
No．／＿

発行よ7年／　月　占　日

級レんで新年のあ、展ひごと甲しあけ“さす。

慮脅地域が車重lて軋夢われた噂と塵ナ、、おだやか甘地え、
姉風塵も娘う神政身の人狼も史上最晶であフたしが、テレビや新硯で郎化れる

三線汲鮪の臥尺がカ亀フ、丁た見場金敷の手で慮鹿的lこす瑚うれてう±托

軋て、鬼か應工か富子格此しの入ヒトドで進んで㌧、ろことがわかりきしれ．

臥失う旭巣は氷河幼喝代、こ宴入した」ヒ竜赴軟レて捌き寸．ゼロ・W、轍

でIl泉上り増大主点史郎・慮れ確像と同舟も温成すうこし、引†々む姓です．

讐鵠禁誓禁雲、Y警告讐誓言準叫e加価寸
魁もユキか二人リました。御重同居とふ々すため尚「局留か、たしま1刀で

昨年lこ変わ鳴也寸、卿塙着飾報感を賜わりまけう．絃しんで■お顔、、申し

あげlさす。帰せて者〝軋り綿アづ建鹿とお祈り申しか†“き寸。

／2月の円平均例建値lま／ナ日間βダクク‰で変相がフたりてり卯岬

J月．ま／j月と衷うす，♂ダ♂ク私でス7十L汗た．姐フてびわ十伊丹上で・

／月の魅嵐孝建臆・ませ如‡‰ド甘持す。
牌路及．り■タフ7下がツ　タか円底」ゲク∂呵以下の欄．て射ます。

工事店伸射足置きりあ、廉い

上ね掘り、組成推定他執よ／ラニ7f廿里L如針呈草併称抑円
は　7たく水しダニライン上ドか1、0．βおしル判定がむつかしい汁に、

コへし7来し心が止フていうよう亨、まこklこ1悩ましい＼絢であります。

J上月1人泉塘めたβ、別号軌の期間中の航路や東風沌久如れ■r汲丁た、すけ

吉事妄妄言　　を三二三三
誌轟君崇憲蒜握黒部先議苛請
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No．．

