残念なことに愛知県板金工業組合において今年に

た�しかし�運良く在宅されてい

た�いまさら仕事を変わることな

えることは今後の不安ばかりであ

ここでは体は健康体ではあるが�

る�

こうした怪我は�鳶職の人がよ

どできない�

貼�てもらい�痛み止めをもら�

怪我で身動きが不自由な患者がほ

くするようで�ほとんどが職を変

て帰宅した�だが�その後も痛み

の回りの世話をしてもらえる看護

とんどなので�看護師のほかに身

から�シ�ツ交換は普通だが�食

助手がいる�たとえば部屋の掃除

る方もいるそうなので�し�かり

結局�地元の接骨院に駆け込み

待�た後�若い研修医らしき方に

について尋ねられ�出てきた言葉

ゲンを見つめる医師に仕事の内容

配�てもらえるなどトイレや歯磨

もらえる�その他お茶を毎食前に

事の運搬から片付けもすべてして

て隣接している米田病院まで車椅

ベ�ドにいるだけで至れり尽くせ

き�後に始まるリハビリ以外は

そのまま�入院となり少し離れ

た�

ここから長い入院生活が始ま�

治療に専念しようと思う�

は治まらず酷く腫れ上が�てきた� えていくそうだ�中には復帰でき

紹介状を書いてもらい大きな整形
外科病院に今から向かおうと連絡
したのだが�ここも水曜の午後は
休みで�自宅に戻�た�
次の日の朝まで痛みと不安で眠

問診を受け�その後�レントゲン

激痛をこらえ�左足１本で御施

�

頁へつづく�

米田医院長の回診
▲
�術後の経過確認�

次の日�個室に呼び出され今後

りである�

に案内され担当の看護師から入院

生活について説明があ�た�ベ�

子にて移動とな�た�４階の病室

名古屋市西区の米田クリニ�クに

ドに横たわりじ�としていると考

長い夜が明け�紹介状を持参し

れなか�た�

き事態とな�ています�当広報委員会の委員である猪

向か�た�ここは名古屋でも有数
の整形病院でほとんどの接骨院は
ここの専門学校の卒業生である�
有名な病院だけあ�て広い待合
室には順番待ちの患者でい�ぱい

に落下�体勢を戻そうと無理な格

である�受付を済ませしばらく
好で地面
�コンクリ�ト�
に右足だ

を撮り�また待機である�

行�ており活気が感じられた�

のスタ�フが患者のリハビリを

奥にはリハビリ室が有�て多く
一瞬の出来事で�自分でもとん

とを粉砕骨折してしま�た�
でもないことにな�てしま�たと

主に怪我をしたことを伝え�近所

お世話にな�ている看護助手さん
▲

�左から小野田さん�
山内さん�古川さん�

飼さんも事故にあわれ�その苦しい闘病生活を次のよ
うに綴�てくれました�組合員の皆さんに安全の大切
さを真に知�ていただき�どんなときでも安全作業を

新年も明けた１月 日�よく晴
その日から新しい現場に入り�

は��今の仕事からデスクワ�クに

ようやく診察室に入るとレント

外壁の張替え工事にかかろうと�

の町医者まで連れて行�てもら�

変われますか�
�
と言われ愕然とし

思�た�

足場に上り作業を始めたときに�

たがその日㈬の午後は休診であ�

れた午後に悲劇は起こ�た�

けで着地してしまい�右足首かか

心がけていただく為に�あえてこれを第一面に掲載し
ます�

誌

猪飼 直樹

日
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勢いあま�てバランスを崩し後方
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入�ても昨年から引き続き労働災害が多く�憂慮すべ

た医院長に応急処置でシ�プを
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が怪我の具合により洗髪�シ�
で血圧を見ている助手の方が頻繁

