ＩｊｊｊＩｌｌｌｌｌＩｌｉＪｊｊｊＩ！

各宿泊部屋にもどって夕食ま

意事項等︶があり︑説明後は

前説明︵持参工具の点検︑注

選手の背中姿が見れ︑最後の

かったが︑別室ガラス越しに

ために耐大会役員しか入れな

間四時間十五分を静寂に保つ

事の講評︑勝又理事長大会会

あいさつ︑横瀬青年部担当理

べていた︒

感の入り混じった表情を浮か

いての反省点

品の選定及び配布などにつ

◎審議内容は

れた議題を審議し了承された︒

長所感と進行し︑沖野青年部

副部長の閉会の辞で大会が終
了した︒

閉会式終了後︑小雪が降る

岡崎宇野

なか帰路についた︒

全板連・仙日板協青年部主

の店舗併用住宅の外装リ

の製作︑ＮＹＡＣは﹁築卯年

が出場した︒ＺＩＣはバケツ

製作に移った︒製作は︑日頃

分過ぎには展開図を描きあげ

伝わってきた︒両選手共︑加

県板総務委員会は一一月十九

①総会後に講演会を開催す

いて

の立場でメリットを共有す

促進を計り︑組合員が平等

に付いて各々のブロックに

受付る事となった︒これら

現行の料率に基づき早急に

口数の増口などを申込むと

二十日までに新規加入と︑

それ以前の施策として三月

度より新料率が制定され︑

二︑全板国民年金基金の新年

一︑全板国保愛知支部Ⅱ報奨

での時間を過ごし︑夕食後は

一分一秒まで作業に取り組ん

を見ると︑前日の険しく厳し

閉会式では︑河田青年部長

明日に向かっての準備をそれ

見る事が出来ないので︑作品

でいた︒作品は︑大会役員しか

二日目の朝は︑曇り空であっ

の出来ばえはわからなかった︒

ぞれしていた︒

たが午前８時の競技開始まも
ＺＩＣの会場では︑付添４

い表情とはうってかわり︑安

競技終了後の選手３名の顔

名と応援３名は選手正面の所

堵感とやりとげたという充実

なく︑小雪が降りはじめた︒

定の位置から見守る事しか出

催の第二十四回全国建築板金

のペースで作業し標準時間の

日午後三時より県板三階会議

来ないが︑真剣な取り組みは

競技大会が︑２月９．ｎ日の
フォーム﹂の施工図とリフォー

三時間三十分で完成提出した︒

手とそんしょくなく出来てい

拶に続いて議事に入った︒

て開催した︒

どうか︑趣旨に沿った人

補助が受けられる講師は

大切な収入源ともなり︑併

外に︑組合の事業計画上︑

る為︑災害・疾病の補償以

﹁技能競技︵ＺＩＣ︶の部﹂

選手と付添人

し富士山を背景に

②総代会後に羽柴弘和氏の

て還付されており︑加入率

り︑今後の施策としては︑

は全体の五○％を割ってお

八○％の加入の確保に力を

黄綬褒章受章祝賀会を懇

注ぎ︑実現に向かって保険

親会と兼ねて行う︒

③総代会議長の選出につい

料の低い若年層の方々の加

者は二○四名で過去最高の

の新年懇親会主管ブロッ

て議長の選出はその年

四︑全板国保への加入勧奨を

協力を望んでやまない︒

入を期待し︑大いに理解と

参加者︑盛大であった︒

クから選出する︒

①中板協総代会四月十六日

も給付関係が充実しており︑

強力に勧め︑他の制度より

四︑その他

②基幹技能士養成研修を東

２頁へつづく

う事となった︒

期待し︑継続して勧奨を行

方の他の国保からの転籍を

安になっており︑組合員の

更に︑介護保険も一律に割

海四県北陸三県で秋開催

１︲１
．ｌＩ
原Ｉ１１１︲１１ⅧＪ１

る龍極霊篭簾騨逢一課講師窪遷燦雫

福利厚生施策に関心と︑心の支えを／

厚生委員会報告

三︑総代会五月二十一日につ

が四十五名としたい︒

四十二名の申し込みである

について十九日現在では

日〜十七日の申し込み状況

二︑全板福島大会五月十五

一︑新年懇親会の反省参加

毛利委員長及び理事長の挨

名が技を競いあった︒

前まで点検している人が大半

議題
ＮＹＡＣの会場は︑競技時

た︒全体的に︑標準時間５分