発行　∫7　年　よ月　／日

今封ユ劇豪雪の咋卑…う，てタ・わって、嘘やカうそで　質如かよJ如r可ク

ア／りか、％施して　粗萩とふろってお門す。けし寛容の冶とこ中はこrめJjd、

泉しく　トJ馴よこり日管畔敗でゴ朗舛㌢「り）．声痛の母乳並立峯も銅拍

で・ヲ㌻拗れ’7けあ7㍍でん．「ヒマて・巾ア」「牽ラおまんま7．という∠の如Jl

岳．じしん）恥わん仁和与にな1ていちのて一け　りり）もあ）までん．イ可モ才へHP

か艮則・こ射．拍おし難局を旬ク裁いていくヘリr恩いり．

災い線材毎の絶大とlaJ　日日　668　作戦戦わ　也山レけ　代柁加須の尭大王

こ・・協か仰ぐ・ま筍りす－の談鴇で褒 終了い九日目た．　お手封のセールス

ゆ吐毛は　壊叶の舞倉上　28∫β注にl璃わりよ・舌トタよりす。

7♂レミアレの労連凡ひ、才丸里長叡契合の送付JJ埋りの上、すみ桝・－こも、亨

ll一お顔けいhl37。

南今与で（‡キヤンヾン七一レズの叫銅の内観で　舗五とりてい　みl－さすので－

J郎寸の　アシケー ■こ　こ∩協力7ト、うろJ）か舶・、い7こりす．

イ屋‖よ　卯∫

J月の色綱建値け　綽∂ で・紹廉【まlhの7－　月平射日射右も

Z紳電気銅淫射れ／川上か・J　ゲ′ク侮　て・《巨tl1日こ

川の妙見ヰ動烏は　葎クク十ダ′りiよ′二幸ク∫％Yなつます．

桝右裾1／ランプ上か′）ゾ〝什主g～炒珪のしソゐ特写にいり．

雪子ト○レヮト　逆もアの　よ・乃至い

紗√凋移｝・手放モ持上1日しめ、代岬きたの山車えべ㌧ス有無のTLあ　′ヾレりトで
・迷　わりにしてより　すが■　ノヾレヮトが不足lて嶋トてムーります，

／、○レヮい1号．ヲフ2号　漫隼 で　こ一連建てごろ∫ラ　ン協力のJまと　お願い

い丁・」り．

印月斥釈一考ヤンへ・一ン七一一レにやえのl竹あメ＝兇りありがり乙●羊、い1し7し．

■九の　い花押1°朴、車両、・右打一乙・やいさすが路上モ路・）て乃く

坤＝鉦卿両軸町瑚丑霊■才卜烏策

の山内金属株式会社



No．lE

発行　57　年　　3　月　　　t　日

三梱永匪＼）＿1時繁り・…
各の豹由乙」も日々三度くけ，てまいりま7．各　線を．藷慮ハ響き恒い、、ですれ

乱研け．新芽かふくらみ　′ト風車さえ耳まうららか7よ訃音雅うL　音頭しきっでこ

高いも′】rLlま良くr酔誓二子、1禦予、て三宝ニ禁が　も　ー

九人qふくらふて　はよ9束きrこいと絹，てい5月

界　3月の廃立各務連接＿は、4日％も　て・耳．

2餉電乱錫旦櫨＿は／～／7日追　4川内．／タ日へ27月迄　42ク閏　年拍藩鴇

は利3Flムク約1、Lr二。J月の留気組♂描、才／ク呵下がり　4／0珂ぐスフート

lまt L　宜，てJ巧小魁塵強度絹は存／3．‘∂ナ4／ク）ナ274／／机紗鈷

周東塙　でり柁1て　4／／閂と三寒産tましてこ．

南柏左、72巧周柱　か。円滋へ4タグ閂パ丁の欄盲二・t払下さい。

各一アンケート集えイ鬼塚如告

私凍音．賃やンヤーンで′ルて小食施如t二へ、て　みなごま小才帥春野Jち　人身

忙了さいま1よう　仁摩毎、、い「こしまLrことこちJi曳小柳同窓をいて二仁一さ

まL t二。　二、・協い二　卑く　わネし申しあげます。

史観如明　　　！嘲首級 凵Y 

／り卜‰．一㌢一万一 �"�r．7 

2．玩〈％．．1ント冥■ 箸�タ、‘ 

j　うイへ塩．yl〈一％∫ ������〃∫．？ 

4　新一％の．㌣一％l　∫ 凵激N．J 

タ．ケ八％．了砦へ呉。　£ 凵�7．／ 

ムi弓♂イ曳　　　　　　　　　　き 冤 　才、‘ 

i　　合　まで　　　　jタ 劍��4�4��

①山内金属株式会社



No．　　／占

発行　∫7　年　　ヶ　月　　　′日

ヒ08亡0かのろン卜で′レ寺甘負っr二　ノ貨呈。宣蕗を敷立ちね食くとしての方【ヱち

ト1、・Tて　紀を、⊥／卑生。オ風車とういり卜ていをさまよま　ま．う、しいくら‥師．垂－；ィ竃。

人小一1いユ　いくっり＼の終りや、ありjすゎヾ　拍わり二つと損。小畑旗も・葦い、、つ

の仁1万＼惰桂一ここ紅山縞了っr j∴手。′いてリ最」と■言　璃掟に丸∴い〕不でi私有

