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No．　　よす

発行　　∫宣・年　　　〆／月　　　含　日

享け風　晒し†j LT J一′J l J1

1日ぷ・ノ　耳を牢、こ　て一日丑等　プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫沃・まけす

17薫仁一　　辞　ふ、【一十　jl

ご男　ま　ス字J′　　雷　r・－　「いて　し丁目、▼ノ1てきて　纏綿一灯＼r　′わ＼てノ、ミ

♂番手半石蕗　でかし　り　篭∵軟さ丁を1　頑一　∈　　に　なLrJ、＼と　貴賓，にで

、、てくう守っ　て　　こか′オ丁は　三界軽さ．ナ二二、二い　いっ賦払するかク、lr‡とないことrす。

しかし　午はかり　韓きませJ、。閻たlづ二カ、′′－∴上∵ユ1トド　二位Jpユ再七・フジて蔓草や∵で

ま者凍すら寸′ノ二り　、LLノ寸　熱中され！和右手：′　寄れ　号　　今立J　亘　トコ　ふ1．

塙賭一二は　本身中＼摘吏　島二を　√・寸仁巧　を尼の鼻　Uhかますこと　含しま1と

た．て　挿せr　軋上して　一骨♂二　夜　路」り1㌧　諾、r f儲、、併し

上l†ユJL

日の丸旦巷＝字音確しま．”J日石TJ′

／2月　かを；t鯛才1且　／へ二日　タク川右　上ユーゴ／f J　♂巧／ゾ97　キさん才確り

ブタ∠円∫ヱ扇芙　てL h．

酪斉すJl　二年的・こ　かけて　′与クト的幸一LL三　三、りふr　絶．けrl rでカ＼円荏H T子

種さ射＿　＝いキ宣卯月㌧む訂、けげ＝・そトトパー7．

庇って　担牒巧言　隼一書　rJプ∠．JjJJ7ク）ナj　こJ対円」／粥と・ワ′′・雪や・彗一万

1倉て　ふ7、）円と仕りますr　佃籍をlユ　／ラ′7　7か′／Jfl只野一　如♂印∴T♂純。

に与ります．，

（D山内金属株式会社



No．

発行　Jざ　年　　　よ月　　　／日

二　へ・！一i▼　軋翳．恥こ　い・∴い　とこ■＼し、・1‥・7トしうゥ、．　左官一二．jr rJ．わトの

甥乳で・は岬
東泉と東ノ分なl痩略をとって　いきごましいよう　三主牽一、、丁こしAr三つ√

鋪簡ブ易lま　過叶孝三Lr　と一手年息止、ノ】史　奇象あ彦1に／？∴か丁，k諌㍉吾川てお′ノ

円責11LT　か仁′J朋与を1こ卜ていろト…　川に／叩上カ、′J　ユ月／βよ′／きlこ　ノ∂円　上かへ，7JJ′）

ます。触。励柁帯は　／ろニッ＿rJ、′？如何建言人々∫州八㌔とご′，′二五′′ます。多々

も　この衝桔希か　争い維持いと㌣㍉・才一こす．

ヰ祁伊勉整孝才化．ヨ　〟♂79でヲr訂

川♂釘：L　摘才略■ま　〟へ／7βJア♂月．′少へJ／上　々∂ク巧丁　子　誉才浮はJ打草丁々

（LT二、。

よ月伊管‡・寺呵きく丸lオ　ノβ円　ナタ　　　ダノ♂円r Zアートしま＝rこ．

使，て　乳ヱ卓球才絹は　ふタ∫十　ダよク）丁ヱニ　々♂7円∫♂終　とな′／円釆二鳥r刃J含て

タ。7F了とな′′まIrこ。佃柁革は／ラ′7上がり。㈲円膨卜好雄了㍉“握巨な′，ます．
ノ47

埠　空き／＼Dい′ト透去ア伊　っ々　い

即　い右一隻紆漣と碩管の佃五七計って　ノ、。L′トこよる出村を行な→てカリますク＼

