
戒．拶

No．　　7
＿二・．＿上ヅ

発行　　∫7年　／　月　　9　日

梱恒一
㍍封且を　賜オ1リま廿ことを　諌言斬申しあけるととtl二　号マナ＿t　二二㌢鹿を＝”、ら

祈念甲　し上叶ます。

木見か絃逐甲適ししこついてしま　新聞壬もとなとよノI羽東L”ふうやlこ▲伺う，

小ますい　て替錦確は　昨月可捧　疑い、正三しい絶さ　一骨かきブ▼叫彰クク、、ズ・

宴と　黒山lます。

鱒．こ領主しておきた、・ことは　日本雉三寿で、・貼匪⊥アキJ9年　ダ9耳と　′ク年ごとに

海外帰敬の教書が便回して　大不況に　乳暴力小てあることr T。橘、弓とごと

いえちか、も　如小ませしかヾ　　碁身か、用度牒■て易rニッ　いつ　敦妾を　もたらすことが

寮生　甘さ甘、油断は　こtさませLp　しいこ留め7わき　なけ小は争い　才一三女夢ク

ありと毛　あもてない7　才‡、ようJこ　しト、tのとす．

紺我　家L二つ、・71ま　咋耳後学よ・1エしフトロニ7Z P和‡の常客旺盛の1彗Yて　品

薄イ碩向かこ詣まり　励粛t　原料卵1範より　可在り　上へさておりますクヾ　本月‡予⊥

牛は　こい頑同かヾ露、1のケネーハ石上上し．＋禁、し　綿羊の　軋れ．こついては 舶！

て　象三周かこい　邑ら山吉かt　毎小よせ／し．

とも∂＼く　激動の耳て・あおと，：、まえて　ぼ昂トヰ繋し　だ三月　▲二すうよう　頁勒

‾写ク　音衷LjLよう，

鼻緒に　右耳　よろしく　お引立　鴫1リますJう　弱いヘア・左廉い申　上げ

鮪与　の　二・粟J筈と　い丁こします。

ね阜　　　　ム何　重＿　作

牛　用の軽重互選植l才一　ゴ踊りちぐ・寸．

12日の電気飾ぼ痛は　トj用　／ケ日間　J才β円て　賭せ2しまLTこ。

l。百∵・、今l．十㌢†り，托嵩、l　、ヾいL Pl r fト　ト．l′∴

症　て　川の簸L象牙ぎイ丸ま　rJ才の十J∫り÷ヱTJg♂円となソま（た．

佃棺帝lま　約日可揉　J如円影へ牛ク♂円JkTの　欄を二・、宣下さい．

風　車考J　三岡卑　5こた加古七一ル今日榊如け
雅雄に＋ご協り下さいますよ1　お願い甲L上、ナます．

①山内金属株式会社



No． ＿・．避

発行　　∫7年　　　よ月　　／日

二の冬【ま　羞日本・こモ　十か阜J尼㌧ケ積雪か・軋ら小吉考．早年より　鼻こ

き≠・しいようこす。　ストア、マフラー廿との　祐東商も小吉かけさl言　大夏竜王観

て　辛斉、ヤ大陸てけ　工JrTh〆ン．長くっキ　掛乳の　倉庫か亘，ほDlこな7「ことが

をT L暴　れここr二えますか、・鴫をよりは　絶ご青由・こJLL都督がみいようぐ．豆物

向あ′一々一七　強気の生産計風を温めて打ち直5企姜ク、ろいり・は打て／ようさ、

p銅なく　立春、良くモモ各・‡右と止ナ・いγいおり封．白花か勉施」の蕾t

たしたLふくらして　きよし丁て。　今・け　tりこすら　おしんのlヾ土をて　トと印え　ヰう

「こと　だいますゥ

lZ日用より　川j川上呈　上ヶ月間　教もJ周与言乙だセリレ　′＝碓しま〔て

爪二経度の　みなさま′こは　　多大なき　ご尽か　を　賜タ′り　よことlこ　ありかとっ　ご丁、いよし㈱
ひとえーこ　ぶなさよの絶大なま　ご乏烏の均′物てあります。Jr、より　々くあ、孔申