入�てこられ緊張が高まる�耳元

た�これがまた恥ずかしいやら気

取り付けられた尿管が取り外され

も動かせるようになり�手術時に

多少痛みは和らいだ�昼前には足

を使わず階段を使用しなければな

基本的にスタ�フはエレベ�タ�

先生が病室まで呼びにこられる�

で移動する�その間も担当の濱辺

頁よりつづき�
ワ��風呂のいずれかに入ること
に声をかけて緊張をほぐしてくれ

�
の説明を聞く�医師の方々の検討
た�手術が始まり�足元でスタ�

らない�毎回担当の患者のところ

ルが配られるので清潔に過ごすこ

持ち悪いやらで�嫌であ�た�以

大変である�

まで知らせに来るので移動だけで

ができ�それ以外の日は蒸しタオ
フが動いているのは分かるが�自

ちぎ�た患者がいたそうで大変な

前この尿管を無理に抜こうと引き

め�比較的大きな骨を横からボル
分の足が今どうな�ているのかは

の末�手術にて砕けた骨を寄せ集
とができた�
理解できなか�た�

手術までの日々は�不安と怪我へ
医師の回診日にな�ている�各病

私の手術を担当される女医の福山

が医院長の回診日�木曜の午前が

１本の予定だ�たボルトは�２本

るドリルの音が響き渡る�結局�

のボルト締めになり�下穴を開け

手術も終盤になり寄せ集めた骨

子ではあるが�自分でトイレに行

いようにな�ているようだ�車椅

理か分からないが自分では抜けな

ことにな�たそうだ�どういう原

あわせ無理のないよう親切にメ

リを進めていく�怪我の具合に

り�各自患者を受け持ち�リハビ

リハビリには５名の整復師がお

この病院内では毎週火曜の午前

の後悔で時間のたつのが長く感じ

手術前夜は眠れず�誰もが睡眠

室を回り経過の確認が行われる�

術は週明けの 日㈪の午後に決定�

ここで労災保険の一人親方特別
県板事務所に連絡した�手続きの

薬を服用するそうだ�もちろん自

埋め込まれ�傷口が縫い合わされ

けたときは生き返�た気分であ�

ニ��を指示し行う�担当の濱辺

部屋に戻ると心配そうな妻が

タ�で１階のリハビリ室に松葉杖

ま�た�４階の病室からエレベ�

下肢筋力強化トレ�ニングが始

に励んでいた�自分の場合�傷口

で若い患者も笑顔でトレ�ニング

に担当しておられた�明るい性格

いスポ�ツで怪我をした患者を主

先生は野球で培�た知識から�若

るため自由に体が動かない�目の

待�ていた�まだ麻酔が効いてい

この日の午後から１時間ほどの

た�

降は水分も取れなくな�た�衣服

がふさがるまではあまり無理な運

した�

て�３時間ほどの手術が無事終了

をＴ字帯と前掛けタイプの手術着

前にある自分の脚が動かせないの

ちらで１時間ほどの筋力トレ�ニ

動ができないので午前か午後のど

おかげで翌朝は目覚めがよか�

分もそうしたのだが�

初に駆け込んだ現場近くの町医者

用紙を書かなくてはならない�最

に着替え右足のひざ上まで剃毛さ

ギプスで固定され�徐々に動く

は不思議な光景であ�た�その後

た�食事は無く点滴になり 時以

と地元の接骨院�そして米田クリ

に乗り移り手術室に向かう�手術

れ�緊張気味の中ストレ�チ��

成した�今回は�あわせて４枚の

ニ�クと米田病院宛である�記入

手術室独特な雰囲気の中�血圧

き目が無く�次は点滴から痛み止

た�まず座薬を使用したが全く効

た�その夜は痛みとの戦いであ�

毎日リハビリの１�２時間以外

他の階に比べたら静かであ�た�

色が良く�また病室も少ないので

から５階に移動になる�ここは景

入院２週目ごろには病室が４階

ングがしばらく続いた�

計が取り付けられ少々上がり気味

めを注入するがあまり効き目がな

はベ�ドにて安静にしていなけれ

ようになると共に痛みが出てき

になる�手術は下半身のみの腰椎

時点で夜中の３時�大抵は�これ

い�最後は筋肉注射になる�この
がかけられた�ひざ上まで消毒液

で６時間ほど治まるそうだが�３

思い�自宅から必要最小限の道具�

た銅板の鶴・亀を作�てみようと

ばいけないので�先日講習を受け

タ�フに替わり手術台に移る�

ているようだ�た�� まさか自分

麻酔で横向きに足を抱えた状態で

去年から�当組合での労働災害

が�と�思われているかもしれな

背骨と背骨の間に針をさして麻酔

の方は�自分はよくても不可抗力

６時には痛みが再び出て再度�点
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時間ほどで切れてしま�た�朝の