′現、′トの何岬かlJカ、とふ了・当互てに　出新嘗謁伊J人㌦上す　吐息に壬　蔓痩ク、

々71　で秀樹「てム′ます。

賭持巨人～lこ　こ、協か下さるところク、キいハ千丁か　観とは　時価の伝い商品睾ゝ山て

商帖＼け7
お′lま寸　′、。しノト77か7　宮戸　tて曹推して　お頭L下さるよっ（湧賃と聴如臼＿）掃担い

します．執JF棚．こ．丁　伸しイこい　二・希望か、ごいさ、いまtrこら　臭をしこ7　㍍ぜ話させて

＼、hTこきますひr　　ヨ盲ナ▼J旦童　宕〈　　お申しつけ干さい．

①山内金属株式会社



No．　　　よ7

発行　　∫♂　年　　　J月　　／日

J月　弥生。各は　r二しかは足解りて、血ついてさてわります．

乳さて　展滝していT二卑ヰ官用はして　盟、・きり　断乎打をしませ」か。凰ヵか全身

に滴ら嫡ち7　くもようしこだ、、ます．

尊敬も　乳さに鰯」で　しま，rこように　砲硝－レ：笑い状がいては，ておりますか．日本人

特席¢1寸如雷同すう若草集、ヾ絶かく、イ動いて　東賂上人上にもさい動きをも「こら

していろ面が・はさにし毛あらす∴　ここは　背筋与伸ばし＿姿勢を良くして　合体

橘」を正しく軋る昭　栗与か　　身にあr二′J　欠いていくことか＼月千客と考えます．

暮せ月伊組の鼻軍産イ風は．4ク円ル

ヱ帥騒乱餌違う且は　月初から　日丸まて　428円て　芽わらすいJ月の彦値そ　瀬音き

て∴　〃ヱ♂甲毎ぐ　スタートしました。

雁77　馳産婆才徳は　毎”ヰヱ∂）十ヱ＝　雀j♂何　と如きした。

価格泉．手、2月と同し　　柳田が～ゲ∫クがkfの欄lこなります．

僻1－亭三芳．ば　米国の景気回綾の兆しをみて　上向きに赦し、月毛勢をみせました

が　倉佃絶伊　f三毛の貰う智幸　うけて　値上がり分を　三射てしまいました。

r珊仲十着如享　キマり斗したら　商才鯨も沸き甘　煮穿く　行皆かすら．t

二止目す　督接か　当だ、やヮ7おらからこ汀あります．

一軒　寸すLTで食窟土て・は　訪計身技師を　布き＿グ巧伴伸勉の作東成増から應紙

子すすめて　良工竹富おされアナうら山ませ．

l　　空きノヾレリト退去アのみ戊負い

′、DL‥しか　午足して　断てお　ます．堅まトトら　鳥丸いて　最をり♂透き音易二

お：増してさし、ますよっ　　㍍ノ難い∵差します．

の山内金属株式会社



No．些一・・．＿＿皇室－／

発行　　√♂　年　　半月　　／日

縮刷日日き碑ツ
ケ隼いて　鳴J象としています。　　　‾

醐冊WL
や椅与にl二・三イ　′JJで・ま　プて書　けれ′　尺皿笥　ノー卯・立県旦負号逐わ如崎守

たし丁楕りて　二宮LTこら　引取，7こかも向むしま利昭すみ相中こも　差さはノリ　い、かきます．

角をひ山、は　要れ、、動をの　フネま　まこま二ト台かて　ぶつ毎より

斗中絶堅強才伯は　享′7円∠

J恒常宕狗逮捕は　ト／2日ダよ♂円／〃一LJ／日々ノク何て　乎ごつ窟適＿は　ゲ′岬∂7弟

〔l T∴、

⊥‖い　ナ∵・如、！■・打は・、n L‾i　才．JJF】7てフート．三Irこ

纏って午錮如賓碑者イ嵐は（ゲ條クアナ卯♂）Tjニダ／7戸Jク々鍋、とな′／円兼藩摺霧で

率′7即㌃りまtrこ。傭縁者は朗と／司し　せ。叩蚕〈¢∫相一往〆梢左右′・よす．