しあげます〝　二丈F日工　小吉月に　77”二㌢セ刊L　喜子足　いたし7　工，′′dJ・Jア　ヤの

節．二は　一席ク　エ協かを賜おりますよう　よろしく　お願い申しあけま才。

ヰ　よ月の　如凍▲－巨を　症は　タ7／解まrJ

川少を気的藷甘lま　卯－／紬Jg∂円．日日（－ブ′日　夕7♂FH・乎巧者確′ま

Jアユ円か釣　rl1二．

上月の　電気銅達成は　ふ7∂円　瀬音さて　ヱ7一トしまLTて。

戒フて　⊥月の顧二堅牢才宜け　いァノ、∠タ・ブ7∂ノ1∴ここjク／用ブj釣とな′／円手話

朝Jきて　タ7／円　となりよりこ．　右打指等二　品　同注　油円ぷ（〆。絹

川下の才牌　とあります。

′、OL‥し　ま同を．二つl、て　　ご協か♂　お廉い

魁の六号なさ慮レ・在舟イ真電糎い7　卑岡山、ノトを作り　方宣りいたし7おり

まわヾ　管壬雷。都合上　碩網状、三Llこついて綿鹿か上向打′、が17　2日／∫β

よそい・こ　ご回答下さ、、ますよう　左ノ敗、、申し上・十・よす。尚・皇子ハQL・いこつ

いてlま　長与・，の透き悸tt　塵項菟九7　二盈蓬下さ＼、よすよう　お願い

平しみ十、ま寸．

①山内金属株式会社



No． ＿ヱ乙二／

発行　　√／年　　J　月　　／日

去解離伊東大寺＝まま　庸侶ご厳しいイ悸二会恒lこえ）の良好にゝ77二；・l

ます．このお水取りの行耳が始まりますと各♂尭しが8そこ急くいてきます。三寒・…
今年の冬は　例年にはい風浪の委史て、、戎饗場止の鮎　は　弄確を粗め

そのrJわかIC理的なあせりもイ垂れ、て．紘塙甘．換金佃稔が敦て　可軋t崩す

動きも出てお′はす∴各論伊を修一めぐ，て来てモ　埠乳伊凧か吹く処かくあ，Tf

戎婆吼車息巣をめぐる嫁夜．一手さびしく　生き残ろrてめにげ自分の足音くう媚

の如き吏ル人拝せ才一　一隻軽々、昭髭一号　動かし　牙を　正して　根強ら山は、

ならないとだ、います。予のノフ♪ヾ　老材のままの　貼鼻より　附かワ佃隠

っし†Tて　‾　品　ハ堰古で丁．

丸田jl丸げが、ら＿鈴庵．餉庵を　免か二　代えて　在り込J・セ＿′L入七直覚

ぇ土臥哲雄lこ　ご兼善下さ、、ますよう　お廉、、卑し上けきすれ

やJ月♂触堅強感確＿．亨　377号∠9そ・

よ紳電気銅虔伯＿lJ　ト日日　タグ♂円、／クーJ98J♂ク何て・月乎巧者イ直は

∂7¢円が嫉ていLTこ．　j帰電気鯛彦イ直はJ虐晋きて・Jg♂円て　スタート

しました．　疲77　ふ招仇触基孝蓬イ息は　いフグ・jgり才りモノニJ77月ノダ鈎二

となり　円ネ痛切．招て　J77円と㌃ります。

佃縁者は　引きフデさ＿　j∫β円裏へ卯∠門川Tの　欄乙▲腐ります∧

ヰ′ヾし、／ト調直　通イ吉笥′＼がヰ　ま膿との才へ

／ヾいト壕椎か丁こめ、二、、イ吏関北、えー二つさ　固各を　おをすいTてT二一さます

よう　お層雲巨・致しました♪Jt．回答率　J♂鑑という　イ軋季1風，77㍍・Iます，

東娼余伊方は＿　先貝号トムきりlTこ適イ三岡′、が千7・ご田をとお寄せ

てト、ますよう　こい協ヵのけといお／触、・申し上叶一三才。

①山内金属株式会社



No．　　　ヤーユ

発行　　　　年　　　　月　　　　日
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①山内金属株式会社



No．ゾ　　好♂

発行　∫タ　年　　ダ　月　　　∂　日

新紳て　勝れとLrこ新入終電クこ　身紅楊」二　子きちを三書くいしき．・ベテラ／ね貫子細叫て丁
っくせウく　九人も｛公営い　いて11永卓の　命」ハγ丁をytr「これ、心苦り∵＝

