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●第十四巻第一号（大正十四年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口新年寄語

○報告

　口瓦斯事業法施行に関する命令の要綱諮問経過　口第十八会評議員会並全国瓦斯事業者大会　口帝国瓦斯

　協会技術会第一回例会

○資料

　口世界の硫安に就て（天王山房客）口新知識その折々（承前）（桐生高等工業学校　島田慶一）

○論壇

　口瓦斯事業法施行令諮問要綱の主任技術者資格に就て（豊島愛明）

○雑録

　口瓦斯の宣伝は如何にすべきか（華汀漂人）

○研究

　口瓦斯料金の制定に就て

○雑報

　口瓦斯の熱量測定方法に就て　口大阪瓦斯の合併増資　口大阪瓦斯の舎密と合併に就て　口京都瓦斯の資

　本増加申請　口吉村燃料研究所長　口大島博士の燃料研究所長兼任　口静岡瓦斯業況　口山口瓦斯業況

　口長岡天然瓦斯業況　口鶴岡瓦斯業況　口銚子瓦斯業況　口廣島瓦斯電軌業況　口尼崎瓦斯業況　口東邦

　瓦斯業況　口朝鮮瓦斯電気の瓦斯業況　口和歌山瓦斯業況　口鹿児島電気の瓦斯業況　口鳥取瓦斯業況

　口今治瓦斯業況

○会報

　口瓦斯事業法施行に関する命令の要綱諮問経過　口常任理事会　口第一回理事会　口第二回理事会　口第

　三回理事会　口技術会の意見開陳　口第四回理事会　口農商務内務両大臣訪問　口第五回理事会　口答申

　書提出　口農商務当局訪問　口技術会創立発起人会　口技術会設置に関し建議の件　口技術会委員会　口

　技術会委員申合せ会　口帝国瓦斯協会技術会規定　口技術会委員の選挙　口技術会委員長の当選　口技術

　会各部主査委員の当選　口技術会設置に付き各社技術者に照会の件　口評議員推薦通知之件　口評議員十

　文字大元氏の逝去　口実用新案水道又は瓦斯の栓筥に関する調査報告の件　口英国石炭工業実況活動写真

　「フィルム」関する件　口大島博士奨働金に関し各社に照会の件　口大正十二年度瓦斯事業要覧の発行

　口特別会員入会申込　口特別会員代表者及指定正会員　口新入会員　口北海道炭礦並三井物産株式会社の

　招待　口東京瓦斯主催の晩餐会　ロオットラィメルス会社の招宴　口松永安左門氏の招待　口満鉄安東県

　瓦斯開業　口会費領収報告　口寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口凛告
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●第十四巻第二号（大正十四年三月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口瓦斯事業法の実施

○資料

　口一酸化炭素に就て（水越致和）

○論壇

　口煤煙の害毒と燃料問題（附「コークス」の新利用法）（天王山房客）

○研究

　口瓦斯暖炉に就て　口新知識その折々（承前）（Ｋ　Ｓ　生）

○法令

　口市街地建築物法施行規則改正の件　口地盤の市町村有に属する堤糖其他使用に関する件

○海外彙報

　口熱の測定と瓦斯取締法　口検査に関する瓦斯審査官の定むる規定　口英国瓦斯「メートル」の試験規則

　口「メートル」の検査官に対する指令　口紐育州瓦斯「メートル」検定規程　口瓦斯需用「メーター」に

　就て　口英国に於ける戦前戦後の瓦斯事業の状況

○雑報

　口横浜市瓦斯大正十四年度実施予算　口統計より見たる東京市震災後の瓦斯復旧状況　口京都瓦斯業況

　口奈良瓦斯業況　口四国水力電気の瓦斯業況　口足利瓦斯業　口福島電燈の瓦斯業況　口岡崎瓦斯業況

　口大牟田瓦斯業況　口浜松瓦斯業況　口宇都宮瓦斯業況　口西部合同瓦斯業況　口山形瓦斯業況　口明石

　瓦斯業況　口島原瓦斯業況　口豊橋瓦斯業況　口岡山瓦斯業況　口秋田瓦斯業況　口松本瓦斯業況　口茨

　城瓦斯業況　口東京瓦斯業況　口仙台瓦斯業況　口富山電気瓦斯業況　口大正十二年に於ける職工負傷死

　亡及工場災害事故　口疲労進行に伴う災害数の増加　口岐阜瓦斯の認可　口幹事の転居

○会報

　口常任理事会　口技術会委員長及常任委員当選の件　口技術会常任委員会　口技術会研究調査項目に付各

　事業者に照会の件　口資料菟集之件　口技術会名簿編纂之件　口理事小池国三氏特叙　口理事小池国三氏

　の訃　口特別会員入会　口特別会員代表者並指定正会員　口新入会員　口会費領収報告　口寄贈事業報告

　書　口寄贈図書雑誌

●第十四巻第三号（大正十四年五月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口帝国瓦斯協会の現況

○報告

　口帝国瓦斯協会技術会の経過（一，大正十四年度各社提出研究調査事項　二，技術会各部主査研究調査事

　⑤

○資料

　口米国に於ける瓦斯料金の趨勢　口新知識その折々（承前）（Ｋ　Ｓ　生）

○雑録

　口瓦斯器具製作所田中工場を観る（藤　緑　水）

○研究

　口黒心可鍛鋳鉄製鉄管継手に就て（株式会社木津川製作所　村山威士）

○法令

　口染料製造奨励法　口商工省官制　口商工省分課規程　口電気事業者の取締に関する緊急質問　口同答弁

　書

○海外彙報

　口欧州の瓦斯機械装置の近時の進歩　口負荷増加の方法　口英国瓦斯雑誌社の懸賞

○雑報

(334)
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　口横浜市瓦斯事業の近況　口神戸瓦斯業況　口下関瓦斯業況　口北九州瓦斯業況　口小松瓦斯業況　口津

　山瓦斯業況　口北海道瓦斯業況　口東京電燈瓦斯部業況　口京城電気の瓦斯業況　口甲府電力の瓦斯業況

　口三重合同電気の瓦斯業況　口防府瓦斯業況　口東部電力の瓦斯業況　口豊州瓦斯業況　口山口瓦斯業況

　口福山瓦斯業況　口大垣瓦斯電気の瓦斯業況　口上田瓦斯業況　口諏訪天然瓦斯業況　口長岡天然瓦斯業

　況　口静岡瓦斯業況　口泉州瓦斯業況　口千葉瓦斯業況　口彦根瓦斯業況　口長浜瓦斯業況　口鶴岡瓦斯

　業況　口朝鮮瓦斯電気業況　口中国四国瓦斯友会設立発起　口都市計画に因る公共事業工作物移転と補償

○会報

　口常任理事会　口定例理事会　口技術会常任委員会　口技術会委員会　口瓦斯料金の単価に関する答申

　口瓦斯用語選定に関する件　口第十三回定期総会の開催　口第十九回評議員会　口総会講演会講演者　口

　技術会第二回総会開催　口瓦斯製造調査副生物並供給調査三表の作成　口評議員の推薦　口特別会員入会

　口特別会員代表者並指定正会員　口新入会員　口会費領収報告　口寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌

○附録

　口大正十三年度会務報告　口大正十三年度会計報告　口大正十四年度収支予算

●第十四巻第四号（臨時増刊講演号）（大正十四年六月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口帝国瓦斯協会の使命

○講演

　口瓦斯事業に就て（理化学研究所所長工学博士子爵　大河内正敏）口瓦斯事業の公営私営に就て（商工

　書記官　吉野信次）口欧米に於ける燃料研究の現況（工学博士　栗原鑑司）口神戸瓦斯西製造所に於け

　る「ターリー，プラント」に就て（神戸瓦斯株式会社技師　森岡秀雄）

●第十四巻第五号（大正十四年七月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口警鐘は打たれたり

○報告

　口帝国瓦斯協会第十三回定時総会記事（・第十九回評議員会　・第十三回定時総会　・講演会　・晩餐会

　・新宿御苑の拝観と東京瓦斯株式会社研究所の参観　・燃料研究所の見学　・定時総会臨時寄附）口帝

　国瓦斯協会技術会第二回総会記事　口技術会第二回総会講演（・運炭装置に就て（東邦瓦斯株式会社取締

　役技師長　藤本憲治）・瓦斯溜と其の構造に就て（石川善蔵）・水性瓦斯と油に就て（工学士　水田政

　吉））

○論壇

　口計量器台帳と睡眠カード（廣島瓦斯電軌株式会社　豊島愛明）

○法令

　口電気事業法施行規則中改正の件

○海外彙報

　口倫敦市会と瓦斯料金　口公共事業の減価償却　口瓦斯導管の検査に関する瓦斯事業者及家屋所有者の義

　務　口紐育瓦斯料金控訴の経過　口亜米利加瓦斯料金の趨勢　口工業熱用界に於ける競争に就て　口計算

　外瓦斯量軽減の方法

○雑報

　口東京瓦斯社債募集の経過　口東京瓦斯杉浦常務の談　口横浜市水道瓦斯局職制の改正　口東京瓦斯工事

　費控訴経過　口岐阜瓦斯会社の創立　口新潟瓦斯業況　口島原瓦斯業況　口茨城瓦斯業況　口大牟田瓦斯

　業況　口豊橋瓦斯業況　口京城電気の沿革と現況　口朝鮮瓦斯現況　口道路と軌道に関する地方庁の権限

　拡張　口無水槽式瓦斯溜に就て　口池田商会の創立　口燃料協会三周年記念講演会　口電気事業法規改正

　要旨

○会報

(335)
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　口常任理事会　口定例理事会　口臨時理事会　口商工及内務両省訪問　口芝辻横浜市水道瓦斯局長の退職