キ　スアリ二7セール御感

裔蜜柑てくる承与．て孝、、学J合わせ　卵用から∫月J′日通　ニケ縛間∫友雛のr二，り

′榔ポ招いて雲号≡書留ク（二
弦セ　直丁　盛りあHlい犯しよう．代増産のみなさまの絶大伝を　こ協クと　二島鯛を方

々負、・汐しあし十ま寸．

璃lて　射手かて　イき，7いrこrこいてな、・瀬島姦♂方々・二　項社か終星で＼潅1う▼し　育つ7

UTて丁くく二・1お顔いすをJF巨い二：一日ま　巨　よ　だ二イ乍輿の　一各　組いと音声叶て

九・！　せい　ユ且笥毛に　二岡命fJるよう　も顧、、呼しわ叶ま才．

埠　ス千二　一☆箪 ♂　努二言◆l二．ノ、、7

勉ユニーマス／号Z・・和一Zテン声望か鞍を周凄きて　招じらせほ＝トド＿　み触り　熊翫敢え

て　手絡扉汗二世且．阜托す香ことl三凱まLTこ二　　一．い．　＿＿一＿」＿，

ヵラースキンしては　耐令性　碓匁他を　丸山て　屋根材とtての翳肇が．考婚【てさて

の山内金属株式会社



No．　　Jかよ

発行　　　　年　　　　月　　　　日

腑㈱香い、
製品作り音可能＿tてLました。

今呼緩　和賦め雑誌lこそ「7号こノきき租．♂新更希書賢者ほす．

けり苫いりビワlま叩和ぐ、7ユ　ーこて・1】．．孝・．†・、イ＿－ま7、17　　頑ごI・てこ＼・三言よ「

お原色、、申lあけます．邑－ま　ア′／ヤー　ブラウンの基本よ色のイ也に　曽辻服自♂いβ、L

7号ノ7号開発・Lました．二の邑は　ね王室いす。lの産後に毛　細おし屋根‘適せ美を

jJさrこ7ま才一，

約一七生魚斗の4青々雲品目了　を塙Lます「ス千二一倉皇財．に変らぬ伊門彪盲

賜かますよう　謹Ll、て　お顔いやしあけます．

①山内金属株式会社



No．　　．

発行　よ♂　年　　∫　月　　≠　日

塔　草、むiLlj．　かけ・、ナー！、し・・は」ll、・．　∴♪キト　山、：雪子　角々’r！与、では

寸しさらし、、射隼に史ま小rここと号外こ覇しない【しまら小よせ上し．ラーてこ。声皐の据凰て

いかり　乳て　いク、血は　と、聖います．

コールチt／ウィー7辛　みなごまt暮　せ巳イ可　　お二臥　にな仁小よlrこか＼

厩一卜7かこ孝和や軒∴ムへグ新塩　ルーf　テし荒　　　べ貴ぶと、ろr Uく　イ土子盲やイこよ

と　い捌l予ネt　㌧・亡ノ、しパン∵り1．ケ右机、明りて　増さよ1こlま．大、、、こ　ハりて八㌢十、「

おh小もことと　たします′

卑小腑刷「才・再議（菖凍）
♂目。あと智ふて71か　代理呑。ふ仁一Jj♂七㌢でなる桔ア偽ウ手工凋、＼いTこしあ行

払　五月。租基蜜豆＿碇は　4J′円木，

切目‘乾舅鯛者且は　ト即日　〃Jd巧　よ／一　首8　牛山巧　守巧計石よ仙　円

てLTこ．五朴の　夢、告鯛爵広は／叩上が，て　中々珊「スアートしまは．症，て　五月の

組薮牙才癌ヰ　4zzろ　440）÷Z＝4引円卓♂鉄7－　円未璃研き77　相／用どなります〔

廟帰帝1才　前日と妄バ了　郎岬良二トJ；欄ノtTか楢いす．

払’弓子／一女う　軌亘1　計軒を

軋師鮎′ニ7ノ77、二ま円申しあげましたように　¢月よ／8ノ、ら　タラ＿ステンほとクり、、・十月㌧刺し二
∵葱廓‥二　糖嵐や賜かはすよう　古層紅、甲．あ．十ま甘▲

