︑平野前理

事長︑東北支部の長老栗田 氏
らも参列された︒また県板か
らは村上理事長が所用のため︑

斎藤︒長谷川︒高柳の三副 理
事長と吉田専務が会葬︑斎 藤
香し偉業を称えた︒

副理事長が組合を代表して 焼
故日比野氏は昭和五十三 年
四月開催の第十三回総代会で

に︑私も感動しました︒又

ノ

夜︑十四日十二時から告 別 式

定雄氏が十月十二日八十 四 才

日比野定雄氏逝く

愛知県板・第三代理事長

鍵

当時の柴田理事長病気のため

、

報

蕊

藤

#癖吻
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立候補を辞退され︑その後 投

、
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▼新問屋シリーズ▲

加藤芳文氏

し代表取締役社長

商号株式会社ちた嘉商店
創業地愛知県西春日井郡西
枇杷島町大野二十八の一

創業者渡辺嘉助
本社所在地

会社設立昭和二十七年

横川サービスエリア休憩︑

長野新幹線・高崎駅も見るこ

先月開通したばかりの上越

る様に︑繰り返し繰り返し力

ておく為に︑毎年の検診をす

その移り変わりを含めて知っ

合員に︑自分の健康状態の︑

厚生委員の稲吉さんは︑組

ました︒毎年行っています︒

とができた︒そして︑しばら

ここは明日の昼食場所だ︒

く車を走らせ︑今日の宿泊場

合同研修旅行
中村・西支部両組合は十月

中村支部︒西支部
五日・六日︑群馬県伊香保温

説しておられます︒

問診︒検尿・採血・血圧・

所ホテル古久屋に着いた︒

夜の宴も予想以上に盛り上

泉へ旅行をした︒中村支部は

ントゲン・肺のレントゲン・

眼底検査︒視力検査・胃のレ

名古屋第一赤十字病院前に集

一

イトサロン﹁花錦﹂の貸切り

がった︒二次会は︑全員でナ

肺活量・心電図を調べました︒

一二八六

電話○五二

となり︑五十インチのカラオ

五○一

西枇杷島町大野二十八

店にも工具や材料が数多く並
ＦＡＸ○五二

して︑東名阪清洲インター付

すけれど︑中年以降になると

若い人は健康なのが当り前で

合した︒過名の支部員が乗車

べられていて誰でも買うこと

近まで移動し︑西支部から３

ケを楽しんだ︒二日目は高崎

一二八七

が出来︑一寸したことなら個
昭和二十四年八月二十七日生

代表取締役社長加藤芳文

百衣大観音を参拝︑胎内を見

五○一

人の素人でも作業が出来る様

ターから中央自動車道へ︑お

名乗り込みました︒一宮イン

合計十四名

女子四名

にて昼食を取った︒白樺の林

昼頃︑諏訪湖へ到着︑白樺湖

クリートの観音様の中を階段

学︒七十メートルもあるコン

様です︒検診はいつも午前中

検査結果がだんだん悪くなる

従業員男子十名

二十年以上︑鉄鋼二次製品や

には辛いところがあります︒

検診の前日︑ＰＭ十時から︑

に終わります︒検診を受ける

酒・タバコ︒飲食．激しい運

で胸近くまで登った︒又︑高

びその加工品︵屋根材

そうです︒お昼にはＪＲの横

動は禁止です︒バリウムを飲

道は山のペンキ屋さんも大

㈱ちた嘉商店は戦前︑親戚

少し早く色付く︑ススキや

川﹁峠の釜飯﹂を食べた︒二

営業品目カラー亜鉛鉄板及

に当たる知多半島出身の渡辺

壁材︶塩ビ雨樋︑波板

ナナカマドを見た︒白樺・霧

㈱ちた嘉商店である︒

に大型ホームセンターがよく

パイプ︑釘︑針金等線

崎で有名な物に︑達磨がある

見られるようになった︒ 最 初
嘉助氏が︑西枇杷島町で金物

むと︑皆さん一日中お腹がお

の頃は素人の日用大工用品の

日間事故なく︑楽しく無事︑

店﹁知多嘉﹂を創業︑これが

ヶ峰・車山⁝⁝雪のないゲレ

﹁ちた嘉﹂里凹弓の由来となっ

金物店︑ホームセンター

静岡四県下の板金店︑

疲れ様でした︒

西支部鈴木

集団検診

西尾支部

西尾板金組合は︑西尾保健

センターで九月二十四日︑二

十五日に集団検診をしました︒