初日は︑昨年より雪が少な
く晴天で富士山がきれいに見

で︑時間いっぱいいっぱい使っ

愛知県代表選手として︑
には︑高柳信悟君と砂塚耕二
えた︒

９
４
糟

せて加入者には剰余金とし

君︑﹁建築技術︵ＮＹＡＣ︶

て完成している人が多かった︒

議灘
；
＊

４

に依頼︒

の部﹂には︑宇野勝義の３名

上写詫強

河田全板連青年部長

い﹁技能競技の部﹂の
作業風景

受付終了後︑開会式・記念
撮影・各会場にて競技上の事

三︑県板共済への更なる加入

よう徹し了承を得た︒

通知し︑組合員に周知する

二日間昨年と同じ静岡県富士
ム提案書の作成に︑全国の出

る︒講師については国保

塞鑑総務委 員会

宮市﹁富士教育訓練センター﹂

室で総務委員十三名が出席し

舞ら今も1.,'曾鶏零
両選手の出来ばえは︑他の選

告

３−８−６〒４６６−０００６
電話052‑732‑1226

蕊;軍勢:●灘

場者ＺＩＣ妃名︑ＮＹＡＣｎ

報

愛知県板金工業組合
発行広報委員会
名古屋市昭和区北山町

雲
謹

に於いて開催された︒

:
全
:
:
第
叢
傍あいさつする

灘

第３６９号

板

愛
(1)平成１４年３月１５日

平成１４年３月１５日（２）

板

愛

１頁のつづき
五︑労働保険年度更新の時期
が到来︒届けに際し書類の
一元適用と・二元適用の二

整理を︑事業所によっては

皿；

昨今話題となっている 取 締

法人関係の加入事業所は

聞に赦せられた記事の見出し

宮支部の佐藤忠雄氏が愛板新

れたソーラー講習後︑愛板一

く交換できます﹂昨年実施さ

ゼを起こせば︑取り外す事は

多いと思います︒横葺材のハ

場合のデメリットを思う人は

方は︑故障や傷等で交換する

☆雨水利用システム

ラーモジュールを取り替える

にて︑﹁めぐみちゃん﹂のソー

一月二十九日︑同氏の工場

佐藤氏は︑日頃使用してい

と言う事になると思います︒

広げ︑取替え後元に戻すのか

ハゼを起こせるのか︑吊子を

電する部分︶に傷をつけずに

００２リバーサイドフェスティ

８タワーのしたで行われる２

部では︑一宮のシンボル−３

愛知県板金工業組合一宮支

則太陽光発電建材・商品開発

日新総合建材より︑谷崎裕

周囲の横葺材にほとんど傷も

時間は約三十分︒取替え後は︑

んなく交換されました︒所要

ネル取付金具を加工して︑な

のである︒その趣旨としては︑

動によって進められてきたも

る渡辺和弘氏による発案と行

３×５ｍ

＊土間ブース

東海北陸道木曽川インター

＊アークセス

に沿って側道を北上すれば駐

から躯号を次の信号右に高速

市詣痴に入る︒１３８ｍのタワー
が﹇白︷叩︒

一出展コーナーの解説一

になれます︒

しんで銅板レリーフ作家気分

ます︒小学生から大人まで楽

銅板の上に描き︑浮き出させ

花︑動物︑アーーメ等の絵を

☆銅板レリーフ

｜体験コーナー一

んでいきたいものである︒

も資源利用の可能性に取り組

者としても︑小さい頃からで

雨樋工事に携わる板金工事

を実感できるのではないか︒

が︑水資源の大切さと利用法

水を貯水できれば︑地域全体

各家庭や施設で少しでも雨

も考えられます︒

降雨鼠の少ない渇水期の対策

東海豪雨にみられるように︑

県板を通じて提供して頂ける

会問題になっています︒また︑

近年︑都市型洪水の発生が社

尚︑これらの詳しい工法は

技術研究委員のメンバーで

と思いますので︑問い合わせ

垣間見た思いがしました︒

ある私は︑皆さんの創意工夫

てみては︑どうでしょうか︒

ればと︑実感させられました︒

﹃空からのぬぐみ﹄一

一宮渡辺

を今後も組合に繁栄させなけ

師１１

受講された方や施工された

⁝くく〜⁝〜卜
役の範囲︑︵指揮命令権︶

﹁めぐみちゃんは︑なんな

を明確にすべきで確認を忘

工法を同氏が考案された工具

リバーサイドフェスティバル
−３８から