①山内金属株式会社



壷撞喜塾一室妻妾≧喜 t■■ 畠匪＿．共 
No．　　Jク

発行　∫才　年　　　∠　月　　　ヱ　日

碑伽温行く人々州税
毛，すっかり窃らしく与りました。

，＿k．ql二人「て　七回小泉きつく■　如き叩∵世1揉卜トト・；手．ていを尭且、非　や■LT一

拍巧JLアルミの需給昭侃クこ、雪空L二弦をさかつつあるrこめ　上帝しているとの酸鼻等、1軒し

の各薮．を書かせるニュースかこ　そく出てきまLTこク、しま丁こして　本射こ象乳は埠奥、してきてう

のアし手　か、．

確州二　王しクトビニ7乙足音子平圧として　斬出の窮絢て　伸銅ノークーてモ　のす画に蒐い

トクーlま　尊皇叛か、彗増していちょうてすか　すベ7伊上かてはな・、て　ノわは　射1はと

ノ忙しく甘77いないメーターもあうよう丁　マナでナいうのか■・合体嫁て・・はな、、て・しようや＼．

者材岡の鋼板　鋼象．てついては　木．採澄み確として　をノー〃一々ヾ頭音痛め7し、ちところ

に巾こ　せ注水乳か＼■　王宮を封、山は　＼■、ち孝く　椎茸ティ二に竹花首長Lrこいところぐす〝

lかし　牽．旨l僻1達雄ヵ、チタ才円すう絹在、帝王た、ま　ま卜　占ち円ほと、イ軋＼・本音に

あり　才是宜ラインlこの吉かは　またま丁二　むつカへしい吸水、丁す．

ヰ　テ甘再転基軋建値は　447舶qてす．

五糾屯乳鋪速度＿は　トJ占日　44絹＿／7人J／β　¢如何と　チタ射密才を1ま44∫用ノク鎖

でした。え小屋伯＿しま　今∫∂円J護置きr　スタートしまLTこ。角崖77　テ‥巧の魁養護槽且は

（中一；′憲f；∫∂言月々：7；こ∫莞ニ1艶ユ誓♂冨禁二完ごと羞器1．

七一′しの　泉青史かは　あ草〆＝て　お願いLます。

4月J日ク、ら　月帰／日ま　　催しはした．・和行へローンセールは　儲々紙の絶大なさ二楊膏

の壬と　ズきなれ賓を収めて　終］し爪しま仁た．歓．上をかりて厚く　おえL申し上l†ま丁．

お忙し、、処　だ嫡て丁か　景品の集計ば　てさる丁二いけ　軍く　わ中人爪　いたr二さますよ1

お廟、、甲しあしナます√

①山内金属株式会社



些堕．一・・．逝

発行　∫♂　年　　7　月　　　／日

単月の　うっろいtま　まこい二　軍、、ものて　fJ㌣　木与も一†け・－＿＿冬言　　　．

ノケ仁一い叶か　ら、やや　至柊汽：ノ】弓　イ了・ニ　あr T
か、経　　ず中二

さまご　まは　を　7　ク七、、r　′し▼　　　鉱l二　吏l‥その7　増．二者モ【′　たけヰt tT

教官　丁．も山させて（′かま寸．

てい　　　†ぐや＞上し　　　　　　　　　巨見ますク、三㌢廃律薇刷冊ス
かろ∴　乙、し7ノ　本丸各ヤ　雄く　久しま寸。HJj∴　企妾　を　とりまく　チ早輿♪幸二

賂㌧瑚∵㌦†L　♂上り州を再亘守＿∴あり悠トビん．程ヒ狛よ全音や　才　一鼠がJ）

る、＼中T r 生され∴∵　11 tl√J右n r　　　ぽ ．こ　し甘け冊一言　良良　いど書

埠　7円伊根を‾ト了。才　粗Ltl Al：・・雪上・

銅ク阻勘。綿字′・勺、ま　l（7日　Aj√Fj　　－1Jノ・日　44♂円一　ヰ巧摘花花　コ