1Jl、よ　弘一い二　㌢了　∴、弓、つ小・－　い　こと7けTJ、、～いう恒．（。ヤLOわかユ阜鼠や

射て倉上仁リノ言．

卑4日か魁紅一凋低は　卯j巧も　7す．

絹－｝　トワ日　－′一㌔円 ♂ノ、ノ：；！′　〃♂わとJ Jヰへラ／β　ダノ／♂月

才J′つ如≦何？、Lrこ。4月♂　持和・㌢笹は‘情巧㍗ストいま拾．

揉っ7　4月♂声′■土牛千言＿け／宣．ィ4－ノボナユニ4♪Jr－ニーでii　　阿東加かJ舎7

4とフユ円　と　沃謀†まりこ。

桝三・、・日－1　一、頼欄静へ舟川一、7日皆目　＝穿て丁い。

卑　布石　一。、つい7

転二二一て　小目7、秒1．1密L LhrTまLrてよう‘こ　ノ彗♂「β£ち丹隼」射抱畑㌧1

1干、＿11＿三と（・＿・Tf∴　F・．、二、一二．丁目…ご　ざ＼，，■∴・∴う・∴い、・「、・メ∴・二ノ」．＿、＿ト。∴、

占相有印．・（上r叉♂　希石　工沌委し　を夕日．ます。

由　4月八川′よ　かこ長リ　Jヶ月瑚♂六㌔’いエけ　さ∵十全絢

Jf）0号芦いてエ　　　　　　　J　だ

r∴、う　rj　　　　　　　　　　　　　一㌔　■．

ククち呵　・　　　　　　　　）

㌣」合に与ります．

埠　堅さノ刊ト′しこ⊥久を小六薫れ

再1勘77わ＼堅さ′、pし　い才　気れ7　品畑の＿軍＿阜・已て打吏リTjぅよう

左倣い要すしき了．

（D山内金属株式会社



No．／ク　ー／

発行　　√7　年　　∫　月　　　∠　日

ブ、ルチ二ウィノウ電　且日か由‘こrてrこら人．各地少産軋私製席上二も　レ五三実いがあ∴二とてしよう．梱
サイえレこ　ち息小l二はイ二　三■二丈さい　おら直吉こンアいく∫う．

日本ヵ＼り　いちと　池才五㌦真東一二灯5　フォ′りう．「請藍しては　伴りてと　7ノLr／ケンノ、刷丁

紛争ゥ、是しこり　武ウイ守　更　■二乃人7カリます叶　谷のとこち　何棟南ごて1に　亨か嘉瑠

け　悸＝〉ヒ・玖7ありまでJ、．如寺三一Lt　小甘が　夢ガを手牢でまLTしわミ　円，吾～て

相摸され　蕗かていリヨ1．暑気兼揉，亨　五一qj紘マイナて7　去悠日払遂　邑

喪、泉メ1しておりますが．巌亘　日か紆木材明に　三日H．、、ネkJ′か二つかThリきし

Tこp一→l千・∫？′日汗二項才十価和雄借再摘再廿雁木緑雪上空
音侶丁了　商品市丸がフ争えこい弓、た」卜、叫の。も7一つま　∫fHUのト′7J㌻言7r生年景気

下机　かぐJ EH　へ．末あ全判・二机下か兆桶かうゥ、ウヾ摘、箇寺ざら・ヒj〆古壷が庚と

J甲LJ5．という才の．　二か二つ小吉し辛から　今小夜抑丁前か重婚閻7　イ′〆て　千明

きくなり　犀もとき取らす施米Tt L、ふ甘く甘さか7′7号、がと各日この71が　菅紘一フ恒吋

、警・刷、ま　や＼．

五目け　畠茄の司。克藩．才　腕釆‥宿場．二滴ドまま，

払史は五月を　月計毎か射し　毎との拡販L二弦ヵけす．首線の絶てて　二・日七
●　プこ■i－■　、、い∴∴1∴∴

埠∫月♂魁寒斗打む言　〃けり′管7す，

夕　の宅，殉右打きJ・／タf．・卯∠円　化へJ叩　＃／叩丁　子∫り←〆β7形釣r Lrこ．∫月の

蔚乱川ま7鼠■ま．タ′∂qT Zブートしまりこ。

睦，了　∫月♂組射て孝心三／ゲ〆ウJ ry／ク）ナJ＝射て巧で∴打●　閂泉城リサ紹ソ・紆7雪と

三た良し三日二，

値緑風甘胡項釆現わ如叩超へ“須了㌔割勘＝牒一丁さい．

各組で一′tえ釆0仁ト　－ーPメモ－

即千亡一′して、おおす、い伊赦全貌為の左から　写、い励絹を判りさlま砧か一二いいrTJ　と

いかかま寸．軋♪仁一凡て万でイ汗の一つ「施工絶ヰ　′ご、ソ7∴．・ま　ノ良イ　′」、を持恭そl

り、勧亘かl〃1才　を朱ユニぎとパ　ーいけと　然し7往∴7J、ナ＼六ヨ‥糾もにTJ二・

①山内金属株式会社



旦些∠乙＿二二三＿

発行　　∫1年　　∫　月　　　∠　日

「東∴L軋二㌔、¢ださ．予　てさ甘≠り　Ltとして　十鮒毎巨∵　トト　′・ドニ1㌧

人ワニ身”仲子　も77いう　前号等・h　且つ計上睾軋」沃■言　∴再掟を　竜王、

■一二 ；こ　ぶノっ1＼、r二丁二■い、てレ）ノピ　ーさい’