で労働者扱いの届出に関し

けには充分な注意を︑役員

と作業手順でメーカー立会い

可能ですが︑いかにセル︵発

を覚えていると思います︒

ては︑賃金体系と登記簿謄

チｉムリーダーと︑名古屋支

︑〜？く〜⁝く

本などによる突合︑一 般 労

ことが条件となる︒賃金集

店から山田正郷・中上篤各氏

４月から新組合長となられ

計書の備考棚に︑対象者の

バルに参加が決まった︒

の元︑実際に披露された︒

氏名並びに金額を明記し役

このフェスティバルに参加す

たお客様に無料又は材料代程

品を︑指導員と共に完成させ

なく︑奇麗に仕上り︑これが

ギーを電気に変え︑地球の埋

が作業の様子をビデオ等に納

蔵エネルギーの消費を少なく

所の受付印を︵報酬︑賃金・

の方々との交流をもって当組

全組合員が制作した半完成

☆オリジナルちりとり

合の社会的貢献を︑今後とも

し︑ＣＯ２の発生を削減し︑

太陽から来る無限のエネル

☆太陽光発電システム
工具は︑尖端の長さを変え︑

環境を守ろうというシステム︒

ることにより︑組合員相互の

柄の部分は焼いて湾曲させて

深めていきたいことと︑いま

特に当組合が取り組んでいる

信頼関係を構築し︑地域住民

あり︑共にセルに当たらない

ている︑新エネルギー地域活

愛知県板金工業組合が推進し

戻す時に使用します︒他に保

動事業の一環として行うもの

陽電池﹂を利用しているため︑

﹁アモルファス系シリコン太

屋根材型ソーラーシステムは

めます︒

バーベキューなど１日中楽し

だ行事や︑食べ物︑買い物︑

あります︒

鶴畷劃岬岬吋︾

一宮佐藤

毎年︑過万人程︑入場者が

である︒

す︒

とよりリフォームにも最適で

担が少ない形状で︑新築はも

く︵約１／３︶︑建物への負

従来のパネル型より重量が軽

＊日時

２×３間

＊テントブース

９時訓分から午後５時まで

＊営業時間

５月３日から６日まで

あれば手道具で交換できそう

そこに凝縮された組合活動を

た佐藤氏に敬意を表すと共に

自らのアイディアを披露され

この作業を見ていた私は︑

です︒

護板とアース用のリード線が

その他︑子供の日にちなん

度で差し上げます︒

しと︑吊子を広げ︑また元に

ました︒

金の支払いがなされている

：

様にしてあります︒ハゼ起こ

職人なのだなと実感させられ

られない事がある︶︒

仕上げ工程

レモジュール交換後の

めながら見守られました︒

るツカミ箸と折板の鼻隠しパ

働者となんら変りなく ︑ 賃

負工事は異なるので︑仕訳

Ｉ

れずに︑工場板金と建 設 請

種類から柵成されている︒

場

これらの単純な表現は認め

寄りの労基署へご相談下さい︒

☆解釈の相違が生じるの で 最
県板では労働保険特別加入
の年度更新の継続手続きの受
付を実施しておりますので︑

て下さい︒

期日まで報告と納付を済ませ
☆重大災害の発生は影を潜め
たが︑相変わらず災害が発生
しているので︑事故を未然に

防ぐ対策として︑安全の 研 修
を積極的に採用を希望してや

まない︒沼津

第３６９号

大会が成功する様お力添えを

今年の議事としては︑共同

します︒﹂と述べられた︒

いっそうの御協力を御願い申

ていますが︑保証制度のより

報交換や話し合いが交わされ

先に関する資料が配られ︑情

議事終了後に産業廃棄物搬入

気管支のタンを調べるもの︒

査は検査料金二千百円で肺や

想であるとの事︒肺ガンの検

るが︑半年に一度の検査が理

御願い申し上げます︒また昨

ング等の共同購入︑不要材料

事業委員経過報告ではコーキ

他にも一年に一度行なってい

１月別日２時より平坂の勤

金融︑流通の部門には厳しい

うございました︒また私は保

労会館において︑村上理事長︑

ものがあります︒今年は住宅

新年
西俣西三板金副会長︑谷沢事
務局長︑北出事務局次長の御