舛り円上7㌢ てL rこ．　　一7 要薄パ∵　・叫パブ　√　二∵1

建って　ワ帥　魁婁てうず帝．雫／4一つごて＋4〃）ナ∴一・ナノ′一！卓、√，　円手痛　r孔痩7

44周　と　なりまIrこ．

鮭　∴↑　、前日可榛　44叩置′4βRj（Tの調qて　ガも㍉7

執　粥的三屋虐♂竜顔lこ′川て

一旦空且とむしヱ旦上⊥J　∴1・1・　・－　tH、丁・．「輿・・・王再、・rド再二、l■ノ　7考量

丘みゝりの鋼一一r‡一組　碑的工阜告の竜顔そこ　ご倉田、、tTでいて、l各コーナー♂オ？一二

おるけすき二㌢‘こし－たは＝七．訝しくは．同村列外さ、、孝円♂透りぐ∴ナ∴－、よす．

聞耳よう（く　丘煩い¢㌧い十ユ寸＿

0）山内金属株式会社



No．　　　ぇヱ

発行　∫♂　年 ♂　月　　／　日

重石動力ト野津の2－ユ鳩薇も　軋痛打　いよいよ　ノ＼ロから　甲与郎打射1六合

の忌ヵ、叩らムミま寸√　告軋隼／錦－、出をようしこな，7ク、ん　二か木魚はノ入るさとlこ

意練ります
と　終九を曇　は　丁序　盤ネルtあ，丁　はヰ1二Uリません。

冤、・拍†ご1し・ノれ　へいてク■ウンした考が．オXl二晩．い♂スターけり三二に透41をと相い「こ

辛目∴t＿　酪ろし、・かどだ・・、、ますの

ニ♂叶　釘韓商品か市乳上者が　弛7てさまLTこ。来園か国内景乳〔1円耀て軒出

余りかなくな・J　商品・てよっては　鯖トする勅に同ィ、一台の力　量番犬　摺増田と＼17妄7≠17いき

寸。彦咳例か銅我、象lこつい7才　神官伺トヤーかヱLクトビこてて研｝碧の有村をばしめ

として　銅；的は需要の好むr7　繁化とUリ　虐押印銅・抜、粂l二つ、、71ま＿九泉をt．て

ロー／してr三日この園促をばかを　軟鴫がとら正目きしりよし丁二．二の影響は　水J・⊥碑、サイス

にエrllま▼長Z本匠になり　砺TL手J勘や，叶γくると考えらかます〃

銅の魁星埠逮イ且は　榊罪タです．

川の色気紺彦癌は　掴クから　月丸ま7　ダ¢ク円て　斎ら7　才月伊才碩＿り革者きて　卯∂円丁

従って　∫帥触塞弾き碩＿は／4〟クイ〟即日2二〃ゼク呵7　4卯円と甘りきJ．

舶他終審は　前貝　日　揮♂戸影～〟β円上叩の欄7．

テシー主を　丸さ　品廉いJ†

えテン一女宣恕しま　尊えと膵自か　い′了、Lナウ、7をl封めとして　ブラウンク′げイシ小一）宴

をサイスを　在庫し　押紙敵勢がと小　rkのて　痛で　彼門命Tさ、よすよう　お顔、

、、申し上l†ます．

ス＿い．う、し7・ぅ、．7についてt　コ川での　朗患い、たしまわ？二握＿衷下さ、・．

と烏け′てtJ r、了■メタ∫了加確ノ勿れとク、J　ゾア川「鳩ノブ♂九千寸．

酷も小水′杓　′即白雲’r一二㌦　ますよっJフ締り申し上けま寸．

（D山内金属株式会社



No．JJ　＿／

発行　　∫♂　年　　7　月　／　日

五井；寸1上のに　真急白も　思わせうはとの　さびしい玖尾か絶さました。

九円伊を卜さけは．軸プは　う」とご如くなり　すT÷く忠の音二†e・rこしかと三着小を尽