0）山内金属株式会社



房嘉島j喜∃妻妾妻妾 
＿■く 彗完 

基準＿．　符 

No．些：＿一・・．止／

発行　　√7年　　　占月　　　上目

洛南Lりか　軋声さ直H　可質しく7、。レ「仁　者；㌣亨　し　ぎ澤　　っ・字

風搾、南差しJ　二八才了　見蓬の終相モノ錯ヒ　粧　厨．1鈷巾でこて

＋鼻JそしりLn佃才子十テ†∴・手車イ－．二一・∴1‾■∴　産室ノ應ユタ数モ　前車

何句虻．♂マ1一「てp、、9　日上略＝二　フナ？声「㌧什仁不ヤー舌か目しり・斤葦＿カ、

しこ「いて手刷1′1
車は千たらォ、7㌧、ヱづ。頓首・．包丁しま　れ色＿芳子右ソ：ご　　　∴即㍍息7戸村糎

佃イ乱や晶ゝ♂鍼を77．細芽、釦1軽、十・組むは　とっつ空や丁　子弟捌け芦1∴・

いイ上‘千一日女官牒ド香∴∵∴　ヰい∵目しよっカ＼。

今＼月嘲手招化巧言H m∠1う♂パ拝金泉布か＼β，⊂∴ノブの三わ㌧グ右と八

鞋ノ輝けつ
て＼、うと　しま右　ご　土叶　口　上に寸か一言　をノエフふや甘食ア†仁万、あ′Jと　棺捧

昭に啓底力黎ヶかけ筆斬畔そや．三一㌦1て不予ムいますヵ、ぜ丁二・て子｛7LきっJ、

むしろ　して土叶　P吐わ、二手′、ぺ輿堆しま　A吐い化入相とrてろえていも生類

かげ7　手・j鼻巧　打豹し、商才r音　色取・Jしていく孝てしまrJL、7、い羊七か〃二子うし＼√1

煎。移項左岬しこ　奥まチ霜極細ことりあけてい「二T二子↑二、ン乳、、ま右

克、夫　魁で仁左7トで一ムーまこ紅組さ小5ユノサーご／、、シわ詩直し　電「－7、、Tこ

rでくよら　吉広路し　魁っr／：ふや了二　に　呼鈴郡上　賓十　を絹い丁こします．

ロバ目敏藩を　お＼柔「∴与えて下さうよう　　裾ヤ　音彗下さるよ「あ掃い一、Tこし

ます。

箪　占師泉吐息三年避動きJヲ∠祓ま7、す。

丁　の啄乳銅産姐は　～け8　4／0円／7日←ヱ4β初叩．Jiβ〈J博J7叩

で　千才月ヰ♂2周7Jた．ム司の乾礼拝げ丑：ご37∂巧7、てソート鳥～丁∵∴嫌って

占司の敵え錠亘j打嵐は　旬か2ナJ？rlナ2＝プ移巧と1工ります

下かこり　jfク円超（＿卯絹吠下の欄をこ句Jfさい，佃持条は1ラ：′7

①山内金属株式会社



No．　　／牙＿｝

発行　　　　年　　　　月　　　　日

尋　　占用21日．へ　ワ均封日　　　叶く一　ヒアー　セール　酵1ヤ琶！

晩も伎＿蓬のrてめ　ビア一ピルを行UL、まJJ骨字⊥ヘヤやヒ乾路Z／ノ　㌢

勉Z誓ふ牒し、上けをに　ノ本わら射すし、丁こします。同村のビアー亡一
・・・一　・三・・＿二＿＿＿　ニ　‾・　＿　∴lll．＿二　・‥＿二

引軍拡い　偶数ケース勘立とは確りよせんから　ユノサーさ／し小生碑の

／ごり一lき　ユっますブ、亡い7㌧（三　十．

雄二の寺貧要、に 菜種再　フォあけるよう　あ櫓・いTこします．

払　三風血ユキ者超し二ついて

召隕碑間か’老、、杏終に入－）まLT二つこ　この略本1二⊥ま金包材密♂熱確シ

解りこよう「．5、くか」が、碑一に南画すさを路しこ多く　軋ちかをようになりま寄∩

叙包材軒の糖度苦熱矩弓でニューけし一さいま　勲瀦’一線lこよう「】5、く直．雪♂

トライ′し発生学　泉だ二に防ぐ滴†〃な施工写してJうら小ますりヾ　予っい什こ鼻音

を易iころえて　あとて　畔）額になり頭首17＼つ、えら車をユーけ－さんと貴ヲい二布

く穿ちけ仁り＼ます二　歩瑞lま　了ルミよリ　ヤヤ低く　プチ：日とL喜一は旬t　朗よりやや