証委員会の副委員長も担当し

保険とは何か②労災保険の正
式名称③雇用保険について④

出席を頂いて︑平成Ｍ年度愛

逼謹総寒
特別加入制度の概要について

２月別日︑第妃回岡崎板金
工業組合通常総会が﹁レ ク ・

⑤特別加入を認める者の範囲
について⑥労災保険料につい

板西尾支部第訂回総会を行

着工数が百万戸を下回ると言

一覧表の利用︑作成の件の報

今の景気は悪く︑特に建設︑

された︒

定刻の午後２時︑内山 英 臣

告︒厚生委員会経過報告では

どの暗いニュースが多いが︑

身は自分で守る事︒自助努力

エ事の重視︑太陽光発電の参
入︑保証制度の活用など組合
組織を利用し︑あるいは我が

千五百七十五円で全板国保で

大腸ガンの検査は検査料金一

の検査が行なわれる様にした︒

希望者には大腸ガンと肺ガン

多くの加入者を希望し︑皆さ

北出事務局次長による労働

われた︒西尾大橋

の問屋を招いて懇親会が行な

富士商店︑タカヶン︑角建材

午後６時より香村で田中屋︑

保険の説明︑啓蒙が行なわれ

われています︒リーーューアル

冬来たりなば春遠からじと申

には各種保険がありますが︑

が肝要であります︒板金組合

元気とやる気だけはしっかり

んが無災害︑無事故で暮らせ

中はテロとか狂牛病︑倒産な

します︒皆さん︑風邪をひか

持って暮らしましょう︒﹂と

更に西俣西三板金副会長の
御挨拶では﹁県板新年懇親会

いて第羽期通常総会を開催し

月鯛日に︑﹁なまら屋﹂に於

県板青年部岡崎支部は︑２

岡崎宇野

めで午後十時に閉会した︒

まれつつ石原晴久副部長の締

飛び交い︑楽しい時間をおし

た︒各場所いろいろな話題が

総会終了後︑懇親会に入っ

入り承認された︒

野賢君を推薦したので審議に

三男部長より︑次期部長に宇

選の前年にあたるので︑清水

議案の最後に︑今年は役員改

案審議は︑スムーズに進行し

出し︑議案審議に入った︒議

つの後︑宇野勝義を議長に選

部長あいさつ︑来賓あいさ

が出席された︒

副組合長・会計久世氏の２氏

来賓として︑組合より戸松

た︒

第飼期通常総会
ルで行なわれましたが︑鳥居

し山崎支部長︵右︶と
稲吉議長

し総会風景

は西三が担当で︑ひがきホテ

られた︒

松男氏に司会を担当して頂き︑

る様願っています︒﹂と述べ

また村上理事長の御挨拶で
は﹁１月別日の県板新年懇親
会に︑西尾支部の方々には多
くの参加を頂き有り難うござ
いました︒二○○五年の全板
大会では愛知県が担当します

多くの方に協力を頂き有り難

言われた︒

が︑皆さんのお知恵を拝借し︑

傍あいさつする村上理事長

県板青年部岡崎支部

ない様︑不景気に負けない様︑

健康診断の件が報告され︑従

なった︒

どちらの誰演も今すぐ︑自

山崎支部長挨拶では﹁世の

てを︑愛知県板金工業組合・

来賓あいさつでは︑県 板 理

た︒懇親会には︑問屋さん達

総会は終了した︒

北出明治氏に講演していただ

事長・村上章氏︑岡崎技術工
いていた︒

分達に関係がある事なので出
席者全員が︑小耳を立てて聞

続いて︑Ｍ年度のスローガ

も出席し︑途中に趣向をこら
したゲームをはさみ雑談の飛

来の健康診断のコースに加え︑

副組合長の開会のことば で 開

正になって間もない時期なの
で﹁道路交通法改正の話﹂と
題して︑岡崎市役所交通安全

次に︑道路交通法が一部改

いた︒

会され︑高柳一男組合長よ
り︑組合事業を組合員が よ り
多く活用するように呼び か け
られた︒優良従業員表彰では︑
㈲山清板金工業の沢田雄三様︑

㈲岩瀬建築板金の田中悟様︑

㈱籾山板金の籾山博様︑ 那 須
金属㈱の砂塚耕二様︑砂 塚 慎
弥様の５名が表彰された︒

課の丹羽盛秋氏に講演してい
ただいた︒講演は︑問答形式
に行われ解答ごとに次の事を
言われていた︒﹁高齢者に優
しく″皿キロダウン︒飲んだ
さて︑この無料タクシーとは