二十四日は一般組△冒貝と家族︑

二十五日は従業員と︑振り分

けています︒四十三名参加し

西尾大橋

材製品

店として始まり少しずつ 品 そ
ている︒ちた嘉商店は販売先

会社では社長が担当者と共

になります︒

かしいとこぼします︒つい目

ろえが期え︑売り場而積も四

に板金ルートと金物店と︑も

社長のモットー

屋そのノウハウは︑

に年に何回かホームセンター

西支部の谷口さん︑中村君お

名古屋までお世話くださった

五○坪から六○○坪︑八 ○ ○

う一方にホームセンタールー

は企業が成り立たない︒

大企業は恩とか義理で

ンデも︑すばらしい眺めであっ

坪となり現在では資材館 を 併

トがある︒昭和四十八年︑日

しかし我々小企業がそ

営業範囲愛知︑岐阜︑三重︑

設して千坪以上の店も出現し

本にホームセンターが出来て

覚めの一服をしてしまいがち

ている︒

以来︑二十年以上︑このルー

にありがとうございました︒

愛知県だけでも百三十 店 舗

ついてきてくれない︒

れをなくしたら︑誰も

中支部の杉浦幹事さん︑本当

位あると言われている︒どの

て認鉄鋼二次製

た︒

変／と皆が騒いだ︒

塩ビ製品を卸してきた商店が

そんなホームセンターに︑

になった︒

資本金千二百八十万円

第十三回株式会社ちた嘉商店

︾織評辞誕灘灘雪灘皇識蝋総鍵一

露

卜に携わってき

社屈指と言われて

業界の中心地である関東地区

大切にしたい︒

社いる︒

品問屋の中では︑

本今回は︑その

る︒

やアメリカへ視察に行ってい
﹁ちた嘉商店﹂

の概要を以下に
紹介する︒

肺活量の検査

篭
dウ

最近︑市街地周辺部や 郊 外

目
￨

参 加 者

第３２２号

板

愛
(3)平成９年１１月１５日

平成９年１１月１５日（４）

板
愛
第３２２号

十一月十九日︑豊橋総合卸

が︑もっといいのは︑経験が

ザイン︑防火と優れている

誰一人齢上手く漕ぐことがで

を取らせてもらったのですが︑

らい舟﹂を体験し︑各人が舵

佐渡の小木港に着くと﹁た

クインをすませ︑風呂も入ら

害殆ホテルに着く︐くすぐチェッ

うかどうか心配だった事でしょ

最中で︑宴会の時間に間にあ

出し︑新潟の町もラッシュの

のですが︑日も暮れ雨も降り

圃園固国

例年に比べて降水量が少な

佐渡方面娼名

β日定例会肥名

春日井支部

ひょう

そして︑白鳥の渡りで有名な︑

宴会で盛り上がっている頃に︑

瓢湖を訪れたのですが︑前夜

い穏やかな晴天が続いた紅葉

名古屋板金連合会
職人展参加

３．４．５日尾張名古屋

８日支部定例会

昭和支部
中村支部

西支部
旅行伊香保温泉

５．６日二支部合同研修

型日監査会及び役員会

ｎ日支部役員会詔日

岡崎支部

ついて

ボーリング大会等に

コーキング共同購入

県板共済制度の推進

週日第２会会合

豊田支部

全板ノート説明

ｎ日第７回役員・班長会
西尾支部

鴫日支部役員会出名

過日支部定例会５名

知立支部

皿日懇親旅行肥名

知多支部
東三支部

村上理事長新体制が発足して

半年余り︑再編成した各委員

いる︒そこで組合事業を陰で

会も積極的に活動を展開して

フ三人︒吉田専務︵事務目回毎

支えているのが事務局スタッ

は着任して一年半︑組合機構

や事務処理︑外部関係団体な

の風格が出て来た︒自前のパ

どしっかり把握して事務局長

ソコンを駆使して庶務一般を

の技術屋だから︑堅実である

処理する仕事ぶりは︑元県職

と共に︑手抜きのない前向き

そして︑この人が就任して

な取組に信頼も増す︒

から事務局の雰囲気がすごく

と何よりも人柄なのだろう︒

明るくなった︒チームワーク

で日本酒の酵母菌を作ってい

岐阜大農学部出で県の試験場

に強い︒大声でアッハハと笑

たことからか︑めっぽう酒類

う姿はさしずめ○︵Ｙ・を想

んは花屋さんを営む事業主︒

像したくなる愉快な男︒奥さ

十月二十九日附晴
三二二号編集会議

今枝局員を紹介する予定︒