結、私1晩榛勲　ノアアメ／∂‾ソ∠♂金丸7才．ご小は　≡見方仇　Pc上か∴さと

√β○○∂／77の割合丁こけ勲賭1旅すうという二十7　わ守．過＿夜で、上ゲリきすと

／銅‰≠の寿Jの抑毎は／タクク・′一久β♂βグ／フクゾ∠クご／タ／′‘、灼ノ、タか〝，勲牒上略

て岬小るというこYて　右

LT二がヮ7　牽卜酸腋廿を金あの場合は　♂金属麻や　断碑．収、絹布如

きが　てきるよう　施工すき＼丈野木あります．．，

守の一つか　工キてハ0ンシク、／、ジグ仁号工揉7才。何科別紙て　ご紹介して

弄ります〆て、物フーきたfさい。え　っビノして　ユー腑ノさい二千．あ＝琴l下さも

ょう　お風車いき紆しま宜。私吏了は　エビ肩　則佳子産r今か転載）のフワダ

ワッ’にlま　判り㍗すくして　敷膚いたします。何打■二　ユキてノヾ／三二1、／・う、∂仁ト

ェ弦しこ佗伺寸5　才含柁1ヨー　華、惰て諸政L　修、、やすくいrこします。

不離巨、草、は　岩鼻土J旦当局にJ詔畑弓小豆

①山内金属株式会社



『ェキス′、9ンショ／・レ去イパ工毎′こついて

この工法lまあ血する射良等教師軋収蕗の
もこりゃ耳l、てこう王者くYさ．是非東施してほlい
『卑■ヾエ三五』です

エキス′マンシタ／．ジ；インり祖玲紘

1胤二二・∴♂
㌔

工キ久′ヾ・ンiブ／／・ン・∂インいま　射プチかけヲ弛み′こ膏ない37。

町も　∫卯β恥も岳・こ衿ねと早与芝川を客朗て・・
とりつ′H、す。

か　っけグテハゼをンうインいます。このt拍衿て′ゼ

打ちこと，／J仰のけハ廿かリユ仰甚指しをらよう£ガフとち

こと、7テ八セーの町こち仰吊Y・の射い、一　円bよ珂うこと

がホ○ィントで－。

Pヽ

上へかふちアナ八七、（ま

伊はチlせん．

射描肋　d吉相



No． ．＿∠竺

発行　√7　年　　7月　　／日

∫月千句か、ら　風呼、鯛育三んガヾ．そ三森に丁かリ　ノ司円鋼遣混毛J如

月迄　TlTエロこう、．‰r鼻より友月患▲二乗、し・よしr二。そワJ卑チ如ク′－クカ月

の戸針r・・承諾ってさたた、■・Tに　今回の下が′＝よ丁子17こく子照井か下サ7・、山とし＼

1才野由も甘く　一着㍉耳目象㌫言動ぺハよ㌃いら日　本日発条千才碩㌦∴＿欄
し”㌧リJg∂巧となりJtrL。国丸さ　4ク相止のしべ′いて－ま　即皇するいとネ

えらか　よす

各　ワ司伊東土産耳遠」かまJ7．上野ユ7・すハ

川の常軋鋼才藩＿・よ／〈㌻日J7β月．7～／∫βJクク月′／‘へJクβJ‘ク巧丁

キ巧J占♂円占う弟7Lrこ。ワ再か電気銅逆イ息‘まJ♂叩7スアイLました∴従

って　7円か軌4泉巧才　打ニ／ゴ紺、占タナゴ∂♂）ナユニJ74円JJ≦耳と伝′ノ

月末二萌叩婚了。74T．′ニ若草しまし「．

衝推一斉は　銅　何君J√〟がン　▲了LJ潤⊥咋の欄を二

科　すジー　C・7〆　て一ノ17　妄丁軋ノ細事1斗1こし．／ノ

占用Jh日J’タ　フf7jJ月雲　サマー　r7－r－′しを行灯77Jちります．新王且購入エーす一

さんを　ノ顔∴′千綿叶－すこ　か恩クを上画工に哲か′ノま計り、ち　かオジー≠＝ニ　和才旨

甚六ロ・貫首　あけ77丁るよう　お鷹ト∵たlご。何行で一ル7　八・l二　の長束

手車け7い「こTて117　る　什把握．”、あり　我々t婦随的∫一転さチす♂7才d

l二　才旦占有ま7　綾門司命下さるよう　お廊、、・、上します．

①山内金属株式会社



No．　Jクイ

発行　∫ク年　　か月　　2日

長芽各節ヒ芸風．て・盛農の斉藤が甘いまま　ノ＼郎迎えまLr二。