　と協会理事辞任　口技術会用語選定準備委員　口技術会第三部副主査及調査委員　口技術会第五部副主査

　及調査委員　口技術会第四部応用調査委員　口第一部製造部調査表菟集の経過　口第二部副生物調査表菟

　集の経過　口第三部供給部調査表菟集の経過　口瓦斯用語選定の件　口天然瓦斯に関する調査書類の提出

　口特別会員の昇格　口正，準新入会員其他　口会費領収報告　口寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌

○寄書

　口技術会紙上懇談会（米　華　生）口市俄古便り

●第十四巻第六号（大正十四年九月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口瓦斯事業法の実施近からんとす

○資料

　口全国瓦斯事業者の道路占用料及公納金に関する調査（廣島瓦斯電軌株式会社尾道支店）口屋内管メー

　ター器具等の敷設取附に関する仕様　ロペンチュリ瓦斯測定器

○論壇

　口英国に於ける収縮及漏失瓦斯に関する年会討議を読み我国瓦斯計量器検定制度の改善を思う（米花伊太

　郎）口国民経済より観たる瓦斯電気両事業の地位（水越致和）ロマッドコレクターとクリーナーポット

　に就て（廣島瓦斯電軌株式会社　豊島愛明）

○研究

　ロピンチ式瓦斯製造プラントに就て（オットライメルス会社）口収縮及漏失瓦斯は幾何迄減じ得るか

　（東京電燈株式会社瓦斯部　米花伊太郎）

○法令

　口電気事業法施行規則中改正の件（続）

○海外彙報

　口引込用として亜鉛引肉厚水管の採用と瓦斯漏洩　口実費瓦斯料金制度の可否　口物価指数と瓦斯電気料

　金の変更　口工業用瓦斯販路開拓の方法　口金属吹附に依る瓦斯溜の修繕

○雑報

　口東京郊外町村編入と瓦斯事業　口満鉄瓦斯事業の分離　口横浜市瓦斯事業の復興に就て　口東京瓦斯重

　役改選　口彦根瓦斯業況　口豊橋瓦斯業況　口秋田瓦斯業況　口浪速瓦斯業況　口足利瓦斯業況　口堺瓦

　斯業況　口高岡瓦斯業況　口福島電燈瓦斯業況　口松本瓦斯業況　口岡山瓦斯業況　口松山瓦斯業況　口

　富山電気業況　口諏訪天然瓦斯業況　口西部合同瓦斯業況　口宇都宮瓦斯業況　口山形瓦斯業況　口奈良

　瓦斯業況　口岡崎瓦斯業況　口甲府電力業況　口仙台瓦斯業況　口明石瓦斯業況　口浦賀瓦斯業況　口茨

　城瓦斯業況　口東京瓦斯業況　口京都瓦斯業況　口京城電気の瓦斯業況　口豊州瓦斯業況　口泉州瓦斯業

　況　口小松瓦斯業況

○会報

　口常任理事会　口杉浦副会長商工大臣訪問　口渡逞会長商工大臣訪問　口瓦斯事業法実施に関する件　口

　大島博士奨励金の寄附　口四日市瓦斯溜新設不許可に関し陳情の件　口技術会用語選定に関す件　口横浜

　市瓦斯局長新任　口南満洲瓦斯株式会社の設立　口特別会員の入会又は昇格　口正，準会員入会　口会員

　の死去　口京城電気の水害　口大阪瓦斯会社のメートル広告　口訂正　口会費領収報告　口寄贈各社事業

　報告書

○寄書

　口技術会に専任書記を置くこと（若林金五郎）口瓦斯需要家一戸取附に要する最近データ（米　華　生）

　口独逸に於ける三噸型造チャンバー（Ｉ　Ｙ　生）口無線電話を自動車に装置して瓦斯広告（同　人）

●第十四巻第七号（大正十四年十一月二十五日発行）

○巻頭の辞

（336）
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　口瓦斯事業法の実施と瓦斯技術者

○報告

　口瓦斯事業法の実施に就て（・瓦斯事業関係官協議会に於ける大臣訓示要旨　・瓦斯事業法実施に関する

　報告書及説明書）

○資料

　口水性瓦斯より液体燃料の製造に就て（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口本邦瓦斯事業灸増燃料割を管見し切に其の改善を望む（東京電燈株式会社　米花伊太郎）口瓦斯製造

　と公示熱量の経済的観察（水越致和）口瓦斯熱量公示はやがて新なる勘定外瓦斯を生ぜざらしむべし

　（技術会常任委員　米花伊太郎）

○法令

　口瓦斯事業法　口瓦斯事業法案理由書　口瓦斯事業法施行期日の件　口瓦斯事業法制定の理由及其の施行

　事務の所管　口瓦斯事業法施行令　口瓦斯事業法施行規則　口瓦斯事業法施行規則第二十八条第二項の規

　定に依る告示　口瓦斯事業法施行規則第二十九条の規定に依る告示　口瓦斯事業法施行に関する件

○海外彙報

　口瓦斯販路の開拓　口瓦斯財産の評価方法　口家屋の大小に依る最低料金の制度　口家庭用骸炭製造の奨

　励　口工場に於ける瓦斯電気に因る事故比較　口瓦斯盗用に関する取締　口電話地中管と瓦斯漏洩　口英

　国に於ける瓦斯溜容量の一例　口貯蔵容量の不変標準　口街頭柱の高さと照明度との関係

○雑報

　口大阪瓦斯開業創立二十年記念　口大阪瓦斯勤続者表彰　口横浜市瓦斯局の近況　口豊州瓦斯の債務処分

　口神戸瓦斯業況　口東京電燈会社瓦斯業況　口浜松瓦斯業況　口南海瓦斯業況　口長野瓦斯業況　口銚子

　瓦斯業況　口尼崎瓦斯業況　口千葉瓦斯業況　口津山瓦斯業況　口福山瓦斯業況　口大垣瓦斯業況　口静

　岡瓦斯業況　口今治瓦斯業況　口防府瓦斯業況　口日本瓦斯の解散　口特許クサラヌ煙突鉄タンク　ロ区

　画事業に付地下埋設物移転費　口六大都市電力料金調　口東京瓦斯報償契約改正請願　口朝鮮瓦斯府営問

　題の経過　口電気量計器検定改善の要望　口東京市計画の公私共同経営企業法案

○会報

　口常任理事会　口定例理事会　口評議員の推薦　口補欠理事当選の件　口技術委員会　口理事会及技術会

　委員会連合会　口瓦斯事業法実施に関し各事業者に報告の件　口瓦斯事業法実施に関する件　口渡逞会長

　及杉浦副会長の商工大臣及次官訪問　口第一回瓦斯用語選定委員会　口瓦斯事業符号統一の件　口瓦斯事

　業法関係地方主任官会議の傍聴　口東海地方瓦斯事業者打合会　口五会社協議会　口中国四国瓦斯友会

　口東北地方瓦斯事業者の会合　口大正十三年度瓦斯事業要覧の配布　口商工省各府県瓦斯事業主任官第一

　回協議会に寄贈図書　口特別会員入会又は昇格　口指定正会員の移動　口新入正，準会員　口会費領収報

　告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑誌

○寄書

　口瓦斯用鉛管曲げの適具（三浦宙里）口基計量器のマッドコレクターに就て（米華）口「オナゾーツ」

　とは何ぞや（乙種主任技術者）口瓦斯事業主任技術者の実務資格の不足を憂ふ（三浦宙里）ロステーシ

　ョンメートルのブローホールに就て（技術会常任委員　米花伊太郎）

【第十五巻】

●第十五巻第一号（大正十五年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口新年に際し所感を述ぶ

○資料

　口瓦斯製造と公示熱量の経済的観察（続）（水越致和）口新知識その折々（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇
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　口水性瓦斯なる用語に就て（水田政吉）口製造能力と瓦斯溜の容量関係に就て（郊外散人）口水性瓦斯

