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本部・支部だより

【北支部の集い開催】

　去る7月 9日、北支部は上野精養軒の屋上ビア
ガーデンで支部の集いを実施いたしました。上野と
いう場所はとてもポピュラーで皆さまご存じとは思
いますが、改めて行きますとアメ横界隈の雑踏とは
違い上野恩賜公園内の高台にある上野精養軒は
リッチな雰囲気とフレンドリーさが入り混じったこの
町独特の感覚を醸し出しておりまして、入り口を跨
ぐとちょっとワクワク致します。上野精養軒のビア
ガーデンは通常予約をしないと入れない事がある
ようで楽しみにしておりましたが、当日は残念ながら
雨模様の天気で室内での開催となりました。非常に
残念な反面、室内でも全面ガラス張りで不忍の池が
一望できる部屋で、蒸し暑い外よりも空調の効いた
部屋での開催も悪くないねということになりました。
新海支部長からの開催挨拶に続き棚木相談役の乾
杯の音頭で、のどが渇いていた参加の支部会員の
皆さま、一斉にのどを潤しにかかります。食事のほう
はビールに合う美味しいおつまみが出てまいりまし
て、参加者一同楽しいひとときを過ごしました。飲み
放題ということもありまして皆さまハイペースでおか
わりを頂きます。盛り上がってきたところで、もっと盛
り上がっている…いや会場を走り回っているお子様
たちにお菓子をお配りしまして喜んで（落ち着いて）
頂き、その後は用意した景品の抽選会を、新海支部
長に用意して頂きましたデジタル抽選器を使って行
いました。その後ほどなく予定時間となりまして、渡
辺副支部長の締めの挨拶で散会となりました。
今回参加頂きました支部会員は18社64名でした。

【第47回永年勤続優良従業員表彰式・
   第15回サマーフェスタ盛大に開催】

　平成 28年 8月5日　目黒雅叙園
8月5日 ( 金 ) 目黒雅叙園において、第 47回永年
勤続優良従業員表彰式および第 15 回サマーフェ
スタが開催されました。今年の永年勤続の受賞者は
135 名。特に勤続 40 年の方が 7 名おりました。表
彰式には61名の受賞者が出席し、お祝いをする会
社関係者を含め 100 名を超える方々にご出席をい
ただきました。

北支部 受賞者の皆さま（社名 50 音順）
30 年 荒木 久幸　様 株式会社ＮａＩＴＯ
25 年 南岡 清子　様 株式会社三新
20 年 草間　 洋　様 株式会社ＮａＩＴＯ
 赤城 真弓　様 株式会社ＮａＩＴＯ
15 年 小室　 仁　様 株式会社三新
 榎本 和浩　様 株式会社白雷商会
10 年 我妻 光弘　様 株式会社三新
 石川 紘平　様 株式会社三新
 庄司 裕貴　様 株式会社ティエーシーエス
 久野 佳織　様 株式会社ティエーシーエス
 田島 岳雪　様 株式会社ティエーシーエス
 篠 恵一郎　様 株式会社ティエーシーエス
 岡本 侑子　様 株式会社ＮａＩＴＯ
 竹澤 英朗　様 株式会社ＮａＩＴＯ
　引き続き開催された第 15 回サマーフェスタは
240 名 ( 賛助会員 36名、来賓 4名含む )の出席の
もと、( 株 )NaITOの小野紗也香さんの司会で開催。
小川修一理事長から「今年は全機工連東京大会の
年、東機工がホスト組合として『挑戦する勇気』を
テーマとして開催する。全員で成功させよう」とあい
さつ。大会実行委員長の山田雅英副理事長は「未来
志向のテーマを全国からお集まりの業界の方々に
知っていただき、東機工の存在を示したい」と発声し
乾杯しました。また、勤続 40年の受賞をされたご出
席の6名の方々に、東機工を代表して(株 )ハイカッ
トの松本寛子さんより花束が贈られました。kitashibu.wix.com/kitashibu