7一ラー古屋物衣料ノも　うなぎも　サ・ノノヾりたJl甘いテう千・‥　　不景気は

身許廟む二も　虜い屠タを蒜としているよう7才．

占月よ＝ヨから．7月j用読　ビアーセ′ノLE行なし、よ＝㌧ハ　ム露頭7・付知の

頁庶事　＿巨慣中るセ与后。館を蓬戟すること小、7子．lJ、ニ小も　代言空席を虚け

赦六な勧7協，り小身易耳の7あ′ノ、紙上を　碩′7度く諌鼻♂卸．喀；申

しあげます，

威條新宿三私は　∫月／タ日　射J小二トから下叶、∠月Jよ8　∠♂ダ∫／トロ／「れ色イ亙

盲　うち　7月調8　才才占、子．抒ニト、、Jこ度し　ノヶ月の館巨　的J佃ノ貯二卜　上下夢クL gL

rこ。∫∫卑♂司から　よ草　加ク17ククポニト♂水孝て、推神し　大き甘動さ〃ヾなかイて

銅畑J務rすわヾ＿長い聞及釣合え土のコストをf避フてし、ろ申乱′二乳棒山

＿＿二∴∴∴∴∴一二二二十‾‾二＿＿
ような　れなりの鳴♂動き声Lながら　揉々に　ネ猪を　千五してい〈の7はないかと

考えふJ、ます。

払　g月の魁基三転要伍は　卯∫弊3てす。

ワ月の吸気紺君励ま．ト朋J卯月ノJ～／7お年クク月′／タ（山βク．／♂月」よきへJ／β

揖∂何て、乎瑚エダクク周　丁度で・した。銅♂色気鯛達成＿はタ／ク何てスア斗ほほ．

嫌って　銅の魁基礎腹エイダ∂クり／ク号ユニダJf用とな′ノjJ．値繹をは　∠月

朋のよヶ月絶い「こJわ何者〈和宣穴子のJ蘭か　ノラニ7ありヾ、′ノわ。月旦娩云kf

の硝ヨlこし′はす。

0）山内金属株式会社



No．　　JクーJ

発行　√7年　　♂月　　よ日

斡　庭も新＝値令　㈲イ鼠

乎条　顔色伊井ノ鈍で　∴姦J酸　いrて仁＼、て財はす一舞諸．長クラスのオペを打．臥し二

7月4出土）一律拍用）の向日1こよ「てが′／席ち温泉　鳳ち7■ラニ「．ホテ′レ仁厨†J号

令を閉欄いrこします。

新循♂閃各」算　J）魁♂新製品の洩明

よ）鮎か施工マニゴア／しの右転粥

j）触彪＼鍼のノウノ、う

考7才の

通日　詳しし、ご東関苫あえりいたします久　万痺くりふかせて　こ、出奉手さいま

申しあけます．

①山内金属株式会社



No．　2トl

発行　　も7　年　　？　月　　ノ　日

胤飢こけ，7　新や、方らしい日射J　了、さすよっしこは一上土！－＿つ、夜ともてると

やはり　婆、オ音に　頼♂′二　しか甘露か　　おはこ∴す。

木耳もあとのケ弓　序摘÷誓え　朴から患．い一かけ7のノ宕十軒【二合力をあサイ輝
今回　手打梨晶子黍1㌧粛豆　腐あかを　タ針上しよし「こ．ス　純友且鼻と！て

両胸いtLよし一二。£招小二今暫
らく田崎も愛しますの7　骨枚の角＜は　7月大迫l二　㍍唇け出乗る子足Tr

貝仇魁産雅彦乱は　4日板i再．

8日の軍手絹同者射エ　2〈2う房子は周ノ24人3用迄42ク円7、彩はは　22耶2銘

7した。？恥乳首1㌧鯛逮値しま410円てスプ′トしまLr二．嫌って？神色乳珂遭

．・・∴　∴∴十十・㍉了∴‥・⊥∴

払　新製品各条

〕の「：い　あふrて【て　下乏しの商品を敵え致しよす【

の　一ビンダー

の　島根っ－7－

の殉り下け控鬼．ノけり下げ化粧辟芋

の二けり下げ・一女与

主賓細l二つ、＼了の　お田l、全土十は　エ見当嗟泉毎まて・お顔‥・たします

①山内金属株式会社



No．　　2トユ

発行　　5ワ年　　？月　l　日

冷　ガラーステン魁のをも繍凄鎧．

カネjJlユ　ニ♪「ここ　ロト冒主こ′ト二・陥りトキて　イ■こプ・い二J七I鮭目