　製造に於ける酸素の応用（Ｋ　Ｓ　生）

○雑録

　口暖房負荷の研究（峡　北　生）口暖房設備に就て（金子留吉）

○法令

　口瓦斯事業委員会官制　口電気事業法施行規則中改正の件

○海外彙報

　口米国瓦斯事業の将来　口倫敦新電気事業法　口熱量変更に関する一技師の報告　ロサンタバーバラ市の

　地震　口市俄古瓦斯昨年の業況　口瓦斯溜は危険にあらず　口引込管の所有権　口瓦斯の工業的小使用者

　口瓦斯販路の開拓（二）口瓦斯販路の開拓（三）

○雑報

　口本年の瓦斯業界　口東京瓦斯増資問題の経緯　口増資に付承認方の件　口大阪瓦斯業況　口岐阜瓦斯の

　経過　口山口瓦斯業況　口金沢市瓦斯業況　口三重合同電気業況　口高田市瓦斯業績　口下関瓦斯業況

　口北九州瓦斯業況　口長岡天然瓦斯業況　口鳥取瓦斯業況　口四国水力電気会社瓦斯部業況　口上田瓦斯

　業況　口小田原瓦斯業況　口鹿児島電気会社電気部業況　口東邦瓦斯業況　口廣島瓦斯業況　口姫路瓦斯

　業況　口豊橋瓦斯業況　口浜松瓦斯業況　口桑名瓦斯業況　口和歌山瓦斯業況　口南満洲瓦斯業況　口最

　近の鳥取瓦斯　口別府瓦斯設立

○会報

　口常任理事会　口瓦斯事業委員会委員の任命　口瓦斯用語選定委員会　口技術会常任委員会　口技術会第

　五部「メートル」に関する調査の件　口投票統一に関する件　口瓦斯事業法施行規則実施に伴う届出其他

　に要する注意事項の移牒　口瓦斯技術講習会開催に関する件　口選定瓦斯用語の配布　口第一回瓦斯技術

　講習会開催　口近畿瓦斯友会打合会　口北陸瓦斯事業者打合会　口指定正会員の移動　口新入会員　口会

　費領収報告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○附録

　口帝国瓦斯協会雑誌第十四巻総目次

●第十五巻第二号（大正十五年三月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口瓦斯成分の分析と熱量圧力の公示

○報告

　口第一回瓦斯技術講習会開催に就て　ロアムモニア定量に要する規定液に就て（三橋斗機雄）

○資料

　口新知識その折々（承前）（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口瓦斯「メートル」計量嚢の生命に就て（附計量嚢給油装置の解説）（廣島瓦斯電軌株式会社工務課長

　豊島愛明）口瓦斯工場に於ける腐食問題（Ｙ　Ｋ　Ｋ　生）

○海外彙報

　口瓦斯料金の一層広き考察　口瓦斯本管と公道路　口専用引込管に関する英国最近の意見　口瓦斯販路の

　開拓（四）口独逸国に於ける瓦斯及電気　口世界各国瓦斯熱量価に就て

○雑報

　口東京瓦斯会社の増資問題の経過　口横浜市瓦斯局の予算　口岐阜瓦斯其後の経過　口川越瓦斯会社の発

　起　口大邱瓦斯会社の設立準備　口柏崎瓦斯会社の創立　口南満洲瓦斯の近況　口東京瓦斯業況　口京都

　瓦斯業況　口大阪瓦斯業況　口神戸瓦斯業況　口東部電力の瓦斯業況　口銚子瓦斯業況　口下関瓦斯業況

　口小松瓦斯業況　口津山瓦斯業況　口大阪瓦斯制度変更　口西部瓦斯友会第三回例会　口近畿瓦斯友会例

　会開催

○会報
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口定例理事会　口技術会常任委員会　口技術委員会　口用語選定委員会　口第十四回定期総会開催期　口

技術会第三回総会開催に関する件　口万国動力会議日本国内委員会組織に関する件　口鋳鉄管の規格統一

に関する件　口新入会員　口大滓評議員の死去　口会費領収報告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑

誌

●第十五巻第三号（大正十五年五月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口公示熱量及公示圧力に就て

○資料

　口新知識その折々（承前）（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口燃料の危機と国民の自覚（併て瓦斯事業の重大なる責任を論ず）（廣島瓦斯電軌株式会社工務課長　豊

　島愛明）

○雑録

　口瓦斯行脚印象記（三浦宙里）口瓦斯供給に応用したる面積料金制（Ｍ　Ｍ　生）

○海外彙報

　口英国瓦斯投資の趨勢　ロブリュッセル瓦斯事業レジーアンテレッセ制度の成績　口倫敦州参事会の標準

　瓦斯料金　口負荷率と作業の休止時間　口料金と工業用瓦斯との関係　口工業用瓦斯普及の利益　口瓦斯

　に依る氷の製造

○雑報

　口北陸瓦斯協会の設立　口東京瓦斯増資問題の経過　口東邦瓦斯業況　口廣島瓦電各地瓦斯業況　口長野

　瓦斯業況　口千葉瓦斯業況　口桑名瓦斯業況　口朝鮮瓦斯電気の近況　口新潟瓦斯業況　口全国都市に於

　ける人口増加の趨勢　口東京瓦斯増資の影響　口記事取消

○会報

　口常任理事会　口常任委員会　口技術会委員会　口技術委員会　口瓦斯事業用語選定委員会　口瓦斯「メ

　ートル」規格調査委員会　口瓦斯「メートル」規格制定に関する各事業者宛通知中訂正説明の件　口鋳鉄

　管特別委員会　口三浦理事の逝去　口京都瓦斯小泉技師及東邦瓦斯永井，龍宮両技師の渡欧又は渡米　口

　新入会員　口山口書記の辞職　口会費領収報告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図

　書雑誌

●第十五巻第四号（臨時増刊講演号）（大正十五年六月二十五日発行）

○講演

　口帝国瓦斯協会第十四回定時総会講演会講演（・道路とコールタールに就て（東京瓦斯株式会社大島製造

　所所長　杉　宜算）・瓦斯コークスの性質に就て（工学博士　大島義清））口帝国瓦斯協会技術会第三

　回総会講演会講演（・欧米に於ける都市瓦斯製造法の近況に就て（東京瓦斯株式会社大森製造所所長　佐

　藤憲治）・無水槽式瓦斯溜に就て（イリス商会　オットー・ホーバッハ（正会員　鈴木丑松通訳）））

●第十五巻第五号（大正十五年七月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口宣伝より実行に

○報告

　口帝国瓦斯協会第十四回定時総会記事（・第二十回評議員会　・帝国瓦斯協会第十四回定時総会　・第十

　四回定時総会記事　・定款改正の件　・当選評議員芳名　・第二十一回評議員会　・理事当選者芳名　・

　新任理事会　・講演会　・第十四回定時総会寄附者芳名　・晩餐会　・第十四回定時総会出席者芳名）

　口帝国瓦斯協会技術会第三回総会記事（・帝国瓦斯協会技術会規定改正の件　・当選委員氏名　・技術会

　第三回総会講演会　・技術会懇談会　・第三回技術会総会出席者氏名）

(339)
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○資料

　口新知識その折々（承前）（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口目黒瓦斯溜建設に対する経過（警視庁技師　河原忠雄）口瓦斯「メートル」の新使命（廣島瓦斯電軌

　株式会社技師　豊島愛明）口石炭の試験に就て（新に分析室を設けられたる工場の為に）（Ｙ　Ｔ　Ｋ

　引

○海外彙報

　口瓦斯事業の将来　ロニールゼン氏の瓦斯長距離輸送論　ロマニラ瓦斯会社年報　口二部瓦斯料金制　口

　英国「サーム」申告の状況　口三部制料金の敷果　口暖廉代又は事業継続価格と料金制度の要旨　ロバル

　チモア市瓦斯状況

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口岡山瓦斯の増資　口横浜瓦斯事業の拡張計画　口東京瓦斯今後の拡張方針内