議案審議は︑出席者岨名︑

何かわかりますか？

学院理事長・山本清氏︑西三

らタクシー︑有料と無料﹂︒

算案が可決承認された︒

委任状別名で行なわれ︑ 岨 年
度醜業報告︑会計・会計 監 査
報告︑Ｍ年度事業計画及 び 予

板金連合会副会長・高橘 銀 吾

講演終了後は︑部屋を移っ

ン①地球にやさしく分別リサ

て例年の如く懇親会に入っ

イクル②一人一件︑挑戦しよ

びかう中︑問屋さんを代表し

さつされた︒

氏︑横山興業㈱社長様があい

う保証事業③絶対やらない／

で午後８時閉会した︒

て㈱田中屋社長様の一本締め

た︒

前記の無料タクシーとは︑

丹羽氏によると奥様に送迎し

岡崎宇野

ていただくことだそうです︒

た︒

ワールド岡崎﹂に於いて開催

鰯

飲酒運転が発表され閉会し
休憩後︑数名の奥様方にも
出席していただいて︑二 講 演
に入った︒最初に︑﹁労災保
険特別加入﹂と題して① 労 災

韓呂､
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八浄寺にて︑おもしろ法話を

だきつつ明石海峡大橋を渡り
にずれていて︑地面の上で生

した断層は垂直及び水平方向

せて教わりました︒後で見学

西春支部

５日定例会８名

津島支部

聞いた後︑淡路観光ホテルに

に危うい存在であるか思い知

活している自分たちが︑いか

・やご一一画ロ﹃守宇︼︾凸寺字画ａ︾︾ご︾・■電﹄︾一一︼︾一手ご一宇﹃︾﹄窪︾︾︾今些苧醒﹄争雫凸争己舎︾﹄︒﹄︼一口﹄■画﹄苧臨︼︾︼︾印画叩や︼卓軽酔︾画︾角︾辛鐘︽﹄草画寺副︼宇亭酉唖年﹄二﹄ご垂

会は大いに盛り上がっていま

到着︑午後６時帥分からの宴

一一︾やむ﹄一色●﹄一句一︼﹄や甲や﹄ぞ○二﹄﹃﹄︾︾酉ご﹃﹄︸手︾こ﹄︾﹃年画一﹄Ｃや﹄画﹄宇国毎︾や﹄一写毎﹄ご守手②雪雲古中幸やｃら︾﹄︾わ﹄﹄宇一﹄■ザ﹄︒︾弔酋与口毎甲壷筈︾や壷争凹炉令﹄■二一