し・ます．、

ス中一・ノのす　　食筋かポ・・・‥　といかか5ようし二　才▲・しま　確り諸派のせ与を軒て一十．

戸外に出7　退転音大いlて　いTこしましょう．

さて　私か鮎一ニューて「申しあけまして　∴∴　飼顔・乳か『上って　品不足・てなり　辛

気仁を敏之と／トーlこしてさ乏し「て　択∫＿t　メイこけイスから　甘みか出せ餌1着すて・天象

∴豊島そ　らか申てらりますけ

小いさ　色々な乾田カ＼£）′ノATっ、　の長軸的を材旦賓不FEの甲でJ－1トた．・・‘－J孝苛

悪化■こ善しノ小人貫整押；寸二二【ヂ　恒を’r＿∴二痛hて　亮寸々は　香い正風を紅宥し

ていTこ。◎エしワrニッて由で1悠食材の寓雷／ク、今をよ・1∫号▲を∴婚ヶこ・T二。（年季加わ

経庵の岬t＼か＼今緩∫創立食紅′し、かご：弓7、．、も〕（罰工lクトビニ7て何LT車君のす†吉をJ哲

やJL一は　一号て　こ軋レTj♂ク、　・札亘十品櫓■いけ弓廿晶圭∴軸一つに

産材同報　泰か〉77いる．席）♂月は　イ町箪毒づ声十　字十十　ノークーか一棟吉日苦りこ

け㌢しこ　生産者が　克ちrて．

ことなとr　？小二入って　向　ノ骨　品斤長ヵ、如てらリjT．

このような北＼ご乙は　7月かと。一77／クRJtく西　動／　醒二律山う　箆・、、ま7才ご岬

鮨lトカーのヰ　掴な　、吏　デ二㌧は　当分　絶さますの丁　簡花的には　尼．竪し、亨つさして

柊や告するともえご7小Jl．

∂‘∫．揖∫　わ‘鴨。一．舶サイズ　の　粂・殻につい7　日手鏡嘗伊勢晶l亨　佗給か

ストノ7¢L　ナ宕　こ且き、tJうク＼巾了よりますク＼醇間の号材は　絹伐でさ7㍍′／ます　で㍗

こき整」まかけす、に　をを接鰻の奇イi÷果rてLTこいと宵っ7ちリますの7．尚一局の鮒

引立七　月易かますよう　何年よろしく　お刷上・申し上l辛ます．

ヰ　9月　轟経基亨菱低は　ゲd‘顧

ざ帥電気的空手7、才　ト10日　＃⊥∂円　い与川　夕Jク閂と　日中巧ゲJJ円タ㌔針一丁LTこ。

7日の取手し寅机康成は／岬　Tかリ　如β即　Z夕斗　しまLrて。

揉，－r・月小触各＝きざ絹．ご工「りJ．⊥∵イ・Lふ、1ナ」ござ■川【J汁T Fl手強1〃㌻

恕価格帯はれF日出　卯叩恕（〆如・、Tけ欄て蕗寛子7才。

（D山内金属株式会社



No．J♂　ユ

発行　　　　年　　　　月　　　　日

ト　ステン＿女を　ノ租」出舌4弓絢．

ステン一丈告夙中i　各崖蟄舐・の妾欄蒜紹介欄l二言L孝戒′鈍さ山　号小を

藷蝕てこ　ぎ掛孝子締十一　薮魯合紅より　数での野、食わ　周、とおす、さてちリヱ1

∴乾せげ㍉ノ山．キ∴　亡、軸は細二さ‾■、1J、7人・一　触阜49春吉。こしT rβ．一

あけ　下さるよう　お願い　やI上■「、ます．

償「777三三り」ふ漣芽食卓、

拍手　射土かつァ7：ごりは†ト慮塊と、餌枚を　日用＝て　さ緩さ小　向で　こ

大藩　二逆かt　ぉかけい「こして方りよしr二か　この「こ乙し　敵皇掬を亮・ゝい「しましたのてtこ抽斗
融　7，7三三日泰阜は　癒し、宣　山一より・7ク。7T、・す．