あります．しかし　新ゝね胃卜‘イナ辛や　官ミ　戦ヵと与3ね首、こ炭も73△＼

とうわ、け　机の吉も7　　20－gクの理論i∂＼ら　いくと　八号　如月の衷貫け串㌢く

不二IlT＼　如。。〔j土百・1、rここてい1I紘　一　モモし‥げjエ　バ■′■Jク予，、うー1盲

い■‾　金賞に盲か、丁も戦い7，7いうそう7・†わ、う＿　新入養育を　倉石　銘か化

す3ことし了　「か、なム、　よ、っヵ、しいことと　いえましょう．　レ少し・この＋むフカ、し、、こと．

EPち　ね胃か能りをjlさ出L j鞍か化了亡きことか・企貴子を菖にと，7は易t守宮む

ごとてあります．　こJ＝‡　今日　TaCj和音ろく■合音ムヾとり入山．永丁かさすrいさこと

いちも　明　り＼　ありま。先々も　熊ヵの鯛経＿　人材の青木か√昨今の厳しい

曳三春賭免Ttこおけら　廣膏各課断て小あうことを　血ま号数し　ま音小二取

りぞ臥k7　いく、史曹ク、あると　思います。

単皐月の　弛堅強謹　宣　㌻　タブ／軟。Zす．

∂月伊官民餉彦積は　トJ′日。ノダ∂円　山、J付　きタ用と　月ヰ巧唐確′壬，

財津HJ絨一LTこ。＃月伊　を礼金同音確は　′ク円上がリ　如咽て・ス7一トし

まlた．　姥77　4月¢　触達彦連珠．き／J♂JJ㌔山♂）÷ヱ了。タ／月　〟威と

なり　円ヰ璃吻・＝咤7　、タダノ閂とケりよす．

砲抒泉は　引、緩　J∫叩鎚八　年♂β円⊥叩の　蘭　ざ尊下さい．

中　略橡ノ、マフ▲・J　手槍姿定一

射貫　JT句由乙ク＼ら　∫寸句釣こま！、伸開打熊な下風廊′、ご7、り官　界茅いたし

ます．佃捲け　鳴線コーナーと同価格て寸，「佃棺泉　ノ㌔垂J払敢）　　　なム

店頭右告的′ヾえル　を　姐花　梨作中て・す仇乙　年月下旬丁貞　打点けいたし

ます。是非　王座虐〈　長勧め　下さいま訂よう　打廟・・申し上中ます。

（D山内金属株式会社



No．　　ヱ

発行　　　　年　　　　月　　　　日

∂宣布‡長一二　出品雇j、

土日出目　を畠鉄砲虎帝て　聞滝川五首　サJ川合凰福豆害鳥六合lこ

如上の展百、を行ていま丁かて　　こ、良寛下さ‥ますよう　お顔、・甲し上叶iす．

いヾいし漣去アかもノ髄、、

組か音色輸且のrこれ　専岡′JL′トを攻，7おりますか・回転か√き、▼ため

本音して　周7ておりま丁．　け7、手　堅さ光等．追鼓根　気Jf、1いお、去り下さ、、。

お手数としょうが　　よろしく　も儀い甲し上けます，

（D山内金属株式会社



No．ヶ　／

発行　　∫7年　　∫　月　　′　日

今年は．各の言募れ〃＼わくいて　露か碕孔l　凡そ　′0日間i呈　いフ毛の年より

過くじりま＝㌧∂、　施．挑．砧－　∴jこし　末遠　山つつし・貨　一存lこP妄いて　各潤

滑　とワtIまtT二．新ヱ蓑か哀しいこの号酔しま　自タ千二を覚書さもの1こと77　はいうlこ

戒しいを幹ですか　ざ川テノウ　ーフル　一如　化身も　小7　自照、、こと・丁

こ£・見川い摘一合・「す。　椙、、Lモ気．こきよれて　方こし＼・t♂1、7．

才曽惜ノ且も　常磐軸に入り　ろケ　符丁如きモ　良く丁よ17日こようてい、∵如何

7し言うか　飼屋根け　連蟄弄族か乎て　比厳的弦とみ巨ケなく　二物付か電

可振り　土1きておきようトすが、　当注の　藍裳方針として　耳勿付　かてフいては　ニニース

支いTこrこきまLTこち　乳酸．て　こbよ・いて　商品か拍澱を説明し、値桔的にモ

lて　対応して 首をイモう，川・′ト等　工手盲為lて　締ア　冒戸　‥丁こrこさ

声1三五を　ま～♂）うよう■こ17ちリます，

代、主管度か　堵鴫には　そのよう写†青軸そ　ぐさらい了　写く1，ソナーて

九・笑の舌〈　二、、達雄下ト、ますよう　ようしく　古層、、申しあけま

払　吉日　の　魁客年速成、J J7∂　米17才．

少月の雷気乍洞窟症17　JへJJ日立Jヶ月瑚　　卯β蛎9　～　方才．レ7才　館や旨

しま＝㌧が一　打かこ海外寺三見が下わご1）∫月の電気銅彦伯＿1亨　抑　円∠号て・

スブートしまLTこ．こかT rり　　中旬の　写し　也動の巧1あ　乾き膏　の子禦

としては　もう二両ユーし上の1㍉、リー丁－ごくJの辺t　尽日いて　良友鴫と名主了，∫人吉

と警、，ます．

∫月の　舞子基準オ繕、子〔牛00十J∂む）i二二JアdRrヨ　とTJ■一　品日阿り且

や吉川紅．、ゲβ川ユリTの　硝日　ごの値才描、ま明年JC月Jt碑　凄絶7ケ月とな′ノ

魁の佃確を定性盲　立注して　おります。

ヰ鴨確八吋、り小尾尭デモシフトいうタン岡′、。えル配布．てついて

束R一与伊鮎ニ1－えて・ご皇円しまLTことも、り　鳩捜ハコフリ卜伝頭テモ飼′、。え′しき

製作して佃　細庖＿喪
にユ外叶ていTこT＝j　工ヰ斤（お勧め　下さ＼、ま丁よう】し郎い、や、上すJ訂嶋

あ花了　鴨綾っ－ナー　Z Fh7丁。

0）山内金属株式会社



No．　　舛⊥

発行　√7　年　　∠　月　／　日

あ砲l二由が確りよりこ。長セらく　人間が釣慮て　題絶軌二　生透すさよう

に与フ㈱㈲ぁちこち
から局、・ています．気温悪化か中阜よ′，姦し‥の7　鼻かせク＼い7きてt亘りますん

り・　卑小と、l　津婚芳化にナ＿　る咽たゥク・・卓も・†、ク、らク・とだ1rこり‡はす．

∫月。∫日　東帝展施及帝7　才J相合同福豆音義大倉か腑校了小よしrこ．1当えと輌拍芸こ
蕨方、塊も帝え．が7ロ71　年ククク顔　麦湯の東急若鳥のオJ二面こ局し1rこしまし