　容　口南満洲瓦斯業績　口盛岡瓦斯其後の経過　口鶴見瓦斯会社の開業　口岐阜瓦斯近況　口柏崎瓦斯会

　社の創立　口北越瓦斯事業組合春季総会　口姫路瓦斯業況　口鹿児島電気業況　口尼崎瓦斯業況　口島原

　瓦斯業況　口鶴岡瓦斯業況　口福井市瓦斯局営業概況　口南満洲瓦斯業況　口和歌山瓦斯業況　口豊橋瓦

　斯業況　口浜松瓦斯業況

○会報

　口常任理事会　口定例理事会　口定款改正に付正準会員に通知の件　口常任委員会に関する件　口技術会

　委員会　口新任委員会　口技術会委員会　口常任委員会及主査委員会　口瓦斯「メートル」規格制定小委

　員会　口瓦斯事業委員会の開催　口熱分量の単位並之が称呼に関する件　口瓦斯事業法施行規則第三十一

　条に関する件　口商工省佐々木事務官の逝去　口鋳鉄管規格制定に関する件　口用語選定に関する件　口

　大島博士よりの奨励寄附金　口宇都宮瓦斯株式会社創立第十五周年記念講演会の開催　口新入会員　口準

　会員より正会員に昇格申告者氏名　口会費領収報告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外

　国図書雑誌

○附録

　口大正十四年度会務報告　口大正十四年度会計報告　口大正十五年度収支予算

○寄書

　口逝ける三浦理事を憶ふ（正会員　豊島愛明）口本年の定時総会に於ける理事増員反対論に就て（米華

　伊太郎）

●第十五巻第六号（大正十五年九月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口帝国瓦斯協会臨時大会開催に就て

○技術会報告

　口第二部瓦斯副産物調査に関する報告（主査委員　藤本憲治）口第三部瓦斯供給調査に関する報告（主

　査委員　坂井定吉）

○資料

　口再び三部制瓦斯料金に就て（郊　外　生）口癈気使用と「カーボン」附着防止（Ｙ　Ｔ　Ｋ　生）

○海外彙報

　口人口一人当りの瓦斯消費量　口暖房用諸燃料と其の比較的原価　口電気供給に関する諾威国に於ける政

　府の干渉　口有り得べき最大負荷の瓦斯　ロシンガポール自治市瓦斯局概況　口佛国瓦斯工業技術協会年

　次会合　ロジャーマン・ガス・コーク・シンディケートの活動　口配給組織の負荷要素を高むること

○雑報

　口東京瓦斯の前途に就て　口京都瓦斯業績　口米国瓦斯事業視察談　口新たなる瓦斯利用法　口岩村北九

　州瓦斯専務瓦斯溜談　口大阪瓦斯増配　口岐阜瓦斯料金認可　口盛岡瓦斯の経過　口群馬県桐生市桐生瓦

　斯株式会社工事施工の認可　口葛飾瓦斯事業経営許可　口高田市瓦斯部営業報告　口宇都宮瓦斯業績　口
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　大垣瓦斯電気業績　口奈良瓦斯業況　口岡崎瓦斯業績　口横浜市瓦斯局事業概況　口高岡瓦斯業況　口諏

　訪天然瓦斯業績　口大牟田瓦斯業況　口南海瓦斯興業成績　口別府瓦斯業績　口木津川製作所の組織改造

○会報

　口定例理事会　口名誉会員工学博士平井晴二郎氏の逝去　口評議員浜田精蔵氏の逝去　口北海道札幌市に

　臨時大会開催の件　口新入会員　口会費領収報告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国

　図書雑誌

○講演

　口宇都宮瓦斯株式会社創立第十五週年記念講演会（・開会閉会之辞（宇都宮瓦斯株式会社取締役社長衆議

　院議員　斎藤太兵衛）・国家経済上に於ける瓦斯事業の地位（商工省技師工学士　稲見慎一）・口石炭

　を原料として（東京瓦斯株式会社技師長工学博士参木録郎）・瓦斯の応用（商工省燃料研究所長東京帝

　国大学教授工学博士　大島義清））

●第十五巻第七号（大正十五年十一月二十五日発行）

○口絵

　口帝国瓦斯協会臨時大会及北海道視察記念写真（其の一，北海道瓦斯株式会社札幌市苗穂工場に於ける一

　江行）口同上（其の二，北海道札幌市北友倶楽部園遊会に於ける一江行）

○巻頭の辞

　口瓦斯事業の将来に就て

○報告

　口帝国瓦斯協会臨時大会記事（一，臨時大会の開催　二，講演会の開催　三，晩餐会）口北海道各地視

　察記事（一，上野より函館まで　二，大沼公園の遊覧　三，札幌市視察と北友倶楽部園遊会　四，定山渓

　より小樽港に　五，夕張炭礦の視察　六，室蘭輪西視察）

○資料

　口Waterless Gasholder Explosion at Posen　(Poland) (Late, Alfred Fueratch)ポーゼン市に於ける無

　水槽式瓦斯溜爆発の真相（故アルフレッド・フュラーツチ氏）口波蘭国ポーゼン市に於ける無水槽式瓦

　斯溜事故に関する記事に就いて

○法令

　口特許無敗審判の勝訴　口瓦斯事業者供給区域に関する件

○海外彙報

　口英国皇帝瓦斯工場の親臨　口英国大会社の成績に就て　口英国国民瓦斯会議の瓦斯料金調査報告　口伯

　林市瓦斯供給の状況　口勘定外瓦斯量に就て　口独逸国民瓦斯協会の総会　口一酸化炭素発生に対する器

　具の安全率　口同盟罷業と熱量の低下　口加奈陀瓦斯協会の会合（一）

○雑報

　口東京瓦斯再請願　口京都瓦斯会社瓦斯溜修繕中の事故　口東邦瓦斯名古屋瓦斯料金の値下　口上田瓦斯

　料金値下の申請　口各地瓦斯事業の企画　口西部合同瓦斯東邦瓦斯に合併　口南満洲瓦斯器具点検　口米

　子瓦斯不許可　口姫路瓦斯の業況と増資　口下関瓦斯業績　口富山電気瓦斯部業績　口山形瓦斯業績　口

　浦賀瓦斯製造業況　口今治瓦斯製氷業況　口足利瓦斯業況　口明石瓦斯業績　口福島電燈瓦斯事業業績

　口浪速瓦斯業況　口仙台瓦斯業況　口関泉北部瓦斯友会の創立

○会報

　口理事会　口常任理事会　口新入会員　口会費領収報告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄

　贈外国図書雑誌

○講演（北海道に於ける帝国瓦斯協会臨時大会講演会講演）口瓦斯事業発達の略歴（帝国瓦斯協会会長

　渡逞千代三郎）口低温乾留に就て（京都帝国大学助教授理学士pH. D　下村　明）口瓦斯応用の冷蔵装

　置（東邦瓦斯株式会社技師　永井謙吉）口瓦斯事業と新燃料（商工省燃料研究所長来京帝国大学教授工

　学博士　大島義清）
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【第十六巻】

●第十六巻第一号（昭和二年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口謹て先帝陛下の崩御を哀悼し奉る

○資料

　ロタール舗装に就て（一）（東京瓦斯株式会社技師　林盛四郎）口新智識その折々（続）（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口瓦斯媛櫨に於て吾人の最も快感を感ずる瓦斯量の決定（大阪瓦斯株式社　浅田恒彦）口工業用燃料と