北支部 ウェブサイト開設してます！
東機工  北支部

ギャラリーや過去の会報アーカイブなどご覧いただけます。
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　全機工連の人材開発委員会は、将来の機工流通
業界を担う若手リーダーの発掘と育成を目的として、
広く業界内に活動の場を提供する事業を展開してい
ますが、9 月 9日～ 10 日に岐阜市内のパークホテ
ルで、岐阜機工会のお世話で「全国機工流通若手
会」を開催しました。（全機工連は後援団体として、交
通費の一部、運営費の一部を負担）この会議には全
国から14団体 101名の若手経営者が参加し、今後
の業界の活性化と若手交流会のあり方について議
論し交流を深めました。　北支部参加者：原 忠夫、
新海 哲也、杉浦 秀明、山崎 規隆

講　師：株式会社　テクロック
　　　　国内営業本部　田中克美 氏
テーマ：「ゴム硬度計（デュロメータ）の
 広がる用途とその展開」
参加者：39名

【全国機工流通若手会開催】

　全機工連東京大会は10月26日（水）第一ホテル
東京において、ご来賓、賛助会員、メーカー、全機工 
連会員約 500 名が出席し盛大に開催されました。
500名の方々をお迎えするために、東機工組合員の
会 社から動員された 51 名の当日スタッフがお客様
の最前線に立ちました。大会は小川修一理事長の歓
迎あい さつ、前西孝夫全機工連会長のあいさつ、ご
来賓を代表して経済産業省素形材産業室長蘆田和
也（あしだかずや）様からご祝辞をいただきました。
　全機工連功労者表彰では、Joyful 喜一 HD の田
中康造相談役、( 株 ) 森野の森野滋社長が受賞され
ました。続いて世耕弘成経済産業大臣からの祝辞を
宮川栄一副理事長が代読し ました。大臣からの祝辞
は全機工連の大会始まって以来のことであり、祝辞
をいただくに当たっては多くの 方々のご努力をいた
だきました。式典終了後、「東日本大震災からの復

【全機工連全国大会開催】

【賛助会員講師セミナー開催】

【今後の予定】

1/11（水） 東機工賀詞交歓会
ロイヤルパークホテル

1/21（土） 支部新年会
仏蘭西舎 すいぎょく

興」と題して全機工連常任理事（東北ブロック）桑原
茂氏より講演をいただきました。
　第 2 部のパネルディスカッションでは、政策研究
大学院大学の橋本久義名誉教授のコーディネー
ターの もと、江戸っ子1号の浜野慶一氏、下町ボブ
スレーの細貝淳一氏、世界コマ大戦の緑川賢司氏を
パネリス トとして「町工場からの挑戦」と題し、会場も
巻き込んだ意見交換が展開されました。第 3 部の懇
親会で は、懇親会場前に江戸っ子1号、下町ボブス
レーを展示し、実際にコマ大戦を経験していただく
ブースを 設け、多くの方に体験をしてもらいました。
　懇親会では、埼玉 2 区選出の新藤義孝衆議院議
員が激励に駆けつけられ、機械工具業界として今後
行政 とのかかわりを強くするためのご援助を表明し
ていただきました。乾杯は伊藤高潤全機工連副会長
の発声で 行われ、女性 7 名のセッションによる歌と
音楽を BGM に和やかな雰囲気で進行され、次回開
催の大阪組 合に全機工連旗が渡された後、山田雅英
大会実行委員長のお礼のあいさつで終了しました。



　久しぶりのタイランドは、深い悲しみに包まれてお
りました。
タイ王国のプミポン国王が 10 月 13 日に御崩御さ
れました。その事がタイ国民に与えた影響はとても
大きくて、今タイは深い悲しみに包まれております。
　10 月末に私が訪問した時もその雰囲気を切に感
じました。普段陽気なタイ人の皆さまは黒い服を着
て、タイの象徴でもある微笑みも封印しているように
思いました。
　国民の気持ちをひとつにまとめる事が出来る、タ
イ国民にとって心の支えとなる重要な存在であった
ことを改めて感じます。タイ国では至る所に国王の
お写真が飾ってあったのですが、皆さま本当に自発

的に飾って国王を敬っていたのだなと改めて感銘
を受けました。
　この影響はタイに住んでいる日本人にも当然及
んでおりまして、飲み屋も酒を出さない、カラオケも
自粛などとても影響があります。…電気を消して営
業しているところもあるようですが…。
　聞いた話でゴルフ場での事ですが、ラウンド後日
本人団体が飲食しながら騒いでいたら、通報されて
お縄になったとの話がありました。騒ぎながらお酒
を飲んでいる（かもしれない）のはこの時期不敬罪
にあたるということのようです。普段ＯＫなことがＮ
Ｇになってしまうことは困りますが、やはり現地の
空気を読まなかった日本人の方に非があるかなと