た．　召取りしない殖産さはご～いいませしの【・代押虚。着払．‥　刈取りのこい協

かを　E願い申しあけしま寸の　列‡この．直り　ま行よJ日ク、ら　サマーエンプライセー／レと

脇う，て　蕗糾せ′ル手　金あいたしよりこ。　　らようと　良、、7イざン7、かと存

じますのこ　　よろしく　お顔、・申lあけます．

単　占月の　鮎巷譲者1宜は　ふり　死生乙す

∫脚色嵐的立成．吉　卜裡　ブタ♂円　′ク′Lj／日J7∂円　と　乎∫り銅き症は

J7よ円7J叛で　た。　　閂ク　留嵐洞才確は　用寛さ　　J7♂円て、乙タイはlた。

症，て　占用¢　魁暮蓬窟促しよ　い7よ、79十ブ70）÷フ＝J7′円JJ銑となり

円芽涌籾∫ほて．7／円　ヒはります．

佃雄まけ　ひさけさ　J∫∂円ぷ｛如√円川－の欄を　ご覧下さLl．

や　す三一　工ンジ、ブイセール「占月上川－　7月J／．）二・妾円

一拍年象　ビヤ＿七宜を帝ない＿商品と景長のと‾ヤ碑を痛い二・何行

巳」し　こ　　　さ、成果を　日こらしよし丁こ。

倉岳は　サミー工∴“タイセール　と　‰付けて　鮎の玖扱【二　倉址　一九とTJ，7

頑張りますか乙　吋瑠在。皆掻いま　同行セ＿ルの予定を　竜昔話夢クの

中lこ　組み込ん、て、一いTて†二・、さ．早目・こ　当虹放ち為lこ　お申しつけ下ト、ます

よう　お顔い申しあけます。セル
糎J旦ぢ高まと　　㌫貯卜合一あせ　下さ、、。

（D山内金属株式会社



No．げ　／

発行　∫7　年　　7　月　　二　日

・・束う円をかせ7　一吉日れ　7、－7、．今の梅南の与論てLよう．碑、二軍、して

汽温かも、、時しよ　いとしていて毛　的篭しくなイきます。軌壕工辛．こノ緩ウノ3人しこlま

仕車か　し言。、どら丁・　一号　工軸しこ過か巾　ストLスのrてまリヤJい　痺如rごと思います。

さりとて　皇格一両て　終りますと　雇のフトキ長や君作片野‘二号ノ華い　ご　ひよわ、ら　予は

．3、5向も．としや．了ごり内も　丁へて　こ小自禁の車外と整湖して　長まかですねけ甘ら仁・

占月l日々・ら　日日ま7　全日本箱金工貰J且合か欧州．夏冬森貧雀界絶家回にをかこ

して　由狐ノ、17′17幸の屋根・壁像　ドイ、ソ・什リス′7ラン乙の尾花施工菜平キ協京

と　無謀．脚産土ヰ乳を尊　かけ良か礼守、旅行をしてさま＝こ。名立はテLEて

ヨーU一′、0ひ惰軸も　畢呂に宿さ　妄れ酵甘碁すり盲おぼえることは　かませ」が呵萬・－

札止て　丸襟‘こ飾こしますと　三．空言鉱を　新r、Lこすさことい　か㌃りありまし「こ．

ヨ＿ロリノ叫　鼻姿は　監手跡てしま左遷りてあり　吉し・才甥か細腫丁かて　げまふて

お′I　摩車と　権きえを鼻．5、同氏′性か　よく瑠輔されます∩

和牛性を官礼するだ寿ノウ、〔1蓑㌘、碩同素材は　内々のものか　悸固さ小　的新は

ク．占－nJ火上　亜寄ごかま　∂、クれ♪’・人上、アけさ苑は／、2叩ユl上と　日本～作的さかていう婦草

厚みと　比軽電さと　的　ヱ咤止い妄り＼あります〃　このように乍、東才才等徳的すう「二〟）

をタブ色相の工法Ii殆」と　lじキなしの　見繕楢．さえてす〝　九トイノア生す了は＿才雪i二

鍋のほ的′ノ、巧く　7品三L　増え7㍍吉子う乙　再と‥t　卜、うけf R本てtエろえらJlTよ

い、ま〔昂いけ粒をイ巨了おりますへ　77－日コ7トは乾く日　永くたt刀．ニイ更う、

とい∴彗一台の背き、とし7　定か7　いさのこしょう．

日本lモ　餉考持t二　イ三r▼‡とりますと　ど．，〆且例約・二脅教を吉武T L－かたか、

・育卑・、ガ∫　♂、≠の　棒鋼か＝　増え7さて　子の分ク．Jの　作用　′㌻、揮対に小一　で′、一丁ラ7おり

ます，倉島毎食　すべT t二　㌢思して　し－ようことぐすう＼　軌でたり　叩し、rこり長ウをク。え

ますと　銅ノの、ざき品細論二を変化させ　私製十フ　雪軒音　更生し→▲ノすくLます，銅板

ほ　比煎白ヲ　仲てし辛の、ちいと＼もてすり、売りのりこ、才，rrこ　ハセ意早耳しま　私製ク、入

77なくても　入る水飴‘＝せく甘77いうとそ　し、えます。餌栽音わを披き皐リオべ

山†こ　栽金嘗尭のすなら　　大イ比か人しま　ハせ叶りけ二戸すか裂けていきのき日l二日両向
か　鮭川長　収橘のくりかえ日　　子の新）労し二　見カ　ク匹かつ7　皐＿裂を∫畠し、た