�

が塗られ�しばらくすると下半身

滴の痛み止めを注入してもらい�

の感覚が全くなくな�た�
手術を担当される福山医師が

すべきだと思う�
各階の振り分けで火�木�土曜

という場合もあるので�必ず加入

が相次ぎ�事務局も対応に苦労し

ないので�まだ労災保険に未加入

いが�労災はいつ起こるかも知れ

濱辺先生によるリハビリ風景
▲

方法など何度も事務局に電話して

に提出する医療費免除の用紙を作

用紙を送�てもらい�まず�病院

られた�
加入に入�ていたことに気づき�

29

トにて固定することにな�た�手
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尋ねたが親切に対応してもら�た� 室入り口で病棟看護師から手術ス
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頁よりつづき�
ケ�スを探すのに苦労したようだ� ら離れ約１�月半の入院生活が終

なる�
３月 日 ここ

けのタイミングが大切であり�ま

の水谷接骨

からは地元

わ�たのだが�これからの荷重か

うので�造形用の粘土でゴジラも
た苦労するところだろう�

鶴・亀ばかり作�ても飽きてしま

などを持ち込み�材料は見舞いに
作�てみた�これがまた他の患者

柳刃�掴み大小�ケガキ針�定規
来ていただいた問屋の㈱山善さん

始�化膿止めの点滴が朝夕２

に行く�ま

診察を受け

ニ�クまで

み米田クリ

主要な時の

ビリを行い�

院にてリハ

やスタ�フに受けがよく�感心し
日�
までの日程をまとめてみる�

ここで手術後から今日�３月

１人の看護師の方に�是非�仕上

てもら�た�２体作�てみたが�
１月

回�
これが２月３日まで続く�

だこの時点では松葉杖が必要

日 手術後リハビリを開

げて譲�て下さい�
�
と言われ�１

毎回針を挿すので腕には無数

で�自宅に帰�てからの生活

体差し上げることにした�自分が

さんなどに材料を提供してもらい� 持�ていても埃を被るだけだろう

鶴・亀の講師をされた㈲松代鈑金
から�喜んでくれる人に差し上げ

て点滴の時間が長く感じたり

の跡ができた�看護師によ�

を外しレントゲン撮影�傷口

２月５日 手術後１週間でギプス
のガ�ゼ交換後�新しいギプ
スを巻く�

は病院内とは違い移動に苦労

診察に持ち越し�

確認�まだふさがらず 日の

３月 日 米田にて退院１週間後

の診察�この時点でガ�ゼが

この日から全荷重開始にな

取れる�

るが�松葉杖なしでは�痛み

特に洋式トイレが別棟にあ

した�

り�床の段差も大きく�出入

が大きく１本だけ使用して歩

行開始�

る時もガ�ゼが取れず�足に

サランラ�プをぐるぐる巻き

りに苦労した�また風呂に入
カ�トし�リハビリの時に外

かと部分がカ�トされた靴�
を使用し � キロの荷重を
右足にかける�
をかける

３月５日 体重の３分の１の荷重
３月 日 ＣＴ撮影にて経過確認�
２分の１荷重�ここで退院と

３月 日 レントゲン撮影�経過

にして�さらにタオルを巻き

装具
�か
２月 日 歩行訓練開始�

過確認�

２月 日 レントゲン撮影にて経

せるようになる�ここで抜糸�

２月 日 ギプスを半分に前面を

退院後�松葉杖で半荷重の歩行練習�術後７週�
▲

すがに色を塗ることができないの

た方がいいだろう�病院内ではさ

個ほど製作できたのではないだ
大量に購入し�赤いフエルトを敷
で退院後に手直しを加え�エア�
そうこうしているうちに仕事か

き�ケ�スに入れて見舞いに来ら
し上げた�鶴・亀を作るより妻が

短く感じたり��

ろうか� 円シ��プでケ�スを

う間に作り終え�その後�銅板折

いただいた�この 枚もあ�とい

銅板 枚を見舞いとして提供して

0

ブラシにて着色し仕上げた�

100

れた方や�病院内のスタ�フに差

福山先生に
▲
銅板の鶴・亀をプレゼント

浴びた�風呂場のタイルが滑

てテ�プを巻き�シ�ワ�を

その上からビニ�ルをかぶせ

訓練開始�今日に至る�

外す�かかとをつけての歩行

り�かかと部分の装具を取り

確認�ここで松葉杖がなくな

な�た�できることなら全荷

りやすく危うく転びそうにも

重の松葉杖が取れるまでは入

日の段階ではまだ傷口が

院させて欲しか�た�

ふさが�ておらず� 日に米

田クリニ�クにて再度�傷口
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は役員改選があり�籾山選考委員
長より次の様に発表された�
新役員
支 部 長
神谷
聡
副支部長
神谷 恒男
理
事
片山 雅博
沼澤恒一郎
松本 富夫
山内 政明
山下 政樹
以上７名の新役員が誕生した�
今後の活躍を期待し�知多支部の
発展に貢献されることを望むもの
である�

優良献血者への表彰
▲

一般報告では�
県板の事業報告・ 生き残りを図�ていかなければな
年度事業計画及び予算案が可決
献血活動報告・青年部活動報告が らないと強調された�その後�衆 承認され議事は終了した�
あり�優良献血提供者２名の方々 議院議員・伊藤忠彦氏�商社様代
次に県板技能士会事業・青年部・
に感謝状が贈呈された�
表としてクボタ松下電工㈱課長・ 技能委員会・豊田高等職業訓練校
回提供
近藤 高明様
和美健氏�問屋を代表してタカケ 講師・新班長さんの紹介等の各種
回提供
蟹江日名子様
ン金属㈱専務取締役・川合一正氏 報告があ�た�
続いて�来賓の齋藤理事長より� の諸氏より貴重なお言葉を頂いた� 報告の最後のところで西俣章元
ご挨拶を頂いた�世の中の景気が
今回からアルコ�ルが一切出な 支部長・愛知県板常務理事より現
好調であるのに比べ�我々建築板 い昼食及び懇親会であ�たが�組 役を引退するとの考えが述べられ
金業界は材料の値上がりなどによ 合員同志日頃の仕事内容・情報交 長年の組合活動に対する組合員の
り利益率が低下し�厳しい状況が 換等の話しで盛り上がり�なごや 協力に謝意を表された�
続いている�仲間同士でのグル� かに会は閉幕した�
来賓の挨拶では�愛知県板高柳
プ化推進という様な創意工夫や�
岡戸
�知多支部� 副理事長が始めに登壇し�最近の
諸問題への積極的な対応によ�て
労災事故の多さについて述べられ�
続いて西三板金連合会の鳥居松男
副会長が西三の今後の行事予定に
ついて�
�職�
豊田職業訓練協会の
梅村会長は�豊田高等職業訓練校
の生徒の数について�最後に横山
興業㈱の横山社長が現在の建築板
金業界・自動車業界の景気につい
て述べられた�
総会終了後�従来では会場を移
して懇親会を開催していたが�飲
酒運転追放の考えから�同じ会場
で握りずし弁当を食べてお開きと
な�た�
豊田支部は昨年創立 周年の記
念式典をこの産業文化センタ�で
開催し�その内容を掲載した記念
誌の製作を行�てきたが完成した
ので�この総会の席で出席者に手
渡された�他の記念式典参加者に
は�郵送にて発送される�
松井
�豊田支部�
24

18

議案審議に入�た�平成 年度の
事業報告�会計報告�会計監査報
告が原案通りに可決承認された後�
役員の改選が議案上程され新支部
長に福田益雄氏が選出された�副
支部長には松井繁氏と杉本忍氏が
再任され新たに伊藤勇氏が選任さ
れた�また�本会計に奥田憩氏�
会計補佐に松井辰雄氏�書記に田
中義久氏�副書記に河合澄夫氏�
会計監査に樅山泰弘氏が選任され
た�新支部長に選ばれた福田益雄
氏が新任の挨拶をされた後に平成

50

通
常
総
会

豊田支部は去る３月 日㈯豊田
産業文化センタ�に於いて平成
年度第 回通常総会を開催した�
副支部長の松井繁氏が司会を担当
した�会員 名中 名が出席�７
名が委任状出席であ�た�
支部長の松井祐治氏の挨拶の後�
来賓の紹介があり愛知県板 高柳
副理事長・西三板金連合会 鳥居
松男副会長・
�職�
豊田職業訓練協
会 梅村会長・横山興業㈱ 横山
社長の４氏が紹介された�
続いて伊藤武氏を議長に選出し

29

18

通
常
総
会

知多支部は３月 日㈬春分の日�
阿久比町勤労福祉センタ�・エス
ペランス丸山にて平成 年度通常
総会を開催した�組合員数 名中�
出席者 名�委任状提出者 名で
あ�た�
沼澤恒一郎氏の司会により総会
が始まり�竹内廣幸支部長が挨拶
をされた後�議案審議に移り議長
には松本富夫氏が選任され議事進
行とな�た�
平成 年度事業報告・
会計報告・会計監査報告・平成
年度事業計画
�案�
・予算
�案�
が報
告され�すべて承認された�今回