　しての石炭（Ｓ　Ｋ　生）

○雑録

　口東京瓦斯株式会社四十年の回顧（天王山房主人）

○法令

　口瓦斯事業法実施に関する件　口瓦斯事業関係法令中地方長官の権限の属する事項に関する件　口瓦斯の

　成分試験等に用ふる度量衡器等に関する件　口瓦斯事業法と府県令等との関係に関する件　口瓦斯事業法

　に関する件　口瓦斯事業経営許可申請書進達に際し副伸に関する件　口瓦斯事業法施行規則第四十五条に

　依る鐙衡に関する件　口瓦斯事業主任技術者免状交附申請に関する件　口瓦斯事業者の供給区域に関する

　件

○海外彙報

　口紐育瓦斯消費量の激増　口同盟罷工中に於ける英国瓦斯事業　口市俄古市瓦斯会社の業績　口加奈陀瓦

　斯協会の総会（二）口公正の料金を決定すべき機械装置費及経営費（一）口瓦斯事業の煤煙除去の敗せ

　る貢献

○雑報

　口大島博士の帰朝　口第四回西部瓦斯友会の開催　口東京瓦斯工事費認可　口岐阜瓦斯の開業式　口下関

　瓦斯会社倍額増資　口柏崎瓦斯会社其後の経過　口宇和島瓦斯の設立認可　口小松瓦斯の感謝状受領　口

　葛飾瓦斯会社の創立　口鶴岡瓦斯業況　口津山瓦斯業況　口長浜瓦斯業況　口泉升|瓦斯業績　口小松瓦斯

　業績　口桑名瓦斯業況　口瓦斯暖櫨の経済的使用法　口電気事業の配当制限

○会報

　口理事会　口臨時大会決議に関する件　口瓦斯熱分量の単位及名称に関する件　口当協会組織変更準備の

　件　口換算表作製の件　口主任技術者免状交附申請に関する件　口商工省告示瓦斯管規格に関する件　口

　瓦斯事業要覧の発行　口評議員神戸挙一氏の逝去　口特別会員代表者変更の件　口新入会員　口正会員会

　費領収報告　口寄贈各社事業報告書　口寄贈図書雑誌

○講演（西部瓦斯友会第三回総会講演）

　口酸性白土による鉄管の腐食に就て（西部合同瓦斯株式会社技師　秋根兵次郎）

○寄書

　口瓦斯工学問答（瓦斯技術員　三浦宙里）口不完全燃焼と火口の試験（低級技術員）

●第十六巻第二号（昭和二年三月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口報償契約の改定に就て

○報告

　口大正十五年度帝国瓦斯協会技術会第一部報告（主査委員　江口鶴雄）口帝国瓦斯協会技術会第四部研

　究調査事項一部報告（主査委員　杉野為吉）

○資料

　ロタール舗装に就て（二）（東京瓦斯株式会社技師　林盛四郎）口新智識その折々（続）（Ｋ　Ｓ　生）

（342）



　　　　　　　　　　　　　　　『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（3∩瀧本）　　　　　　　　　　　　　　81

0論壇

　口英国瓦斯事業法改正の要望（水越致和）

○海外彙報

　口英米両国に於ける瓦斯販売量の激増　口紐育市家主の強制義務　口英国石炭乾留の進歩　口倫敦市最近

　の瓦斯料金　口瓦斯事業の将来に関する諸名士の意見　ロマンチェスター市に於ける瓦斯最低料金の検討

　ロバーミンカム大学に於ける研究事業　口料理用温水用の瓦斯電気試験　口英国家庭用電気料金制定方法

○雑報

　口東京瓦斯報償契約改定請願の経過　口大阪瓦斯の増資と今期業績　口京都瓦斯今期業績　口大連奉天に

　於ける瓦斯使用の現状　口新潟瓦斯料金値下とメートル使用料増額の申請　口柏崎瓦斯其後の経過　口伊

　賀上野町瓦斯設立計画　口盛岡市営瓦斯計画の経過　口高崎市来電の瓦斯事業譲受計画　口横浜市瓦斯製

　造施設拡張に新機購入　口北海道瓦斯業況　口松山瓦斯業況　口彦根瓦斯業況　口松本瓦斯工業業績　口

　尼崎瓦斯業績　口茨城瓦斯業績　口福山瓦斯業績　口甲府電力瓦斯部業績

○会報

　口技術会委員会　口技術会調査事項　口第一部製造調査事項　口第三部供給調査事項　口第五部瓦斯「メ

　ートル」調査表　口新入会員　口換算表作製の件　口当協会組織変更準備に関する件　口主任技術者免状

　交附の件　口会費領収報告　口各社寄贈事業報告書

　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（瓦斯技術員　三浦宙里）

●第十六巻第三号（昭和二年五月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口需用者第一主義に就て

○報告

　口瓦斯製造に関する報告（一）（北海道瓦斯株式会社　佐々木健介）口瓦斯製造に関する報告（二）（長

　野瓦斯株式会社　太平仁平）

○資料

　ロタール舗装に就て（三）（東京瓦斯株式会社技師　林盛四郎）口新智識その折々（続）（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口需用者器具の検査並維持に就て（水越致和）口大伯林の瓦斯製造供給の一般的状況に就て

○海外彙報

　口仏蘭西瓦斯連合組織　口紐育升|の一弗の瓦斯法大審院無敷の宣言　口紐育ブルックリン瓦斯会社の業績

　口濠州瓦斯事業の概況　口米国マンチェスター市の配給組織　口三部制瓦斯料金に対する批判　ロタール

　会議の概況

○雑報

　口瓦斯事業委員会　口関東北部瓦斯友会春季総会　口大阪瓦斯業績　口桐生瓦斯の料金認可　口東邦瓦斯

　値下認可　口昨年度愛知県下の瓦斯供給量　口盛岡の瓦斯市営の経過　口南満瓦斯料理講習会　口柏崎瓦

　斯事業の経過　口城崎瓦斯の発起　口上野瓦斯設立総会　口静岡瓦斯業況　口小田原瓦斯業績　口長岡天

　然瓦斯業績　口岐阜瓦斯業況　口堺瓦斯業況　口山口瓦斯業況　口上田瓦斯業況　口東京電燈瓦斯部業況

　口銚子瓦斯業況　口朝鮮瓦斯電気瓦斯部業況　口西部瓦斯友会第五回総会

○会報

　口渡逞会長の貴族院議員勅選　口瓦斯事業委員会の開催　口定例理事会　口第十五回定時総会及九州視察

　日程に関する件　口技術会常任委員会　口技術会第四回大会　口熱分量の単位及名称に関し英国国民瓦斯

　会議よりの回答　口瓦斯事業主任技術者免状交附　口松方渡逞両理事の辞任　口瓦斯事業法施行規則第三

　十三条第二項適用延期に関する件　口主任技術者免状交附申請書受理に関する件　口鋳鉄管規格制定小委

　員会の報告　口新入会員　口会員の訃報　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑
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　誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口瓦斯工学問答（三）（瓦斯技術員　三浦宙里）口田川大吉郎氏のスライデングスケール其他を読みて

　（Ｘ　Ｙ　Ｚ　生）

●第十六巻第四号（昭和二年七月二十五日発行）

○口絵

　ロハ幡製鉄所無水槽瓦斯溜の実景

○巻頭の辞

　口瓦斯事業勃興の次期到る

○報告

　口帝国瓦斯協会第十五回定時総会記事（・理事会　・第二十二回評議員会　・第十五回定時総会　・講演

　会　・晩餐会）口帝国瓦斯協会技術会第四回大会記事　口帝国瓦斯協会総会及九州視察記事（（十）開催

　に至るまで（二）太宰府其他視察（三）満之浦炭礦の視察（四）八幡製鉄所の視察（五）旭硝子工場

　及牧山骸炭所の見学（六）若松港石炭積込の視察（七）各社各地の寄贈品）

○資料

　ロメタン瓦斯の研究（工学博士　織田経二）ロタール舗装に就て（四）（東京瓦斯株式会社技師　林盛四

　郎）口勘定外瓦斯減少の方法（Ｘ　Ｙ　Ｚ　生）口新智識その折々（続）（Ｋ　Ｓ　生）口前号記事訂

　正

○海外彙報

　口英国公示熱量の概況　口商務省の瓦斯基金及取締費　口襖太利瓦斯事業の発達　口瓦斯に依る工業用加

　熱　口伯林瓦斯事業近況

○雑報

　口今後四分一世期は瓦斯の時代　口瓦斯事業の将来は有望　口満洲瓦斯の今期業績　口東京瓦斯の市外拡

　張　口大阪瓦斯増資確定　口釜山府営瓦斯電気　口武州瓦斯会社工事施工認可　口東邦電力会社の長崎瓦

　斯譲渡　口都濃瓦斯会社の発起　口熱量節約の研究　口東邦瓦斯業績　口神戸瓦斯業績　口京城電気瓦斯

　部業況　口千葉瓦斯工業業況　口岡山瓦斯業績　口北九州瓦斯業況　口京都瓦斯業績　口北陸瓦斯協会第

　二回総会

○会報

　口理事会　口第二十二回評議員会　口技術会委員会　口理事の当選　口評議員の当選　口当協会組織変更

　の件　口主任技術者検定試験に関する件　口度量衡換算表作製の件　口各地瓦斯友会より提案の件　口新

　入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌

○講演（帝国瓦斯協会第十五回定時総会及技術会第四回大会講演会講演）

　口合成燃料研究の趨勢（明治専門学校教授工学博士　栗原鑑司）口筑豊炭礦の沿革と満之浦炭礦の概略

　（北九州瓦斯株式会社専務取締役　岩村柴次郎）口無水式瓦斯溜に就て（八幡製鉄所技師　岡山　寛）

○附録

　口大正十五年度及昭和元年度会務報告　口大正十五年度及昭和元年度会計報告　口昭和二年度収支予算

○寄書

　口石炭瓦斯原料炭の撰択に「アソーブス」石炭試験を提唱す（内藤燃料研究所）口「ナフタリン」閉塞

　と「オイルインゼクター」（横須賀　金　子　生）口瓦斯工学問答（続）（瓦斯技術員　三浦宙里）

●第十六巻第五号（昭和二年九月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口主任技術者第一回鐙衡試験の実施に就て