ヒ椎乳TJtます．欠走77　斥けス性毒　す姐寸さ′∫ら　才オ官の選定と同時・こ

栃尾の旦定l二手　気分為思・をJ∠＼うベj仁　いえま，

（D山内金属株式会社



No．卯　－ヱ

発行　　　　年　　　　月　　　　日

晶互の　鯛飯い　ク、JよりJJ∫、β止　と　雪い胸へ　才恒子寸3イ婚向lT　こ仇よっ甘

千、，♪、⊥二，　ユニとlこ11ヂュl‥ごとて　こ；こ†li　モ工†も、ノーウ一　寸滋子も。三三1二言■

が　三賢まって　さ「こ　孔か〔黒目、ます．

㊦　り月の魁を強者危けJdg邪見こす

ム日伊を丸的遠路は　ト・エ　ロJ7ク円　上／へブ∂日工とJJ∂何　て、干タラ奇計鯛

才徳はJ砧円“往乙Lrこ。　ワ帥考；し招才位・ま／絹上が1J中津けり－ト

しました。7師鬼阜埠才碇は／∫““十∫7〃）三∠ニJ∠♂月JJ叛とワリ閂ま議

伊才吉，丸〃＝円．とち・りますハ　佃舟妾けZLきっつ、さ　ぶ引車・㌦“湘了㌦誹針∵宣

斗　すご＿エ二三・一，て七一一し．ビア碑乙・施純盲JJ

如上／丹カ、ら　り　∫川ヱ　鮎虎、蟻か巨め　れ′工ン三、・ヲイセー／レ盲行なっ7JっリIます

赤倉音義伊錮鞍の寺丑は　ますま†省くなフ丁子7㍍りよすいt　利亀子か、杢ノい南

みて才から勲章　r　留りて＼厨い組をとかしま〔よう．細長　か菅さまの熱烈

屯、る　二丁為り才　で中さ丁こく　㍍ノ矩い中一あけjれ

（D山内金属株式会社



些9二・日．旦皇二∠

発行　J7　年　♂　月　／日

す　婦ア甲　㌃　申し上りよ1．

ニヒ罵。与鎧ノlら7j＼一・・一三一上．クーラー耗サブ重　言ミrJ、と　咤三郎崩しやJい

7すわ、1‾坪・一・1えす　ご　蒜】　さ・。

乳RR二言ヰニ　ー目し二　三摘　L上　寸リ1ヒJ、′フっ＼　7ノリク　ピサフヒ／Lスて　唱は丁か

ておノーAl上中　、、蒋　一二阜′二・・　ダクト　れ軒の　餌宣言寸八丁二・・と、、う　人乳♂1

相今羊　　とて17　姓　71乙ら小　丁度　日日‾【′，‾J q r Lr二か、ら．佑lま小「一打才

▲－■－、rl F

ま寸。　司木与－／、の巧＿′す　り　キワニ百中7‡六二も

とし丁こ　竹孝7・L∵ニ」仁　一い　　佗酎♂　デuHわへます‘　令りに‡釘ミ｛1ヨ

⊥う†よ律抜手　うlTまけ　　滑且や平射い　再ト／、より子　各埠l〔黎軒‡t

lこ　とけこんて　し、ろ尽し－さえ、．Tてしまl＿Tこか＼堵こい宗　一か宣1本しい㌫小まトト小∩

簡今≠、を武具とみるり＼ノ】■二撃とル二・机　とLL・，7f E、、小77、、質卑小要せほ

か　三鷹いとこ7，〈　いもこけ「てこ年し　の行仕【こ爪しま　予飢二回咤催し二とLL、

同良性か掠〔ありましょうか　もう′れ　合さを爪を軌貰いことけこLTこ）卑語蓬て

タ）rTてこ一　　人 T Tて　うう　ト
四　二日「二。

正二＿　工′三一イtニール・京　　口弓凍　て　＿彰隼3　いrこしまt T二。

暮す最大よリ　モ　なら　軒乏端；、イこ†こき　吉武しこ　ありいとう：ご　　■

ノて同l吉／川エ／日か＼ら／ヱ仁ノク日　迄　を 子を封LTJブリエ了

同寺　今橘　史　を短く　ごi施　ご協か置賜かはすよう　ム歌い　一ノし

産材岡師施．をの市丸tよ　咋与孝より　撃絹ト一掬オ争して、さ丁よつりま丁か　こい

り＼ふ　糾仁　外柔に糾す7　とうTようか71よう．：、、。

役担幕二千九しき　怪昭絹滝が／餌射二　化j LT］っ・？11取三してLユ　⇒包　木さな

かしけないと　　丸山ます。　一首　ノーか一は　乙しそつさ常客か一一呼は乙のrt〉げし、

」で三しっ＼晶＞　緒言亡さ小7さT二倍は　あ・はすh＼　印書いす　を諾上し71ませj掬

、い　つ　薄幸　さけ十川けち二、号i・という　両耳いこ妾・LU九で丁ト・ノ．エビん、，

、享‡tpf　丘は　43こ仁　円J．・rLへ山は　二千日・巨、あごり亡／、つ、　レ■一一・巨予｛、

出了さr二伸銅棒舶刷
弦．、こと　警オーiかま寸。

（D山内金属株式会社



No．　¢ダー2

発行　∫タ　年　　♂　月　ノ　　日

埠　JRの　魁巷三号　産膏・f J7ク円木ぅ7才．

ワ日伊雷乳綱吉笹しま　J7ク円71・千号逓UTこlまITこけ

，PRの雷冒し柏、二日ト音　諸手フ　てJ7ク円て　スフート　しまLT二のて　今日

雷　しま　い7ク十J7ク）十ヱニJ7占・円て　栖持葦・ま　ブ“・PJ

弼町再　て　妥　ら寸て　あ′／ます．

0）山内金属株式会社



No．　　　夏J－／

発行　∫7　年　　プ　月　　〆　日

九日しこ　ゝっても　一、号ノ巨　は写い　－、たい　らリユ　か　　きHの　如十」7　竺卑巧

ぅ、東L Lフ山‾ト一三廿0　・・‘f　乳伊　円本t言　二今夏、ウ巾⊥二位ノま

可・　J▲　　　り　　かよ－て　加斗に　一度と　い乞う三．む

lまと 完、Lま　せ常仁、t′古．こち7　骨　托ハ。、影響与与え7あうJr r

りう∧　日本rlよ　√今吉仲　買年ゝ一長、、官．丁　三L雄的な単作t Fr＝りし　農某

の條シ　うう㍍してくれそう「てし　そ酪南もしま　倉亙ク、空，は．二仁、さほど　もりっく両
「号、乱い　たくなイこ．と、、いま寸か　肌て尽し√打ら直されユ　鼠井ノー′な、・か7は