司 精 機 株 式 会 社
総務部長 栽松利晃
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北支部の皆様へ
　北支部の方々におかれましては日頃より大変お世
話になり、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し
上げます。
　さて、この度本会報にて弊社をご紹介させて頂く機
会を賜わりましたのでご案内させていただきます。
　ヒット商事㈱は東邦工機㈱のグループ会社であり、
東邦工機㈱は生産工場で、ヒット商事㈱は工具の国
内販売を担当しているメーカー販社でございます。
工場の外国移転等が多い昨今ですが、現在奈良県に
工場を構え、主に鍛造品を主力とし、その技術によっ
て工具の開発、製造を行っております。
　パイプレンチ・ボルトクリッパーといった製品が代
表的な商品でございますが、これらも鍛冶屋職人が
刃物を作るように、鉄を熱して練って叩いて形成する
といった工程を機械で行っております。
　ＨＩＴ印工具の殆どが「鍛造」の製造技法により
行っておりますが、大きく分けると鍛造には「熱間鍛
造」と「冷間鍛造」があり、当社工具は「熱間鍛造」によ
り生産を行っております。冷間鍛造の特徴は、それほ
ど強度は出ないが精密に作れる。熱間鍛造の特徴
は、強度が出るが精密には作れない。
　この熱間鍛造の欠点である「精密に作れない」を可

能なかぎり精密に作るのが東邦工機㈱の技術であり
「精密鍛造」と呼ばれる物です。これには熟練した職
人の技術が必要であり、簡単に真似出来るものでは
ございません。過去はその当時のトップメーカーに
追いつけ追い越せで、試行錯誤を続けながら積み上
げてきた技術であります。
　包丁等の刃物を作る日本の技術は世界的に群を
抜いているようですが、同じように培ってきた技術で
作る弊社工具も世界的にも高品質な工具となってお
ります。
　また、近年は専用工具のニーズが多くなり、パイプ
レンチ、ボルトクリッパー等も用途や相手材料に合わ
せ特化させた製品も増えてまいり、バリエーションも
豊富に取り揃えてございます。
　さて、東邦工機㈱は大阪市港区にて大正 15 年
10月（1926年）に創業し、2016年 10月で創業 90
年を迎える事が出来ました。
　あるデータによると 100 年続いている企業は全
法人数の3.5％。弊社も3.5％の仲間入りが出来るよ
う、北支部の皆様のお力をお借りし、これからの10
年も邁進してまいりますのでよろしくお願い申し上げ
ます。

ヒット商事㈱東京支店
　　　　　森　雄一

ヒット商事（株）〈東京支店〉　〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-17-6加藤ビル4F
       　TEL:03-6672-3254㈹ FAX:03-5209-0771
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　世の中には、オイルと言われるものが沢山あります。
今回は、自動車のオイルについてお話をしたいと
思います。
　皆さんは、オイル交換時期などはどのようにして
いるでしょうか？ほとんどの方が、ガソリンスタンド
やディーラーで「汚れてますよ！変えた方が良いで
すよ！」「5000 ㎞走ったから換えた方が？」とか、色々
見た目や距離で交換をしている方がほとんどだと思
います。これは、まったくの間違いではありません。
　確かに、汚れてたり距離を走ると交換した方が良
いのですが・・・・・最近の、マルチグレードオ
イルは非常に高価です。これを言いなりで換えてい
ると経費もバカになりません。
　ここで、交換を何故するのか？を考えて下さい。
オイルの劣化の流れは、まずオイルに温度を加え
た時から始まります。
温度を加えたと言っても通常使用では劣化しませ
ん。劣化するのは、エンジンを止めて冷え切った
時から始まります。なので、毎日乗って距離を走る
営業車などは劣化が進みにくいのです。オイルの
劣化は、オイル分子がつぶれて酸化していくのが
劣化です。なので毎日走る車ほどオイル交換を頻
繁にする必要がないのです。
　オイルが、劣化してくるとどの様な症状がでるの
か？一番わかりやすいのは、エンジン音です。メカ
ニカルノイズがいつもと違う？なんて時は劣化がか
なりひどい事になっています。
　次にわかりやすいのが、パワー感です。ん～～
～？？いつもより力が無いな～～？？これも、オイル
の劣化によりコンプレッションが下がって起きる現
象です。
　また、オイルが減り始めた！なんて時もオイルの
劣化が関係しています。しかし、オイルが減る原因
はメカの問題もあるので気を付けたいところです。