○報告

　口帝国瓦斯協会技術会第三部中間報告（技術会第四回大会各部報告第三部報告要旨）（大阪瓦斯株式会社
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　技師　杉浦道超）

○資料

　ロタール舗装に就て（五）（東京瓦斯株式会社技師　林盛四郎）口新智識その折々（続）（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口製造瓦斯の脱水に就て（Ｙ　Ｋ　生）口倫敦瓦斯ライト，エント，コーク会社の事業概況

○雑録

　口鐙衡試験を見たまヽ（Ｔ　Ｋ　生）

○海外彙報

　口英国瓦斯事業の成績　口最近の佛国瓦斯事業界　ロバーミングガム市瓦斯料金　口英国瓦斯料金と生活

　費　口二部制瓦斯料金率の経験　口一般的潤滑平準法

○雑報

　口東邦瓦斯株式会社の沿革　口現在に於ける東邦瓦斯の事業　口神奈川コークス会社の業績　口神戸瓦斯

　株式会社社長の移動　口下関瓦斯料金値下申請　口上田瓦斯斯料金値下認可　口東京瓦斯今期業績　口東

　京瓦斯郊外供給拡張　口東邦瓦斯支店長会議　口鶴見瓦斯業況　口栃木瓦斯再興困難　口相模瓦斯創立具

　体化　口南満洲瓦斯業況　口廣島瓦斯電軌瓦斯部業績　口和歌山瓦斯業績　口北海道電燈秋田業況　口姫

　路瓦斯業績

○会報

　口理事会　口部会細則　口技術会常任委員会　口大島博士奨励金の寄附　口瓦斯事業主任技術者第一回鐙

　衡試験の施行　口瓦斯事業主任技術者免状交附　口西部瓦斯友会提案の件　口瓦斯メートル規格制定委員

　会　口瓦斯事業主任技術者第一回鐙衡試験問題　口新入会員　口会員の訃報　口会費領収報告　口各社寄

　贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演（帝国瓦斯協会第十五回定時総会講演会講演）

　口材料の強さに就きて（九州帝国大学教授工学博士　小野鑑正）口湿式脱硫法に就て（大阪瓦斯株式会

　社技師長　坂井定吉）口我国の製鉄事業と瓦斯事業（神奈川コークス株式会社技師長　安富多喜雄）

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（瓦斯技術員　三浦宙里）口屋内管設計用紙に就き（横須賀　Ｔ　Ｋ　生）

●第十六巻第六号（昭和二年十一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口無謀なる計画

○資料

　ロタール舗装に就て（六）（東京瓦斯株式会社技師　林盛四郎）口「コークス」と其の使用法（Ｔ　Ｋ

　生）口新智識その折々（続）（Ｋ　Ｓ　生）

○論壇

　口東京瓦斯に就て（東京瓦斯株式会社社長　岩崎清七）口実用上より観たる燃料に就て（工学博士　大

　島義清）

○雑録

　口東京瓦斯株式会社四十年の回顧（二）（天王山房主人）

○研究

　口料金決定の為にする瓦斯財産の評価に就て（水越致和）

○海外彙報

　口独逸瓦斯協会総会　口独逸に於ける長距離瓦斯供給論　口少量需用家の研究　ロシンガポール昨年度瓦

　斯事業成績　ロマンチェスター瓦斯溜の火災　口佛国斯協会総会　口腐食と脱硫

○雑報

　口東京瓦斯競願三社の計画批判　口大阪瓦斯業績と営業所新設置　口京都瓦斯業績　口横浜市営瓦斯局事

　業概況　口奈良瓦斯業況　口北海道瓦斯業績　口宇都宮瓦斯業況　口福島電燈瓦斯部業況　口桐生瓦斯事
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　業開始　口第六回西部瓦斯友会総会　口南満洲瓦斯器具陳列会　口釜山電気瓦斯府営　口鹿児島電気瓦斯

　譲渡

○会報

　口定例理事会　口社団法人設立許可　口幹事を書記長に改正の件　口組織変更に付協会事務取扱いに関す

　る件　口技術会委員会　口技術会の解散　口技術部会委員選定に関する件　口営業部会委員選定の件　口

　日本動力協会参加の件　口会員の訃報　口瓦斯「メートル」指針盤規格制定の件　口度量衡換算表の発行

　口会員名簿の発行　口松方評議員の辞任　口瓦斯事業主任技術者免状交附　口新入会員　口正会員会費領

　収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

【第十七巻】

●第十七巻第一号（昭和三年一月二十日発行）

○巻頭の辞

　口戊辰年頭感　口昭和三年を迎ふ

○資料

　口石炭より液体燃料の製造に就て（一）（Ｙ　Ｋ　生）口英国瓦斯事業最近の状況（Ｘ　Ｙ　Ｚ　生）

　口瓦斯原料炭の範囲拡張に就て（若林金五郎）

○論壇

　口瓦斯料金の構成に関する亜米利加瓦斯協会の報告に就て（水越致和）口瓦斯用原料炭の評価に就て

　（Ｔ　Ｋ　生）

○雑録

　口東京瓦斯株式会社四十年の回顧（三）（天王山房主人）

○家庭欄

　口合理的炊事法と瓦斯（半　島　生）口家庭燃料と知識（若原富子）口有害なる炭火（賓来勇四郎）

○海外彙報

　ロピッツバーグ瓦斯溜の事故　口英国トルロ市瓦斯溜の事故　口英国ブラットフォード市営瓦斯局瓦斯普

　及策　口瓦斯取附人の教育　口米国に於ける瓦斯器具の検査　口瓦斯事業者に利害関係ある最近の判決

○雑報

　口瓦斯事業委員会　口京都瓦斯供給区域の拡張　口競争会社の出願と東京瓦斯の業態　口供給量増加の大

　阪瓦斯　口神戸瓦斯業績　口東邦瓦斯業況　口上野瓦斯第一回報告　口柏崎瓦斯業況　口豊橋瓦斯業績

　口仙台瓦斯業況　口諏訪瓦斯業況　口瓦斯熱量圧力の認可　口山形瓦斯創立15週年記念　口南満州瓦瓦最

　近の業況　口最近の下関瓦斯業績　口上野瓦斯工事進行　口岐阜瓦斯値下を諮問　口三重合同電気瓦斯部

　拡張計画　口関東瓦斯友会総会　口高知市瓦斯事業計画　口愈々実現の宇和島瓦斯　ロハ木町牧方町瓦斯

　発起　口九州瓦斯事業の大勢　口小田原瓦斯業況　口一般家庭の瓦斯器取扱注意　口東京瓦斯の買炭と重

　役増員　口瀬戸瓦斯申請書却下願

○会報

　口陳情書提出の件　口社団法人設立登記完了届　口公示熱量及圧力認可　口営業部会委員選定の経過　口

　工業試験所内に開放研究室の開設　口新入会員　口正会員会費領収報告　口寄贈各社事業報告　口寄贈図

　書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

●第十七巻第二号（昭和三年三月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口当協会創立満十五年記念に際して

○資料

　口煤煙防止の為めに瓦斯事業の為せる貢献（エフ・ダブルユー・グデイナウ）口石炭より液体燃料の製

　造に就て（完）（Ｙ　Ｋ　生）口北米合衆国瓦斯事業の概況　口新知識その折々（続）（Ｋ　Ｙ　生）
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0論壇