0）山内金属株式会社



豪妄喜董岳j喜墓室喜 
＿■＜ 星準．一　群 

No．　　ノ4

発行　　∫♂年　／♂　月　　J　日

1㌔　点けr丈‾一手　キ二義・ぅ卓ナウ、。フルー　服や　レ才略て　各i土；ミ班1

才瑚印♂連行と笑lこ
企着の象集計血も　患って17おり　碑．こお手は　例祈二蕗べきと厳し、・とききます，

た仁■＿　刷紬保困れ軌が
きいし、、のけ　巻獲て＝ありまlよう　しか、L炎々．二とイ　修を甘八才わ用促ムヾ・むすゎ＼

しいことは　尭りなく　入射一不足の十品如才　を易に　解消されませ」。むしろ泉量の

書更星白と＼、うべき　　晩庖伊渋々入滅と　げか5こと汐＼よI）曹皆と甘，7きます．

二転クi儲1邦∫易は　　9月下島了より丁か7　／9お耳占句の長塩rL〃どよ‘♂ダ∫）と

′叩け阜∫可の唐丹邑rLMEJ′′タス∫）・♂　丁塘　中間イ立の　木耳まて下がり　即ち羊イ互

恵しの証取トなりまLTこ．二両は　やや　下がりすさてい　ケて月産す茅かと、腎も小才す

か　一台　円も傾向が　定義してさています少で　大した屋Ltないかと．望・糾、ます。

一盲　イ申網1－わ一　缶汝の　受注北、寛げ　の後も胡藷］て　各社乾．斉田助おく直

音1∵しており．イ朗を由に於いても＿遇えかよう■こ僚耕網崎■てスライドせす・・瀬音く孝教

官禾しております．適えのあ軒からみて　釘　僻終り甲すメーカーの考えオには　無理な由もあまと

だ机lま了か　規三軋　品不足払戻で　すーかも滴嘘か」で控ですク、ら　斥1店．風何て一推＿

〕考すう打乾性は　たぐあ・■ます．

。日伊魁一基規遭症はJ7才凡右，（す。

9日の百九倭同者軋、す　　ト〟ロ　グ⊥∂閂　よ／～Jク8　＃／J印　て　伊4号ゲ／J何彪銭

t LTこ。／∂月の　恒久信同慶確1は　き∂門下が′＝♂♂円　とZア斗Lました。

戚7て．／β月の舶▲産経才一確．才「タ′占、〝十J♂り÷ユニJ7㌔何JJ顔、て

円手痛　か∫告で　J押何　なりま　た．㈱′こ
なります。

0）山内金属株式会社



No．　　　ふチ

発行　∫♂　年　／／月　　／　日

寺だ．今のイ庫と七・一　風音一　いノ野山も堆さ杏詐ゝこじりま日。

米酎音　符強に景乳は射妄しこ馴星の冷モ進んでいると志かしい7打は寸か　風l勺

の揉む為工数しま　仔禁、とし7　佃て、症漣＿　日々小向嫉姥丸lま　いらTこんと廃し‥ア

暑掻いよ益々　ご患蛸のことと　存しま寸。雲相同餉錘、束か常総珠熊は　姓をヰ

前考て　ご恕書いたしまlT：よう．こ　タイトて　メークーの紬も姿勢～二や二㌧のういlま吼え7

㍉・ほそし．．原料名伺佃権と比毎したとさ　見た♂無象のすさL佃鵜ば　やゝ　あい

水産lこあると、、えをカ、壬か小ませしい＿　劫軋　摘ク卓．の也一郎材の軋緑

醐掟か各書簡lこ　至亘二か・出てこない終り　身村岡軌条の幸三Lt　釦、な＼、Yだ

お山ます【

お引立てUrてrこいております魁のかラ＿十二70ル略∂ヾてきよしTこ．

緑青、虎化、超もヾ　カラ＿えテ二して等の　カラ′す㌧ブルをまとめてム′Iます，

設計ヰ霧叶への　P，Rl二　二、三吉岡　下さいますよう　ム偉観いいたしヱす．