な＼、てLJうわ＼．　退席句のワ月の　生産Jb艶r蓮如危うrf　／βク／∫∫昆）を手口三，

昔穂。、沃⊥′　真如出しており　飲鐸ほか979　覇連接叛（日軒7年1）グ／㌔　戯姐

工￥ゥ、9ク．占　　木材・木製ふしこ　蚤っ了は　押′　と．烏子吉、如来止＜　7日を

確遇に寛わ、いており　子山てし、7　度妄整合ク、′ようい・う高い小字．あるとい

うことは　宮丸緩料、番長。＼′9タフ　と　不凍の常夜音まとめ了　あ利を軋ている

由縁了あらと　ちぇら。lます．

足音工　区いこ　らし、7　このようrJト7ソ1のある、とかヾ　葺ニL小差さ伝粛猷しこなっ7

いますりヾ　二山戊一つの　首絹　て　軋†二　堵合も　全音向♂／√う∵ノキク＼】大さく甘，7

さてお‡∴∴′つ＼　紺　色の　字r　あると　し－えまいう．

払方、二を旦LT二　頚木i互ね合．二軋乙　宣左の堅甲化　大全で．二　人‡叛

餌　隼牽け　了‥、（を　トしてtL　尽し・る　今増比鴫てす。古さ附わ、段で　ノレなく

な，7　刷…
すさ好日こあ7て　残る「こわlT．ま　砲．トてあるか、星らかし、が　と・ちらヵ、の　殖†壬ク＼

・せ、患て・　中産半端に　大きゎ＼，たり＿　固くて　空間小文叱1二村ノ古できl：くいものしま・

はしさいよさ山てしま、、よしよう。・砲′」、ヒ小　長ふか、いとし、うこと小　とラいうごとかカ＼よく

ちぇ　自ら。企苦を　すェ′7しナ旦ようと　だ、ます．

勧　　9月‘1如法　誓　老　成は　J7㌔配色「訂．

g月伊電気解1才屯lま　タ7∂Rr　か午やここい「こしました．叫か牽乳的ぎ沌一tJ芭乱悠

7　7アートしま廿のア　朗か魁せ7才確tまrJ7。十〕・捏）÷ユニJ7射呵て1二折唇

外注　j加㍉㌦四㌦㌦‥　打再．。。こくF寺克ちJ7あります．

（D山内金属株式会社
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No．

発行　59　年　　　夕月　　年　目

三を伊ざ孝青銅一拉　ノヾチナ工．ハDチナ正を　在庫舷孝

長とををけ色三周7　4三三千㌔、三富岬吋の、使者晒拓を在席旺たし－たtます（

／ヾ千十工は　明きい色渦了、／＼07－十王は　薫、亮、r一色諸177。ユぢ　万世莫

在庫サイてば　て三こ伊二五′′7す．

∂・タメJ“／／よ′J　　　　　∴∫∫ノ∫∠LL＿′Jfよ

∂、j　メ　ゾJJ　メ　／■／よ　　　　　　　　′．Jj　′　〆出　　′／■／J

ク、タ　イ‘∂‘　′／J／よ　　　　　　　　かメノ　ノ　∠′／　∫／」／J

佃略表　　かノトサニ了。ルを　各J書B　昆同才す　わ妄り断ヒけますのr　曽宮部膏

Ln培接に　∴多芸什　下さり　　精々　二開幕鴫才，上目よう．んや「ま・－　h・1ユ召．

釣．紅㌧　ノ、0チγ佃椎は　1卜て　こ‡内　申〔あLT ri寸JT　／㌻専ら、′　」、嫡子

下さいますよう　　お々白い申しあけます

固持　二妻円伊／7′ルしこり、了は　伯椎チ1九・才ま1いて　　二フ▼土∫旦ニHj

へ　三　相合7さるよう　′座せて　ら豹　や邑　あけま寸．

①山内金属株式会社



No．好　一／

発行　√7　年　／∂　月　／　日

灸杖の　戌と　も、りまt Tこ。　丈を且つ　り，や。＼な寸与え、こきまれ，ガ手技の

退転合や　ご象破滅，了のハイキ・フ・あさいlよ　コ九7孝　屋外ての　しクリ工一三ラン

に　確日を　滴瑠　丁かたことと　たし、、ます．車に掩うこと伊　′争く㌔上イこ堤藷て

たれてしま，てい丁て　抹クの他下・こ　砲だ、と了山r二才【ま．いち，しゃいますLカ、。

1・人前、享　いと　うまくやhrこの■こ　　こんな．こ　早く／ヾテrこツしな・がイこのJことし・う　絶醍

醐刷射手官　吏ク．、すご‥との　ノ機合が少
なく与，た人　は　運転不足Jこよさ　イ本ク仏Tが・年令と英に　加速しますォ、ら．旦多ク

することを　貴誌LT　習わな‥ヒ　肉体かえ化か　蒐しく過行Lます．キ止．こてさ

ることて　白乙伊イ本かlこ　あ，rこものを　ふβ　東泉叶うさと7“珠〃化7音量ノケ酵・こ

押えをように　すうことが　ム企ては　貰えない　イ才度　雪路う仁君＝二　義毛大川㌃こと

と　だ、います．

巧者度の藷といえ．丁　各号伊ば産土　大音　青草なことrあり日．

金蔓いりまく凍痛一事．、ユニ圧腋しく・激しい班路子かYr・＿堅さ弟いていく