　口石炭瓦斯乾燥に就て（富次　亮）口瓦斯溜容量と其量定要素たる製造能力の意義を論ず（三浦宙里）

　口昭和元年度に於ける本邦瓦斯事業の状況　口東京瓦斯株式会社拡張計画の年限短縮

○雑録

　口昨年の地方瓦斯縦断記（三浦宙里）口東京瓦斯株式会社四十年の回顧（四）（天王山房主人）

○家庭欄

　ロストーヴの効率（商工省燃料研究所　黒川億武）口瓦斯と家庭経済

○海外彙報

　口英国瓦斯事業の統計　ロピッツバーグ瓦斯溜爆発の其後　口独逸国の骸炭窯瓦斯の供給　ロリーヅ市瓦

　斯事業の大要　口瓦斯と煤煙防止　口興味ある裁判判決

○雑報

　口鹿児島電気瓦斯部業況　口姫路瓦斯業績　口泉州瓦斯業況　口長浜瓦斯業況　口銚子瓦斯業況　口小松

　瓦斯業績　口浪速瓦斯業況　口別府瓦斯業況　口東京瓦斯成績　口大阪瓦斯本年度拡張計画　口京都瓦斯

　業績　口神戸瓦斯拡張計画　口電気事業事務監査規定　口三重合同の松坂瓦斯供給　口武州瓦斯供給條件

　認可　口南満瓦斯新義州進出　口利益漸増の北海道瓦斯　口倉敷瓦斯認可　口相模瓦斯の経過　口東京瓦

　斯の新製造計画　口京電の瓦斯供給拡張計画　口公示熱量及び圧力の周知方法

○会報

　口定例理事会　口第十六回定時総会開催に関する件　口創立満十五週年記念事業に関する件　口営業部会

　委員選定に関する件　口瓦斯事業関係者の衆議院議員当選　口万国動力会議に提出論文の件　口日本動力

　会議決議実行に関する件　口協会事務所移転の件　口度量衡協会瓦斯メートル部会の設置　口廣島瓦斯豊

　島課長の欧米視察　口東京瓦斯三村技師の帰朝　口瓦斯事業要覧の発行　口新入会員　口正会員の死去

　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

●第十七巻第三号（昭和三年五月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口事業経営の合理化

○資料

　口昨年度に於ける英国骸炭及タール市況　口石炭燃料に関する口演要旨（関東瓦斯友会第三回総会報告）

　（千葉瓦斯工業株式会社技手　片平義業）

○論壇

　口最近に於ける本邦瓦斯事業の趨勢に就て（東邦瓦斯株式会社取締役社長　岡本　楼）口衛生学上より

　家庭への注文（医学博士　森田公平）口瓦斯事業の過去現在及将来（水越和知）

○雑録

　口欧米漫遊随筆（第一信）北米桑港にて（豊島愛明）

○家庭欄

　口燃料の不安とその対策　口文化生活の必需品

○海外彙報

　口倫敦諸会社の成績　口英国瓦斯事業瓦斯製造費用明細書　口重要都市瓦斯消費量　口英国瓦斯公示熱量

　の概要　ロマンチェスターの瓦斯溜事変調査　ロバルテイモーア市配給会議概況　口瓦斯事業の関係ある

　最近の判決　口需用家に対する供給と不充分なる屋内配管　口瓦斯製造場と汚水　ログラスゴー市営瓦斯

　事業の概況　口濠州に於ける工業用瓦斯

○雑報

　口関東瓦斯友会第三回定期総会　口北越瓦斯協会昭和三年度総会　口郊外の瓦斯網と東京瓦斯　口武升|瓦

　斯及岐阜瓦斯熱量圧力の認可　口東京郊外瓦斯供給の調査　口高知瓦斯設立認可　口浪速瓦斯の近況　口

　上野瓦斯会社工事落成　口宇和島瓦斯の創立　口他岡瓦斯会社新設計画　口朝鮮瓦電の業況順調　口山口

　瓦斯業況　口小田原瓦斯業況　口台湾電力瓦斯部業績　口北陸瓦斯協会第三回総会　口火災原因と瓦斯

(347)



　86　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第59巻・第３号）

　口西部瓦斯友会

　第七回総会

○会報

　口定例理事会　口監事会　口評議員推薦の件　口瓦斯事業功労者表彰の件　口営業部会委員会　口技術営

　業両部会連合委員会　口営業技術両部会役員の当選　口技術部会委員会　口瓦斯用鋳鉄管規格制定に関す

　る件　口技術部会委員会会議　口懸賞募集に関する件　口第十六回定時総会開催に関する件　口瓦斯器具

　商太陽社主の渡航　口定時総会出席来賓及会員に記念品贈呈の件　口評議員の辞任　口評議員の逝去　口

　営業部会委員選定の件　口新入会員　口正会員会費領収報告　口寄贈各社事業報告　口寄贈図書雑誌　口

　寄贈外国図書雑誌

○附録

　口昭和二年度会務報告　口昭和二年度会計報告　口昭和三年度収支予算

●臨時増刊技術部会講演号（昭和三年六月二十五日発行）

○報告

　口技術会第一部終結報告（旧技術会第一部主査　江口鶴雄）

○講演

　口開会の辞（技術部会委員長工学博士　参木録郎）口完全瓦斯化装置に就て（工学博士　参木録郎，東

　京瓦斯株式会社工務課長技師　江口鶴雄）口瓦斯七輪及「ストーブ」其他の試作に就て（東京瓦斯株式

　会社　研究所）口乾式瓦斯「メーター」の生命と瓦斯供給方式の関係に就て（東邦瓦斯株式会社取締役

　兼技師長　藤本憲治）口瓦斯高圧機に就て（東京瓦斯株式会社技師　三村省三）口瓦斯漏洩防止の実績

　と其の効果（北九州瓦斯株式会社取締役技師長　寵宮進一）口「アーカー」式整圧器に就て（神戸瓦斯

　株式会社技師　奥野義作）口中型水平貫通式瓦斯発生窯に就て（東邦瓦斯株式会社取締役兼技師長　藤

　本憲治）口瓦斯櫨に就て（東京瓦斯株式会社技師　金子浅之助）口本管継手に就て（東京瓦斯株式会社

　技手　山田錠次郎）口瓦斯流出液に就て（内藤燃料研究所　若林金五郎）口瓦斯炭に関する或る実験

　（東京瓦斯株式会社技師　三橋斗機雄）口「ナフサリン」掃除用真空「ポンプ」に就て（東京瓦斯株式会

　社技師　金子浅之助）口舗装用「タール」に就て（東京瓦斯株式会社精製所　林　盛四郎）

●第十七巻第四号（創立満十五週年記念号）（昭和三年七月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口漢詩六題（東海逸人）

○報告

　口第十六回定時総会記事（一，第二十三回評議員会　二，第十六回定時総会
一
一

一？ 瓦斯事業功労者表彰式

　の挙行　四，講演会　五，創立十五週年記念祝賀会）口営業部会第一回総会記事（営業部会委員会，営

　業部会総会）口技術部会総会記事（技術部会委員会，旧技術会結末報告，技術部会主催講演会，営業技

　術両部会連合懇親会）

○資料

　口道路舗装材としての「コールタール」私見（東京瓦斯株式会社技手　宮脇不二男）口小都市に於ける

　工業用瓦斯販売増進案　口燃焼妨害と炭酸瓦斯（Ｔ　Ｋ　生）

○雑録

　口欧米漫遊随筆（第二信）在紐育（豊島愛明）口紐育単信（同　人）

○海外彙報

　口英国瓦斯事業者に就て　口合衆国に於ける生活様式最近の変遷　口独逸瓦斯事業の発達　口瓦斯販売量

　と収入との関係　ロノッチンガム市営瓦斯事業　口独逸に於ける瓦斯宣傅　口瓦斯溜の維持費　口煤煙除

　去聯盟　口瓦斯事業に関係ある最近の判決類

○雑報

　口拡張計画進捗の東京瓦斯今期業績　口大阪瓦斯の当期業績　口第二工場建設中の京都瓦斯会社業況　口
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　三條瓦斯会社の許可　口供給区域膨張の奈良瓦斯会社　口東京瓦斯郡部料金値下の申請　口浪速瓦斯供給

　区域の改定　口北九州瓦斯会社の増資　口豊橋瓦斯成績　口尼崎瓦斯会社業況　口浜松瓦斯業況　口宇都

　宮瓦斯業績　口柏崎瓦斯業績　口関東瓦斯会社の将来　口各社其の折々　口岡山瓦斯総会　口新規瓦斯事

　業の発起

○会報

　口定例理事会　口第二十三回評議員会　口営業部会委員の選定及増員に関する件　口理事片岡直方氏の渡

　欧　口大島博士より寄附金の件　口岸氏の渡欧　口豊島愛明氏より来信　口瓦斯事業主任技術者の免状下

　附　口「ポスター」展覧会　口懸賞文締切　口「ポスター」懸賞金の授与　口新入会員　口技術部会講演

　号記事図面訂正　口正会員会費領収報告　口寄贈図書雑誌　口寄贈各社事業報告　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口開会の辞（社団法人帝国瓦斯協会会長　渡逞千代三郎）口瓦斯事業の将来に就て（工学博士　高松豊

　吉）口瓦斯事業に就て（東京瓦斯株式会社取締役社長　岩崎清七）口瓦斯界に於ける今後の問題（工学

　博士　参木録郎）口瓦斯事業の与へたる恩恵（東北帝国大学総長工学博士　井上仁吉）口閉会の辞（社

　団法人帝国瓦斯協会会長　渡逞千代三郎）

●第十七巻第五号（昭和三年九月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口瓦斯事業法附属省令の改正に就て