梨⊥豊を嵐することにrよりよし巨．屠みしま　∂．ラのみて　色は　7′／アーと㌢タウン

の2確麹7す．屠阜㌣才ヲ爪射手も　掃え7fうります♂7　公告かさいしい

ところ「二　こらすゝわ 才いますよう　お思短い委たします．

埠　経のキで二′／ヾ一ンヤー′しについてJ；／醜い

新製品発黍をきしだiての「新製品鞋乱れ舎七一′し．∠　鋳うら

10日　＝ヨより　2ケ月貯】の　キャンペーンだ一′レを行伝います，才ウシは

紬ガウr7い佃終友軍と　一絹しこ？日東迄に　わ庖けし　わ應盈‥に

をエいrこしますF　この接に　魁フアンの　ユーザーさんと璃ヤ7して下さし

ますよっ　絶大U右　　横ク　　ム新　‥イニーま右

同村かつLp一は　負象言平吉命象、和泉正使八の賂頒　まとめた

享のてす。輿味強い閂慈して寸の7　禅ア一組旦易減＼はと　コヒ。一い「て

しまLrこ。

①山内金属株式会社



No．　　　22

発行　　∫7年　　／ク月　　　在日

「針射て月軋る月1よろけ小とt・月みる月は二の句♂月．というさ・・J、う「二があります

か・藩月の美しい骨幹L二㌢′／ALTこ。翫日和牒い一雇い二1ケ々のり二．のす価か・

ありますク、　小二　ごとよ±r二う「二と　緩ノ上、7　　′ガ、伊－まの綺碑lこ　い「二木伊も　この今軒

の　はする　小さ▲ていう

輌両そとへ・六・品・rL「ここと㌣
落します♪舶帖7ル
しこついて上；　ノ蔀魚拓か手宜しモあり　′今・暫ちく　わ碩ら下さいますJつ　お

声掩い至町
今一月エリJ川東ま7　2ケ椚扇　新製品粂鼻．卜に吉日・軌卓　の1HLZキャンハP一ン

音　符写，てありますい　代摺盾を瓜の絶六㌢も　ごきJ者　と　二・1品か音　ム舶い

け∴ナ　寸．

暮10　か舶塞　阜達　見は　4〃与り。てす．

？月か電気銅彦危しま　トヲ08且　け司ぽl　〆宰′ク何丁　委直りません7いLTこ

／ク月の留萌寄倒♂　低はIO司下がり　　如8円7　えアートLました。　右E77　to月

魁基務逮碩■は（4畑T4■。¢）十ヱニ4D5円と廿はしてこ．伯方る蒙は　前と目釘

4抽円鑓～450円⊥1㌦　欄lて甘リjす．

暮　　夏′ヾL′ト　句順　からノ艶い

当永して＼ほ＿知者♂コスト・巨か、け7おり　教ろく伴っております夕べ－　釘化か

三尊り　　不定7て倒，て　おります。′ヾい／トか　堕きまりこら　すみやかlこ

凌身りの遭え東名．こ　局‡／、丁、ん三度L fさい。

■　斬㌍別産　毛頼行路レ打倒い

干すンへク′二七一ル　賢施顔的叫掴　冊1仁科照　イ見属しテ丁をざ′隼、こ　∫一日・「

させていT二丁二さよすし∴‾　、まえ永下さ、一三丁。rう　　み偉良い申′′第1十　さす．

①山内金属株式会社



No．　　JJ

発行　∫7　年　／／月　　／日

敗も乗まり，廟ダ♂ノ今えこキト　野山の転魚毛いちTごーんと色を濃くしてさまし「．

本鼻毛あと2ケ月を残すのみと〔rり阜東南東l二橘え丁　子の召使や孝嵐こち忙し．、、こと

で－Lよう。触キマンヤノン仁一′しそ　2ケ月月■こ入り．）の日月は．最傍のスノ、D一ト音ヵ、け　工ン三・■ン互ノ全

賭し肯け耳目ま・なり如ん。代、姥底をイ立緩宴の方々の、一骨の斬奮紺と卿協クを蹄に

お願い甲しあげますり

和雫才・柿・I二・ま‘月二8鞋行・〔軋二三一ミニJヤ丁∴山王．「・、よ、．こ　ぼでl二十青汁L－、動＿軸
と考えら直、7ノりカ♂倉才・i底千の傾向は　イ土子弘の介入の欄、百．二、やしていくごと7LJう