ことを　牽すごさ射ます．骨し倒山が穿き　すかは　喪、t吼神や食与りぐすます・

桟勲、甘　バイ遍く　印和　人祓一二告夜をしなけ山手▲甘ら甘く甘，た′ノ　戸手いさ異

－こ，J乞赦行き♂運命一二逢うことも　局えら山王訂．企掌円を定一てf　イ如小

倉各戊が　杖嗜万く　7Jレl二線如　し7いうrニーぅラか．硝化不良　起こ＝こリ

塘免晶lこけ，丁いな・、r二ううク＼．恕義正贈えて　確言同を射ていないにううか．

企掌の　確度北取を　たせ行　ほっことは　ノ伴々‡－フかい・ごと7▲丁が　丼々

絶乞鬼．こ接せら山Tて　長音厨な言渡是良であ′ノ　音禿てあソます．

い7七　号♂中lこあ77　見ていますと．イ首かて　気か　つかなかイこリ　ごんけ七の仁一と

曹し、遠いを　してしまいがちrすかし　子山を　蕗ぐl二は　通仁刀甘　才三尾（rことえば

産如月兼＿手管士Yい　経をコノサ′Lブント）の珍一家を　うけ3ことも　夏草甘ことJ・はない

瑞枝の二・、喧度と　各社伊益々の　二、－繁吏盲　ム・飾り申　あげます。

（D山内金属株式会社



No．紹　　ヱ

発行　∫7　年　ノ∂　月　／　日

と　く　と　く　セー／レ　の　ご隻　内

取か寓各軸にあてて　勉の　恒ン丹）と一′しを　困三川よ′J　′用“用意・

の　2ケ日間　　行ないま右

ユノけ・、一の暑さ・二は　風上の増大，利益の向上にキ与さからよう‘二親

も′　叫紬・こ鳥人†∵貴t㌔
♂　呼から　Lセキみの物音　上質尭いた丁こ、さ　二度の　お緒　を　攻来っていたたこう

い、う　だ、、から　いさ丁い　老丁こらすMよりますか「とくとくも　し．と鬼デーけ

ました。逐餐合敢lこ　低ま同とはし、え　常磐約1二は．登や火葬て・4号武藤

紬潮抄7．う
′はす。代壬冒虎の著さまとJ・一璃【て　逐一ル如貯1中たけrなく　仁一，ノ鶴相

宿ヵ＼ら丁　も　何行七月を　させ7しィTr－1「こいと　たし　ますの〔、恥行千十、ますよ

二1．ト■軸、サl　ふ．†■JJ．

寸丁　に　　十ラこ　け　　らチ汁へ　み長けすらへく運行中、禿頭かス　ーlま

ノ‘円／∂8　前々象　左点け千一さうこととたし・ます．

L手動二品キよしrて　ナラ乙は　骨姓　藍官部首の皆技に　軋1こ勉をイ打て万ら

小さ　ユーサ　ーは　窄吉尾のこと　乳止みのある　えイ安岡の　ユーサーさんへt耳目

に晶りるよう　者励丁さ、－ますよう　♭頗い甲しあ車ます〔

代守㌢毎か」督Jまか　絶えな・る　二を施．こい協や盲　謹しんて　お顔し・甲しあけま右

0月　剋象婆窟イ互げJJJ巧49と

9月か色気納言1亙・i J（／♂臼Jアβ円　／9～ノ9日　J∠∂円て　月中巧乾き、

拍老嬢はJ∠占円JJ軋ていLTこ。／ク的医員絢才略はJ∠∂円錐賢さ　Z・・え

クートしました。　姥，7／州か鹿足孝達人打ま　わ〟、Jj十JJβ）iJ二JJ夕月′占銭

て、円史油土刃J含7　J∠5円　と灯′ノヱ17㌢．

′∂月。触佃措け、JJ川岸～岬が1T r Jの帰路帯レJ　叩与の′∂机碩

ノブヶ月　曳絶～Uリまれ

0）山内金属株式会社
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No．　　隼7

発行　∫7　年　／′　月　　／日

足早な　みの気　れ盲　顛し、う　軸クの　芽えごみ一二　夙神官乙しか＼小で二了モク㌃り

尼ら小うよう77り＼‘外T†ま・言　や何て　二丁いま1か．時小二衷心・ま　余日二も

軍こ　本年も　あと　∠∂日余を　残すのみン　与りま（た。

各円小　話鼠F川　何と‥7モ　新札準を塙のことてしよっ．晶も♂J吉崎r　畑うr

が　不可能し－エ、＼と、∴オ1小7　いえJrrうr Tウ＼表面を　滞る　人耳巧小　甘リ　ムヮド■～

′ト聖lこrJイ二　射す」を　ティこJ直【て　こ尽空け　せp何と寸か，盲人かすlてt　三軋与l

Lやすいように　凹北、のマ一つを　つけrこことけ　白の不自由なすlこけ　天窓付利7たい

．しくは・圧と　讐＼lます。　わ、吾l‥と17　永く　如しLTこ　￥燻八号がご飼えて咋く

のしま　ちょ1い。り毘しい二㌢7才か　五島円九つ＼十ち円礼lこ　みい　、ぺノlこUjのは

、廿里て　驚らく　ら沫叶してUふ」．5rこけしLう　埠もありますれ　亨う㌔一点√仲甘く

針の施打ちか勺、く灯5　イニ7し盲聖ブせまT rゝら　を　三九号正しこは　精で　こゆ、くり