こうなると・・・・換え時がわからないですよね～～！
　ここで、簡単な目安を一つ！！たまにしか乗らない
車（週末だけ）などは、距離をどんなに走ってい
なくても年に一度は交換が必要です。
　毎日乗るような営業車は？簡単なのは距離で換え
る！が一番ですが、車両管理者が感覚で換えるが一
番です。少しいつもと違うな～？っと思った時が換
え時！なんです。ここが、一番難しいところかもしれ
ません。
　年中、アクセルを頑張って踏むような運転手は、
当然オイルも高温にさらされる時間が長いので劣化
も早く進みます。逆にエコ運転の運転手のオイルは
異常な高温にさらされる時が少ないのでオイル交換
の時期はかなり先になります。
　どうすりゃイイんだよ！なんて声が聞こえて来ます
が・・・・・
それくらい、オイル交換時期と言うのは難しいので
すが、実際にオイルを見ても劣化してるかどうかは、
分かりません。良くガソリンスタンドで「オイル粘
度が落ちてます。」なんて言うガソリンスタンドは信
用しない方が良いと思います。エンジンをかけて、
乗って行ってるのですから温度が入ってサラサラな
のは当たり前です。
　ここまで来ると本当にどうすれば？？なんて思いま
すが最近の純正マルチグレードオイルは非常に高
性能なのでそれほど頻繁に替えなくていいですよ
～！ってお話でした。
　オイルって意外に単純で難しいです。このお話、
マシニングなどの切削油にも同じ事が言えますので
業界関係者のお役に立てればと思います。
　「オイルの劣化は冷えてから」と「異常高温の時
に劣化する」この二つが基本です。
オイルが流動している時の劣化は少ないです。　
お役に立てたでしょうか？？

コッシーの
言いたい放題
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株式会社 トナミ商店
              越川正典
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私は思います。
　この状態がいつまで続くのかな～と思って聞いて
みましたら、結構長期間に渡り自粛ムードは続くよう
です。まあ、あくまでムードなので上記のようなお縄
頂戴みたいなのは徐々になくなっていくとは思いま
すが。
　タイ国王の存在は日本の天皇制と少し違うなと感
じるのは、その権威がご本人の業績やお人柄などに
左右されやすいのではないかという所です。なので、
次の国王がタイ国民の皆様にとってどのような存在
になるのかは予測できない側面もあります。もちろん
尊敬と敬愛の対象であることに間違いはありません
が、タイ国内で深刻な揉め事が起こった時に、それを
諫めるお役目が出来た前プミポン国王は本当に偉
大な方であったとタイ国の皆様は思っておられるよ

うです。何かのきっかけでまた赤シャツ（タクシン派
－カネ無し地方部層　民主選挙改革派）と黄色シャ
ツ（反タクシン派－カネ有り都市部層　エリート主
義派）が揉めると国を分断する大事になるかもしれ
ません。その場合タイバーツはもっと下落するのか
な…今でも結構安いのに…バーツで持っている小
金を両替するのに悩みは尽きません。ちっちゃい悩
みだなと思いつつ（笑）。
　赤シャツと黄色シャツを比べるとなんか黄色い方
がずるいじゃんと感じて、赤シャツを応援したくなり
ますが、コトはそれほど簡単ではありません。私たち
が思う以上にタイ国内の貧富の差（今流行りの分
断）は激しくて、黄色系統が治めている方が外国人
にとっては安定するんだよな～と思ったりもします。
今回はここまでと致します。



　この C 級グルメ情報も今年（2016 年）で 22 年間続いた事になる。そろそろネタ切れの感が有るのは否
めない。そこで今までどの様な店を紹介してきたか振り返ってみる事にしました。
　いやしん坊精神「高くて旨いは当たり前、安くて旨いがお食い得、高くてまずいはコリャ詐欺だ」のもと
C 級グルメ情報が始まったのは、1994 年（平成 6 年）8 月京北会報 No37 からでした。以来色々な店を紹
介しながら今年の北会報 No19 まで 45 編の C 級グルメ情報を発行する事が出来ました。
　その中には勿論今も続いて営業中の店も有りますが、閉店したり移転してしまった店も有ります。現在ど
うなっているのか、各店を振り返りながら検証してみたいと思います。