総会風景
▲

41
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知
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度
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安城支部は３月 日㈰午後５時
半より安城市日の出町にある�初

し合いをした�まず�それぞれの
自分自身が体験した事故事例やヒ
その対策について意見を述べ合�

寿司�にて支部総会を開催したが� ヤリハ�トの事例を発表し�次に�
それに先立ち３時半より同会場で

最後に和出氏に講評をしていた

ので参考になる事も多か�た�

安全講習会を開き９名が受講した� た�様々な意見や提言が出された
この講習の講師及び内容は４月
日㈯に西三板金連合会が開催予
だき講習会は終了した�
その後�引き続き席を移して総

定の講習会と同じであるので�事
前打合せのため当連合会会長の久

尚�総会において支部長酒井芳

会が開かれ�久世会長はこちらに

生氏�会計大参久男氏�技能士会

世氏と副会長の高橋が特別に受講
講師は㈱近藤組・管理購買部副

担当者青年部長酒井克幸氏が�そ

も来賓として出席した�

部長の和出重広氏が務められ�パ

させていただいた�

ソコンに繋が�たスライドを使�

つのも忘れ楽しみました�

道芸も有り�面白く全員が時のた

見物をしましたが�昔懐かしの大

した�途中�ふるさと一座で芝居

場を出発し昼神温泉へと向かいま

参加者 名で午前 時に大口町役

に支部の親睦旅行を行いました�

江南支部は２月 日㈫・ 日㈬
28

天竜船下り
▲

そ の 後�今 夜 の 宿 の� ひ る が
の森�に着き�
疲れた体を温
泉で休めまし
た�
６時からは
氏の挨拶と乾

支部長の柘植
杯の音頭で宴

高橋
�碧南支部�

れぞれ再選された�

扱�た事故例の資料を基に�わざ

会が始まり�

も�てお渡しした愛知県板の取り

て説明をされた�氏はこちらが前

わざ西三ブロ�ク専用のスライド

季節の食材を

で大いに盛り

と�心ゆくま

の時ばかりは

お酒も入りこ

を打ち�
また�

草料理に舌鼓

活かした山野

を作られていた�また�氏は建築
板金について良くご存知であり�
温和な語りかけで質疑にも答えら
れた�こうしたことから親しみを
覚え�あまり堅苦しさを感じ無い
講義であ�た�
約１時間半の講義の後�この講
習会を企画した大参久男氏がリ�
ダ�とな�て出席者全員による話

の舟であざやかな櫂
さばきと�飛び散る

記念撮影
▲

天竜船下りを体験し�暖房こたつ

にホテルを出発しました�途中�

から朝食をとり�ゆ�くりと 時

翌朝は全員が朝風呂に浸か�て

めくくられました�

石田領治氏による三三七拍子で締

上がりました�最後は新支部長の

親
睦
旅
行

11

27

11

総
会
と
安
全
講
習
会
を
開
催
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江
南
支
部
12

安
城
支
部
14

しぶきで歓声が上がり� 分の舟

石井
�江南支部�

帰宅できました�

その後は帰路につき予定通りに

れや歴史を見て回りました�

方や牛方の宿として賑わ�たいわ

てきた古い家並みと�かつては馬

道の両側に軒を並べて風雪に耐え

次に馬籠宿へ寄り�ここでは街

下りを楽しみました�

35

次 回こそは�今回入賞 でき な
か�た人にがんば�てもらいま
し�う�
猪飼
�津島支部�
西三板金連合会
日 三役会
６名
・安全講習会打合
・第１回役員会について
岡崎支部
日 新旧役員引継会
名
碧南支部
日 青年部総会
名
豊田支部
３日 青年部総会
５日 第 回役員・班長会
名
日 役員会・会計監査
６名
日 第 回通常総会
名
安城支部
日 役員会
３名
・総会について�他
日 総会・安全講習会
名
西尾支部
日 役員会
名
・研修旅行について�他
知多支部
日 青年部総会
名
日 総会
名
東三支部
７日 相談役・班長・三役会議
８名
名
10

31

日 青年部総会

16

私はテレビを見ながらほぼ毎晩
一人で晩酌をや�ているが�２時間
ドラマだと途中で寝てしまう事が
多いので�最近は旅番組とか懐か
しの歌番組を見ることにしている�
オジンくさいが�酔いながら昔
の歌を聞いていると�その当時の
思い出や世相が連想ゲ�ムの様に
次々と頭に浮かび上が�てくる�

編 集 後 記

53 16
16

月各支部の動き

12

12

33
14

10

10

３月 日㈫�双鈴ゴルフクラブ
関コ�ス於いて�恒例のゴルフコ
ンペが開催された�
この日の参加者は総勢９名で� 名古屋板金連合会
９日 支部長会
名
今回も㈱カネブンの中島忠雄専務
・総会の役割分担他打合
に参加いただいた�
東
北
支
部
小春日和の中�気持ちよくプレ
日 定例会
６名
中村支部
イできたことでし�う�
日 定例会
名
そんな中�今回見事優勝を手に
・役員改選�旅行について
したのは�平野克彦さん�ト�タ
昭和支部
ル �ハンデ�� の でした�
９日 月例会
名
２位は僅差の で河野幸徳さん�
・役員改選�他
３位はこれもまた の鈴木昭冬さ 瑞穂支部
１日 定例会
名
んでした�２位と３位は年齢差に
・総会について�他
よるものです�
日・ 日 総会
名
�伊豆土肥温泉�
熱田・南支部
日 定例会
８名
中川・港支部
支部会合
日
・新役員について
尾張板金連合会
日 理事会及び新年会
名
・総会について�他
春日井支部
８日 定例会
名
・連合会総会について�他
津島支部
５日 定例会
８名
日 ゴルフコンペ
９名
江南支部
日 定例会
５名
日 総会
名
80

24

51

27

参加者
▲
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石 川 さゆ りの� 津 軽海 峡 冬景 知るよしも無か�た�
色�
で思い出すのは�
随分前の�愛
天童よしみの�珍島物語�は
板�の記事で書いたことがあるが� 年ち��と前の曲で南北離散家族
年前の２月に青年部技能競技大 の心情を綴�た詩だと思うが�こ
会出場のために上野発の夜行列車 の歌詞の一部には私の願いと重な
で青森まで行�た時のこと�上野 るところがあり�胸が締め付けら
駅付近の街並みはゴチ�ゴチ�し ける思いがする�この曲が新曲
ていると感じた�青森市内で道を だ�た頃�地元の同業者６組の夫
尋ねたおじさんに其の事を話した 婦で会食をした後カラオケ屋に
ら�おじさん曰く�私らはそんな 入�た�その時妻がこれを歌い�
上野が好きだし�落ち着けるよ�
� 初めてこの曲を知�た�何の意図
１時間ほど後に又そのおじさんと も無くこれを選曲したのだろうが�
出会�た�なんとその場所は青森 私に訴えかけている様に聞こえた�
県板事務所で�どうやら板金屋さ
しかしそれは私勝手の願望的な
んだ�たらしい�
解釈だ�たに違いない�
その翌年の９月�もう一度青森
歌の話の最後は三波春夫の
まで寝台車に乗�た�訓練校の修 �チ�ンチキおけさ�
� 年以上に
学旅行で付き添いとして参加した 亘る私の十八番であるが�これに
時のことである�ここで思い出す は何もイワレや思いが有る訳では
のは�訓練生と間違えられたこと� ない�
ただ席を盛り上げようと歌�
私よりも二�三歳先輩の訓練生も て踊�ているだけである�なんと
おり�又�彼らと�仲間�同様に 長持ちする曲であろう�宴席でカ
話をしていたので間違えられて当 ラオケが始まると�私がリクエス
たり前かもしれないが�そしても トしていないのに必ず誰かがこれ
うひとつ�青森に着く前に朝食で をして入れてしまう�今日は歌う
出された鱒鮨がすごく美味か�た まいと思�ていても�前奏が流れ
こと�どこかの港町の駅で積み込 るとついマイクを握�てしまう�
んだのだろう�また食べてみたい� 近頃�これを歌�た後対人的に
ともあれ�青森で出会�た人は 失敗が多いので�今後は気心の知
皆親切であ�た�
れた仲間内以外ではこの曲を�封
二葉百合子の�岸壁の母�を聞 印�
します�
高橋
くと�幼き頃よくラジオから�本
日の舞鶴港に復員された方々のお
三月二十九日㈭ くもり
名前を申し上げます��と流れて
四百二十五号 編集会議
いたのを思い出す�その頃の私に
広報委員４名出席
はそれが�引揚船�であることを
午後二時半開会 五時閉会
28

25
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