あわす外　し－「て「こく　のハ＼　打よ■日日

ヰ／川0恕■賓等才低IJ J∠∫円4，7・す

ノβ月　の色気飼才皮はJ（タJR　ざ∠Jq7　終ヰ誓しまtTこ。／／円伊電気宮司J有ま

ノ∂円　上ク、リ　ブ7∂円　7　2フート　Lまけこ．　彼「7J川♂　酌を耳ぼ札は　ふよ‥”ど）

モヱ　ニ　ラ“　円　ど　なりよIT二ト

．川。魁イ由棺はJ∫∂円厨〈　牛♂軒■Tの佃桔帝て　′明岡持　窓釦ます／．

ヰ　とく　とく　ヤー′し　敗左：与曹ウイ足塵　のL鶴い

軋日伊魁二つ1　7　こ＼音呵　㌫廟、、瞭Lあけまけ亙り　／∂月よ川より　2ケ月向

の　キr二へ〇一一　七一いこゝりましたハ　、、♂和昭しユ　無縁して　ムイ吾、、いrこ丁ていて　いま

雷撃鼓への鮎を1、と上に　ごJtま7　直7いたTこい7√よい　幸作喝の馬を宝に是咋

触伸縮を角a
t・・」も一二　トもT小二γ　　　わ尊下　ふきう豆と　電えら山よ　か　／′、．ユ。．古，

クラスの景品喜　子山1て　こt三吉岡下さい。　ご牽望か　ご、ト、まLrてら　早速景品を

輝r弛む舞ヶ
盲　何年　ようtく　巨傾、－申tあしナます．

0）山内金属株式会社



No．　　／

発行　∫7　年　　′よ　月　　／　日

軍　師蓬。　　　ノ′一之r　′よ／」と／午の軽や＼く尽し・ふ小る：rH＿よう。別lは

各号とイこ　証一丁聖～－「二、と　い机tか【ま　モdlよrて寸1、・…・。　よことlこ　澄子⊥♂ご射しし、

和七．まさしく　左寺革命か革”　にあることを　t碩lこ　臭かLr二一阜て、tあ

ります。J川J∂日から　東泉　東関神て　千，70テン（主i E屠り帽勉ネ／トワーフ）

サーヒ1スウヾ　えダ1　しまLT二ウヾ■．∫月の　培生計を周堆．9月には・家主ひ武弟

野・三見地区て小の　HUS伯母惰如且は二三了∠、）の　莫戯・哨堪　′／月．㍗7β

から　回曙　乾与押哩がス1わ等　エアー二　二二一けテア埠代、♂各かtワ、7

蒐TJtまし十二。如呼ばわ＼jクヾ　スフートLT＝かわ＼明電・三吉／二月／戸，た∵∵仁－1、

九才ク、　一世をこ圭∴へ7　　かけ小　か今　更京一二二一㌢7周の翌日画ここ

を　呪束か毛のlて　tア‥吉′7才。

も、更かす7．ててtま　三　つ77バツか・立石邑て蓬堅な　ケ信、ご飯青♂チf貨とし

て　キ音　尊号、J山7　し、ますクヾ　二ンノラトアーチ　昔々屠りヾ　一定か　しへ′し暫定Ⅸえrこ

とさ．そJ＝ま　一信　あま・l　針目い　＝一之・、を　豆て、・　二三一ビ三■寺てク＼せま直、そこlて

紘乍TJ克小二音いこらしますの　みまさに　軒ふい、β右下への鯛ドつ、、1ことこ「

まさしく　二ヱーメディア　た芽と　いう1こ　う、さ射い　年7　あイことだいます〃　ご♂再代、

し一隻ささ　人　的．こと、7　7ン十二二一　千トアな、と　　撞　向、、71ま　わり、甘いなイ

さまし†て〔］lr　ビ三・打てンlこトてしま　苦れごとい77　舶すけ7しまうことカヾ　三千

丁小甘＼㌃っ7さrこ 碑こい いrこし　ます。

払とく　とく　セノル　　あと　20日

／州三川よ′J　纏まりよしrて　とく．とく七」Llま．冬日のj∂8　7　終ります．

2棚咽．J L，ささか、長く　呼「こるみになソク＼ちてJゥヾ、赦すと二・、．あと九才二＼ば

う＼りl・Uリまl T二∩
一　右、♂＿橘

シフ、りr　終二l二　二倍り賜れますよ「よフ頗

い甲し上lナます．

（D山内金属株式会社
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No．ダ　　j

発行　∫，年　　′J　月　　／日

ヰ／よ巧の租　巷甘言櫨はJ7∠扉ウrJ

ノ川伊を丸細君諸は／へブノ日　”乙FJr　細々をlより二。′2月のセム餉才札乙J銅■　両両
十Jク∂）÷ヱニJ7岬∠／仁、りまけこ＿　触佃撞けJ∫細工仰円上火㌦伯東夢て

この他路者しま　∫9年ノ見向　木方て　枯淡7　妄亮打て井才与のJキ問

て　ありき【た．

の悸　「こいへん　お竺語になり　格言」の　二・を庵垂を賜才，り　机上より

色く　られ坪・あけユす。とうウ＼半年もよろしく．お′細い申【ふけますp

最接し二　者て二㌦あごの　ノ・享け等嘉、ならこしに　ね長揉′よし爪　立第㌦甘弓毒

の　こい7才唐と　こ、争車を　おれり申しあけます。

（D山内金属株式会社