斗IlRa鈍重三与達成はJ7g円ふと

【0　の電　銅身　且は　トへ夕　日　ヶ月間　Jg∂円こ　解結　いたしました．

1日弓か官気相着蕗ば　ノ∂R Tかご′J J7∂円て　Zフートしまし辛。

舷7てl用仇餌を字音碇は（．ブ如十タア∂）÷ニ′二二才7∫円となリヱLrこ．

恕低碓夢は　抗日と同線　丘か円超へ四円ユ久下の欄を　ご覧下さい．

ヰ　藍妄」∂暦年孟乙会わ舟七一′レのごま閤

魁鮭在1人束　このI2月て　九三年・二なります∴小雪三乙たして　平素のこい諺親に

払卸して　吉乙食七一ル乞　帰し1ます．

如P言い古12月lPより　占9年／月∂J8逢　ヱヶ月間てす【

柚輌手工㍉一に姦
しTこ・景品をノ痴え7おります。和之ヲ一十ランlまI用．8日ふて　も点けすさよう孝偏

をすゝめてお化す．この抱合、こ一局の汰鮎七旦紅いTてLrこく代言里各を如キ・’†一と

なう　二∴支J㈱
封と　旦うま　二．・こ　ん革め－てl釘行セルをお申しフけ下さいますようお嘲いいたします。

①山内金属株式会社



No．　　　j‘

発行　　∫♂年　／上月　　／日

終わりたけかは　す′＼再し」と、・フ　言ろかごみノますか　ごの一年♪凝鴇　色

締め5　月■こ入りまLT二．　頭眉一旦飾り　新し、、年に　つ甘く・rこ辛目こ　この月はノ仝

官、＼Xの五・と伝，て　燃えあヶこら心はなりません。薯揉、二は　日枝を設定し軋略

盲　新てて　おらから二七と　ねじますかヾ　膏㌫商品已こ　せし＼船でさきがけ）音と囁け－

て　下さいますよう　お願いイーしますク　押しこと淋録およその雇膏かク・■、あと↓こなヶ7

、七＼らす・∴5才の丁、すク（　触（ささかけ）の域合け　飼御　衣の二一ス▲を　魁のニー乙－

1こすさ　つまり　桑材の商えを　より　ア付紳イ折り音は〆高、商をしこすう二㌢　て　喉の

友南は．あります人から　「孝三を三間与‡二仁一初市七一ル．をテコJて上7　最上

♂硝大　利をの向上に　フナまいて　下さいますよう　あ甥自し‥、たします．

みのりの州も象り　雪子山の断オモ　紅骨子をしばし・め　冬の泉南L木田を

こく甘，てさまLTて．　冬さも　さひしくなノアまいります．　二日を下さ　よすよう

お顔い申lあけます。

この一斗　rこい／、ん＿　お世話l二㍍′′　烙写′」のニ■・頭重を　貿易おりまLrここと、紙上

より　巧く　お礼．申し　あけよす．とうか車与‡ようし、お顔いやl上けづす．

島々等lこ　音控♂益クの　ご・繁蛍　ならて＼‘二束長夜は（め　れ年の骨で指し乃

さば身と　二・多幸を　お前り　申しか†よす．

キJ2月の組製産♂蕗」まJ7g解gr

1川の敵兵射耳庇は　トタ∂8／ヶ冊苛J7♂何て　終「給いrTLト巨。

l2月のを象餌諸通．は／川上が′ノ　ブ如何ご・ズ㌢J Lh丁こ。

煉ってJ2月の舶盤球音澤は　い7クナブタク巨フニゴア∫円　仁′ノました。

触・佃旛轟は　前月の伺L　路用隼へ釦〃了㍉畑哺再二質下さい。

ゼ　同行ガ彦左のお願い

如宕七′ル如間中　賭抱的な同行錐を音　させて下トますよう£廟い、、仁は寸。舶
£願、・甲しあけ㌔ます♪

①山内金属株式会社