会   報  ・  き  た⑹

Ｃ級グルメ情報

2016/12
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　以上 45 件が C 級グルメ情報として紹介されました。私の個人的好みと偏見のかたまりですので、好みに合
わない店も有ったと思いますがお許し願いたいと思います。
各中身は、京北支部会報と北支部会報の各号を引っ張り出してご参照下さい。
これからも、いやしん坊精神で出来るだけ頑張って行きたいと思って居ります。皆様も是非、情報や感想をお
聞かせいただければ有り難いと思います。
いつまで続くか解りませんが応援よろしくお願いします。がんばるぞい！
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　今年は閏年で四国お遍路を逆回りでお参りすると
御利益が三倍に成ると言われて居ます、御利益が三
倍とはどの位なのかと思って居たら、有る先達（修行
の指導者）の方が御利益に形は無いのではないか、
お参りに行く「意志」お参りに行ける「健康」そしてお
参りに行ける「経済的余裕」此れが一番の御利益で
は無いのか、此のお話を聞きごもっともと、二度目の
お遍路を計画し出掛けました、
　今回も車でのお参りなので陽気の良い十一月に
出掛けます。東京から四国まで車で走ると約６５０
Ｋｍ程有ります、一日で走るのは無理なので朝自宅
を出てのんびりと各ＳＡ等を覗きながら途中のＳ
Ａで車中泊をします、足柄ＳＡには温泉が有ります
し新東名の静岡ＳＡや浜松ＳＡなども新しいので
綺麗だしレストランやお店も沢山有ります、少し足を
伸ばして伊勢湾岸自動車道の刈谷ＰＡ（ハイウエイ
オアシス）にも温泉が有りますし、名神の大津ＳＡな
ども琵琶湖が望め良い所です、刈谷ＰＡに行ったら
ビールのおつまみに海老センを忘れずに、朝七時か
ら夜十時まで営業をして居ます。
　足柄ＳＡでは新雪を頂いた富士山が雲一つ無く
出迎えて呉れて居ます、幸先の良いスタートです新
東名を走り伊勢湾岸自動車道、新名神、山陽道と走
り、明石海峡大橋を渡り淡路島から大鳴門橋を渡っ
て四国に入ります。
　鳴門市の一番札所「霊山寺」に近い道の駅「第九
の里」に夕方到着、「第九の里」の名前の由来は第一
次大戦で当時ドイツが中国から九十九年の期間で
租借地とした「青島」に居たドイツ兵の捕虜を此処に
収容し其の捕虜の人達が日本で初めて「第九」を演
奏したので此の名前を付けたのだそうです、記念館
なども有りますよ、此処までの走行距離６４３.２Ｋ
ｍです、良く走りましたが高速道路だけを走って居
るので意外に疲れません、明日からのお遍路に備え
早寝をします。
　翌日、目を覚ますと今日も良いお天気です、一番
札所の「霊山寺」で納め札や線香、蝋燭、御朱印帳な
どを買い揃え、白衣や金剛杖、菅笠などは前回のお
参りの物を使います、此の一番札所の隣の売店で白