蓋呈弼叛塗範美組君一類華恭一廻
に向かうにつれて回復してき

当日︑朝からの雨もバスが西

訓￨練生募集

訓練で技能を磨こう〃

愛知県板金技能専門枝
名古屋市西区浅間２−１０−４

盃（０５２)５３２‐０２６２

んでいる地域で起こったらと
なにはともあれ︑二日間の

思いを巡らせました︒

きました︒かって豊田市の駅

う成るのと言う疑問が沸いて

目の当たりにすると︑何でこ

の中に入れても実際の光景を

四日支部長会

名古屋板金連合会

の復興に隙いた次第です︒次

いて向かったのが北淡町震災

出てくる始末であります︒続

について︶皿名

８日例会︵全板大会参加

昭和支部

思い︑また７年前の震災から

前にあったことがなつかしく

に灘の菊政宗酒造に向かいま

ｎ日支部会︵今年度の活

千種支部

碧南市新川町２−１２９

岡崎技術工学院

岡崎市羽根町字小豆坂117‑3
岡崎地域職業訓練センター内

冠（０５６４)５３‐３５２１

冠（０５６５)３２‐５４５４

豊田市陣中町１−２２−２

豊橋高等技術専門校

豊橋市前田南町２−１９−７
豊橋市職業訓練センター内

Ⅱ

冠（０５３２)５５‐０５１９

お問い合わせください。

ｐ詳細は各訓練校に

８名

四日月例会親睦食事会

幻日定例会

熱田・南支部

１日支部会︵厚生委員会

瑞穂支部

報告等︶別名
一宮支部

哩日役員会肥名

Ⅳ・肥日総会・松本扉温
岡崎支部

皿日青年部役員会
羽日青年部総会
別日支部総会

岨日青年部役員会

碧南支部

即日青年部ボーリング大

会娼名

豊田支部

馬屋匿圃

■−

一昨年から県板で取り組ん

でいる太陽光発電システムが

品して一般の方にも関心を寄

昨年は講習会やイベントに出

名古屋から新幹線の下りに

せることとなった︒

と右側に大きな箱舟をイメー

乗り十分も走り長良川を渡る

る︒言うまでも無いが三洋電

ジした巨大な黒い鏡が出現す

る﹁ソＩラーアーク﹂である︒

機の岐阜工場の正面にそびえ

長さが三百十五ｍ高さが三十

七・一ｍあり海に浮かぶ箱舟

をイメージして建設されてい

淡路島肥名

３．４日親睦旅行︒神戸

９日第加回役員班長会
羽日支部ボーリング大会

りその駐車場の屋根もソー

西尾支部

型日支部役員会旭名
加日単価勉強会５名
知多支部

８日青年部競技大会の反

６日理事会Ⅳ名

省会８名

会旭名

羽日青年部ボーリング大
東三支部

５日定例会理名

塑・妬日青年部親睦旅行

伊豆Ⅳ名

春日井支部

妬日役員会６名

鯛日青年部役員選手慰労

会ｎ名
８日月例会哩名
昭日役員会４名

二月二十六日㈹曇
三六九号編集会議
広報委員七名出席
午後五時終了鷲見

きたい︒

たちも積極的にかかわって行

需要を期待されることから私

太陽光発電は今後も旺盛な

組みが求められている︒

は世界規模の環境保全に取り

暖化国際会議が開かれてから

一九九七年に京都で地球温

れる︒

り別名メガソーラーとも呼ば

発電能力をもつシステムであ

界最大の３．４メガワットの

﹁ソーラーアーク﹂とは世

出来るという︒

ラー発電が波をイメージして

る︒箱舟の前には駐車場があ

和名

刈谷支部

４日定例会焔名

に土地の語り部の方︵男性沌

動について・合同検

塑・妬日支部総会・三谷

記念公園︑断層を見学する前
歳︶のお話しをうかがいまし

診の提案︶５名

んは︑無類の酒通で︑酒の銘

柄は勿論のこと︑焼酎の原料

た︒このお話しの中で︑地域

ａ（０５６６)４１‐４５２３

温泉海陽閣Ⅳ名
としての連帯の重要なことを

碧南建設高等職業訓練校

東北支部

ついて︑詳しい説明があり一

中電灯をおいて置くことも併

学びました︒また︑枕元に懐

宗で買い求めた大吟醸をいた

同大いに感心しました︒菊政

の違い︑その別れる地域等に

したが︑今回のバスガイドさ

泉帥名

豊田板金工業組合︵赤 池 高

二日目は福良港より観潮船

らされ︑これがもし自分の住

義組合長︶は去る２月３日

にのってうずしお観潮︑観潮

した︒

好調でアルコールの売れ行き

船﹁威臨丸﹂のマストと明石

ました︒バスの中は朝から絶
は最高︑昼食場所の神戸三宮

旧〜４日側の一泊二日にて親
睦旅行を開催しました︒全板
駅前の西村屋たじま路さんに

旅行は事故もなく︑楽しく行っ

ていたので豊田支部単独での

てこれました︒豊田松井

大会を兼ねた親睦旅行が続い

そうなくらい接近して見えハ

海峡大橋の橋脚とがぶつかり

２月各支部の動き

つくころには︑できあがって
ラハラ︒メインの渦潮は︑そ

いる方も見えました︒昼食後︑

バスの時間を待つ間︑三宮駅

の目的地は神戸と淡路島で参
前の﹁そごう﹂を見に行って

旅行は久しぶりでした︒ 今 回
加人数は肥名でありました︒
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の発生する仕組みを聞いて頭

陰参加者

豊田高等職業訓練校

平成１４年３月１５日（４）
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