■I用の配車勲打正しユ　ダJよヲ克て・す。

10月　罷乳乳　逐産　は，トへ　8年ク∂月。ノヱ～ノ占日・4〕♂月．′才へプラ844♂巧　2∫（♂ク月

中∫∂閂と　月毎からカ閂の大嶋上叶をふすまLrこ．ノ∂月の平均取柄何針盈lまわ占用〟多言

とて上りまLrこ．

Jノ月の私塾的蓬且・三　女・ナ岬丁・えダートしま一ィ。緩17　ノ用の魁憂車老成は．

／〃二′∵イ・ナJeで）十ごニセガ、ニケと灯り　円未満　rヮ婚7て　メガ用となりますハ　佃移乗は

立上亨1才キ上、・′q舶〈－け相⊥作の；畑lこr一、・・ます∧

■　二軒単品　什　下げ、ノ食言．L二ついイ

折り下げ唐草を使う時
葺き初めの第1段にお使い下さい。

左山は受注生産

●長サ1．8伽

豆綴・斗日で鮭缶7r・きます甘　塩ルル毛　周しいく　吏逐　　　　　　一【禦空竺攣り下■fの部分は御指定寸華で翫生産できます〇

才おq日て　思新訂絶て寸から，更意のオマに　仰．憑∴て了守り．せ三毒しこ　きき一二・・′・‾つけ7下さモ：，＿トシ

告卑短い致します．

暮　空き／、。し′ト上皮　蒙アのち廟い′両宵し
1さ、、ま寸よう　　あ席亭、・＼・仁はすけ

①山内金属株式会社



No．．＿主と

発行　∫7　年　／J　月　　／日

本誌も　いい、J　天、ユニ・・・∴1、l H　いざ．；テIいユき、■・と1日A L∴∴キ十一二「二了Jノる伸・小丁
いると　礼哲が練く㌔ゝりから7才ク、ノ卑官確りかえ′′新年一二離すところと空車成東

一丁台二日　て†・丁こと、モー、・ユ7　、㌦旦千　言汀異合し　いけィ．う．、工・・1い1＼1ウ、∴．∴ご

′Jますか　胚淵7品でJlしいよう　即瀦右下さい。

」用しこゝ771二］亀鼻三周l二玖し・l計膵藩は川上禿．〈て　斬殉lこ　はってし　ま■すか

細1毛　小月汲リグをr盲7こ＝年‘二㌢77おりまJ．需給壁晶、しこ感化は出て打†ませ人か＼、毛

管相場か商才∵相場．二　日こらす景～聖．ニ貫て　綱川ナ易も　し■ご↓、、lユ　ニも雪不打者

のJ軋衿．二　つかr二わざlこ∵71勺　と聖折り1エJ

／銅l日、よ′－　日月即日一笑　2ケ月描　免もキャ：小二1乙＿ル汚　昆　陽作東を展閑

皆紙の斉乙天与る確ア丁晶カ♂お産音もちi17　≠叶朗の日姥を鼻炎することかてさ

まL T二。紙上七　惰り7　膚く猪P斉し申しあげます．

射者一二　二♂一旦tl絶キてる断雲J寿に媛く替え折れ∫ノけ一三す仁針二　曇りい㌧灸

マ♂斬繁芽と甘蕗㌦研7磋蕗乞　われげしあげます〃

施・〇円魁をヰ若頭は　ケ′ヱ　弊見てす．

1用♂電乳絹速成は　ト川田　ヰ5ク円．」トワ∈　4ろ0円　一g〈248　4108　2　八八　絹

89β円と　月初から　如円伊入棺下りト二㌃りました。11恥平均電気銅彦胤は　4ヱち閂

と†よりよし丁こ。

12円の電気妻同産値は　4∂β　円て　スタートしました。従7712月の鮎産婆産イ亙

lプ（4ZS十4クク）÷Zニ4／2月虎杖と掛）円煮東町／′幡てて、ゲ／ヱ円ど∵リます．

偲月番泉は　前月間接　40用彪～4旨用⊥人下の掘巨与りますけ

①山内金属株式会社