衣（びゃくえ）輪袈裟、金剛杖など巡拝に必要な物を
売って居ますので初めての方は此処で一式をそろえ
るのが良いでしょう。
　初めに、さぬき市の山奥の八十八番札所「大窪
寺」に向かいます、薬師如来を本尊とする真言宗の
お寺です、此のお寺はお遍路最後のお寺なので金
剛杖を奉納して杖供養をして居ます、お参りを済ま
せ御朱印を頂き、次の八十七番札所「長尾寺」に向
かいます、距離は約１５Ｋｍ歩くと大変ですが車で
は直ぐに到着です、此のお寺は天台宗のお寺です弘
法大師は真言密教の真言宗なのです、キリスト教や
イスラム教などの様に仏教にも色々な宗派が有りま
すが仏教の場合は余り他の宗派との対立は強く無
いのでしょう、お正月には三味線に合わせた「三味線
餅つき」が行われるそうです、お参りを済ませ御朱印
を頂き次の八十六番札所「志度寺」までは約８Ｋｍ
距離は近いのですが四国の道は何処も細くて気を
付けて走らなければ成らず意外に時間が掛かりま
す、お遍路で交通事故を起こしてはシャレにも成りま
せん。
　此の辺り香川県の讃岐地方は八十八番札所から
六十六番札所までを「涅槃」（ねはん）の道場と言い
「涅槃」とは煩悩の灯を消し知恵の完成した悟りの
境地の事だそうです、まだ此の境地に至らない私に
はよく理解が出来ません？　瀬戸内の穏やかな気候
風土の所です、最近は関東にも進出した、昼食には
讃岐うどんを食べます「セルフうどん」や「お遍路うど
ん」などレパートリーも豊富です、食べ慣れると関東
のうどんより美味しく感じられます。
　八十六番札所「志度寺」、そして八十五番札所の
「八栗寺」にはケーブルカーで登ります、八十四番札
所の「屋島寺」は皆さんも御存知の源平の戦いの屋
島です、屋島ドライブウェーも昔は有料でしたが今
は試験的に無料で通行できます、お参りが済んだら
栗林公園や高松城などの観光も忘れずに、急ぐ事は
有りません。歩いても車でも一遍に廻るのでなくとも
御利益には変わりは無いのですから、余り長く成っ
ても次は次回に。
　 （著・佐藤満男）

（著・渡辺敏夫）
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『赤い帝国  中国が滅びる日』
福島香織 著　ＫＫベストセラーズ　￥1,512

『変見自在  朝日は今日も腹黒い』
高山正之  著  新潮社　￥1,512

『本当は恐ろしい韓国の歴史』
豊田隆雄  著  彩図社  ￥1,296
出せば必ず一定部数が売れる本

『官賊と幕臣たち』
列強の日本侵略を防いだ徳川テクノクラート
原田伊織  著  毎日ワンズ  ￥1,512

『ショットバー』
麻生幾  著  幻冬舎文庫  ￥7 4 5

『財務省と大新聞が隠す本当は世界一の日本経済』
上念 司　著　講談社　￥950
ＧＴＰの二倍の借金を抱える世界一の借金大国、世界の
経済が不安定に成ると買われる日本円何故なの？　

『車でお遍路 四国八十八ヶ所札所めぐり』
四国お遍路クラブ著　メイツ出版￥1,782
お正月に眺めながら行った気に成るお遍路ドライブ

『認知症予防と上手な介護のポイント』
熊谷  賴佳  著  日本医療企画　￥1,620

『英語がどんどん聞き取れる!リスニンガールの
耳ルール30』
リサ ヴォート 著  Jリサーチ出版　￥1,512

『どんなに体がかたい人でもベターッと開脚で
きるようになるすごい方法』
E i k o  著  サンマーク出版　￥1,404

　お正月は初詣に出掛ける方が多い様ですが、神社仏
閣などの正面にお賽銭箱が置かれて居ます、お参りの前
にお賽銭を入れ色々とお願いをしますが、本来お賽銭
の「賽」は神仏へのお礼と言う意味ですから、何かお
願い事をして「祈願成就」のお礼として奉る事を意味し
ます、ですからお賽銭はお願いが叶ったお礼に奉る物だ
ったのです、又、現在はお賽銭と言えば貨幣をお供えし
ますが昔はお米が用いられて居た様です、お米の収穫
が出来有難うと言う感謝の気持ちでお米を供える、散米、
散供、打撤（うちまき）などと称し此れを悪霊除けの為

「 お賽銭 」

など神前に撒き散らし同時に神に捧げる神撒いわゆるお
供えにして居たのだそうです、今のお賽銭は神仏の御守
護に対するお礼と言うよりお願いが叶う様にと、お願料
とでも言うべき意味合いでお賽銭をお供えするのでは無
いでしょうか、お賽銭箱が神社仏閣などに置かれる様に
成ったのは江戸時代頃からの様です。

　【ご存知ですか】

お　正　月　炬　燵　で　一　冊

編集者より誤植のお詫びと訂正のお知らせ

　前号 19 号において誤りがございました。
・ページ⑴【誤】18 号【正】19 号
・ページ⑺発電所や日本初の以降を削除
　18 号の原稿と混在しておりました。
　訂正の上、読者の皆様並びに関係者の皆様にご迷惑を
おかけしましたことをお詫び申し上げます。　