次回は機会をみて北出局員と

肥日青年部研修会ｕ名

午後五時半終了㈲

委員十一名出席

型日役員会７名

岨日支部研修会記名

３日定例会詑名
過日役員会６名

の秋も︑いつしか雪の便りを

皿日第３回マツタケ狩り

見学し︑大佐渡スカイライン

今年初めて白鳥が渡って来た

十月十二日から十四日まで

聞く頃となった︒愛知県板も

で佐渡を見下しながら峠を越

何か得をした気分でした︒そ
り︑昼食をとり︑また予定外

西三板金連合会

らしく︑タイミングのよさに

二泊三日︑佐渡新潟へ︑十四
え︑歴史伝説館では︑超ハイ

の後︑米山で北陸道を一時降

岐阜八百津ｎ名
羽日支部役員会４名

名でバス貸切りという少々賛
テクロボット等による佐渡の
歴史を紹介され︑酒蔵見学︑

二泊三日とはいえ初日に佐

沢な旅行になりました︒

に︑田中角栄氏の生家を訪れ

支部名簿配布

たのですが︑田中氏の影響が
大きいらしく︑高速を下りれ

スチールハウスにつ

話に聞き入る方々もおられま

ば５分程のひっそりとした所

いて説明

利き酒体験をし︑熱心に酒の
した︒その後︑両津港へ向う

で︑門の外から拝めるだけで

日程で︑バスに乗り込んだと
たんアルコール類が手渡され︑

のですが︑時間が余ったので

すが︑別の観光の方々もみえ

渡まで渡るのは少々ハードな

ａｎサイディングの説明が行
高速に乗ってからはトイレ休

と本間家能舞台に立ち寄り︑

ガイドさんの配慮で真野御陵

の偏芯プラグ︑トステムもＤ
われ︑組△冒貝が熱心に聞き入っ

憩が何度も必要となり︑直江

碧南支部

津港のカーフェリーの時間に

ていた︒松下電工︑トステ ム

巧日青年部定例会

は同じ金属サイディングなの

ており︑庭には︑銅像も建て

間にあうかどうか︑パスのド

ツァーとは一味違った体験を

で︑やりにくい面があったと

事二泊三日の旅も終え︑帰路

それほどいらない︒あえて我々

ず浴衣に着がえ宴会場へ入り

迅日支部定例会９名

熱田南支部

那日青年部会合

巧日支部役員会６名

江南支部
津島支部

皿・岨・叫日親睦旅行

５日支部定例会Ⅳ名

刈谷支部

鯛日青年部積算勉強会

そして︑二時間半の長いカー

に着きました︒津島猪飼

しました︒

フェリーを乗り越え︑無事新

ライバーやガイドさんには迷
日は風が強く︑フェリーに乗

ベントである︑美人所の月岡

潟に渡り︑この旅のメインイ

惑をおかけしました︒また当
り込んでからも揺れが激しく︑

る所︑先の見えない時代に︑

我々の生きる道はこれしかな
船酔いとの二時間半の闘いで

が金属にこだわるのは︑我々

舟を終える頃には日も暮れ︑

きなかったようです︒たらい

ました︒宴会場では︑三名の

翌十四日は︑前夜の宴会の

如月各支部の動き

ではないか︒

でなければできないこと︑雨

ホテルへ向う途中の佐渡の海

コンパニオンが待っており︑

温泉での大宴会が待っていた

漏りを防げるのも︑技術保証

岸沿いの雄大な景色を見なが

二時間の宴会も終り︑その後

した︒

い︑保証書付きを前面に出す

出来るのも︑この業界しかな

を各々感じていた事でしょう︒

ほとんどの方が二次会へ行き︑

定されている︑尖閣湾の豪快

気持ち静かだった様でした︒

疲れが出たのか︑バスの中は

うです︒

その日の宿は︑大人しめの宴
翌十三日は︑国定公園に指

夜中まで盛り上がっていたよ

ら︑無事佐渡に渡れた安堵感

は．⁝．．

松下電工︑若井産業︑トス
テムの各社に短時間での説明

な景色を観て︑その後︑江戸

せんかく

し上げます︒役員︑組合員の

時代の金山を再現した洞穴を

東三吉田

皆様︑ご苦労様でした︒

に苦労されてた様子︑お礼申

会で一日を終えました︒

しかないのでは⁝⁝生きる道

窯業系の屋根材︑壁材はデ

いと言う︑心配りがあったの

思うが︑平松支部長の意図す

られていました︒こうして無

松下電工は春一番︑若井 産 業

五十余名の出席にて行われた︒

センター組合会館で︑組合員

孔