○資料

　口低熱量価瓦斯の認可（郊　外　生）口最近大英国に於けるタールの趨勢（東京瓦斯株式会社　宮脇不

　二男）口新知識その折々（Ｙ　Ｓ　生）

○論壇

　口英国瓦斯事業法改正要望に対する倫敦市会の意見（水越致和）口水平窯と珪酸組合「レトルト」に就

　て（米花伊太郎）口一九二七年北米合衆国製造瓦斯事業概況

○雑録

　口欧米漫遊随筆（第三信）倫敦の暇寓にて（豊島愛明）

○海外彙報

　口英国瓦斯事業営業成績　口世界最大の瓦斯溜　口新型無水槽瓦斯溜の出現　口高圧瓦斯配給経済点　口

　英国首相瓦斯製造所の開所式に臨む　口独逸瓦斯事業会　口巴里の街燈　口襖太利瓦斯事業の概況　口合

　衆国コロラード州の熱量公示制度　口独逸瓦斯及水道博覧会の開催　口一九二七年度に於ける独逸石炭事

　情

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口大連瓦斯事業現況　口東京瓦斯の本期業況と拡張　口東京瓦斯需用調査　口

　横浜市瓦斯局の拡張計画　口京都瓦斯総会　口岡山瓦斯今期業況　口千葉瓦斯工業成績　口大垣瓦斯電気

　業況　口大牟田瓦斯業態　口茨城瓦斯業況　口防府瓦斯業況　口葛飾瓦斯本期業績　口葛飾瓦斯料金其他

　認可　口関東瓦斯譲渡認可　口但馬瓦斯の許可　ロハ王子瓦斯事業の許可　口各社其の折々　口新規瓦斯

　事業の計画　口第七回西部瓦斯友会開催詳報　口警視庁瓦斯品質圧力の常時検査　ロオット，ライメルス

　会社の閉店と後継会社

○会報

　口定例理事会　口懸賞文審査委員の当選　口瓦斯事業法施行規則第三十一條改正に関する件　口瓦斯事業

　法施行規則第三十一條第二項追加　口瓦斯事業法施行規則改正に付当局に挨拶の件　口瓦斯導管用鋳鉄管

　規格統一に関する件　口協会技術員委託の件　口主任技術者免状交付　口評議員水田政吉氏より図書寄附

　の件　口会員の海外渡航　口保利，豊島両氏の帰朝　口第二回主任技術者鐙衡試験の実施　口新入会員

　口評議員の辞任　口会員の訃報　口正会員会費領収報告　口寄贈各社事業報告　口寄贈図書雑誌　口寄贈

　外国図書雑誌

○講演

(349)



　88　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第59巻・第３号）

　口「リム」式「アムモニア」回収装置に就て（横浜市瓦斯局長　渡逞　扶）口瓦斯の原価計算と其低減

　に就て（米花伊太郎）

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（米花伊太郎）

●第十七巻第六号（昭和三年十一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口瓦斯器具の改良に就て

○報告

　口計量器指針表印紙税賦課に就て（原　正巳）

○資料

　口瓦斯の漏洩防止と基整圧器の活動（米花伊太郎）ロマックラスキィ氏の原価の衡平なる分配論に就て

　（ＸＹＺ生）

○論壇

　口海外より眺めたる我国の瓦斯事業（豊島愛明）口石炭瓦斯より回収せる硫黄の乾燥法に就て（Ｙ　Ｋ

　生）口水平窯と珪酸組合「レトルト」に就て（米花伊太郎）口英国市営瓦斯事業の計理に就て（郊　外

　引

○海外彙報

　口英国認可瓦斯事業に関する商務省報告　口三十五年間に於ける英国瓦斯事業の進歩　口創立一百年を継

　続せる瓦斯事業　口独逸瓦斯水道協会総会　口加奈陀瓦斯事業の発達　ロバーミンガム市瓦斯局業況　口

　襖地利国の瓦斯工業概況　口英国発電計画に対する非難　ログラスゴー市瓦斯部の利益　口英国最近公示

　熱量対実際供給熱量との一例　口家庭用燃料としての骸炭の将来　口小規模瓦斯製造所水性瓦斯装置の可

　否　口諾威瓦斯協会総会　口群居生活の発達

○雑報

　ロウオーカー氏の公共事業論　口事業を拡大せる東京瓦斯株式会社　口伊勢崎瓦斯の許可　口芦原温泉瓦

　斯許可申請却下　口飯田瓦斯会社の許可　口東京瓦斯郡部値下許可　口岐阜瓦斯業況　口小田原瓦斯業況

　口静岡瓦斯業績　口足利瓦斯成績　口鳥取瓦斯成績　口上田瓦斯業況　口山口瓦斯業況　口鶴岡瓦斯業績

　口第八回西部瓦斯友会総会の開催　口金沢市電気局の瓦斯事業創業二十週年記念祝賀　口東邦瓦斯の当期

　業況　口関東瓦斯将来　口各社其の折々　口田中商事社長の逝去　口家庭用の瓦斯に就て　口燃料を経済

　に使ふ法　口家庭で使って一番安い燃料

○会報

　口定例理事会　口監事会　口技術部会常任委員会　口懸賞文審査委員会　口片岡理事の帰朝　口岸博士の

　帰朝　口営業部会委員会　口営業部会より技術部会に照会の件　口大島博士奨励金に関する件　口瓦斯

　「メートル」検定方法に関する件　口瓦斯事業主任技術者免状交付　口第二回瓦斯事業者主任技術者鐙衡

　試験の施行　口活動写真フィルム貸付の件　口瓦斯「メートル」指針表に印紙貼用の件　口評議員の辞任

　口会員名簿の発行　口会員の訃報　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈

　図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）

●第十八巻第一号（昭和四年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口年頭所感

○報告

【第十八巻】
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　口本管用護謨継手の研究（東京瓦斯株式会社研究所）

○資料

　口瓦斯の長距離輸送に就て（水　越　生）口都市瓦斯の工業用途（三浦宙里）口新知識その折々（続）

　（Ｋ　Ｓ　生）口英国燃料動力委員会報告

○論壇

　口本邦瓦斯事業の大勢（水越致和）口瓦斯事業法改正に関する英国議会の討議（水越致和）

○雑録

　口瓦斯舶来（中尾天王山房主人）

○海外彙報

　口独逸瓦斯水道博覧会　口瓦斯事業界に於ける合理化　口注目すべき英国の低温乾留工業　口支那瓦斯事

　業の概況　口巴里瓦斯事業の概況　口物価指数と瓦斯料金指数　口家庭用として燃料の利用　口戦後に於

　ける独逸瓦斯事業の趨勢　口特別率及需用減退期率

○雑報

　口瓦斯事業関係官協議会　口片岡直方氏の欧米瓦斯事業視察談　口埼玉瓦斯の許可　口舘林瓦斯の許可

　口洲本瓦斯許可　口東京瓦斯の増資計画　口大阪瓦斯の下半期　口奈良瓦斯の増資　口高田市瓦斯概況

　口南満瓦斯業績　口新潟瓦斯増資計画　口豊橋瓦斯業況　口大牟田瓦斯業況　口浜松瓦斯業況　口諏訪瓦

　斯業況　口彦根瓦斯業績　口浦賀瓦斯業績　口桑名瓦斯業況　口茨城瓦斯土浦支店開業式　口葛飾瓦斯株

　式会社の開業式　口松江市瓦斯市営計画　口各社其の折々

○会報

　口定例理事会開催　口副会長の辞任と当選　口懸賞文当選　口社団法人帝国瓦斯協会創立満十五週年記念

　懸賞文当選者名　口観劇会開催　口会員の公柴　口特別会員の改称　口会員の訃報　口懸賞金の贈呈　口

　瓦斯事業主任技術者免状交付　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書

　雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○附録

　口帝国瓦斯協会雑誌第十七巻総目次

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）

●第十八巻第二号（昭和四年三月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口町村の瓦斯化に就て

○報告

　口本管用護謨継手の研究第二報（東京瓦斯株式会社研究所）口全国市道占有料の調査（原　正　己）

○資料

　口小規模瓦斯工場の合同に就て（水　越　生）口都市瓦斯の工業用途（其二）（三浦宙里）

○論壇

　口主要工作物修繕費の軽減と技術的考察（米花伊太郎）口瓦斯販売に関する多角形的考察（和田敏喜）

　口英国瓦斯事業法改正に関する報告書（水越致和）

○海外彙報

　口昨年度に於ける英国瓦斯事業界の概況　口瓦斯事業関係判決例　口航空標識となれる世界最大の瓦斯溜

　口航空標識となれる瓦斯溜の他の一例　口独逸に於て大工業に使用せる瓦斯　口英国の煤煙防止法　口瓦

　斯に因る事故　口英国瓦斯株に就て

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口電気事業臨時調査会の設置　口金沢市瓦斯供給條例の改正　口岡山瓦斯業績

　口松本瓦斯工業成績　口福山瓦斯業況　口小松瓦斯業況　口長浜瓦斯業況　口銚子瓦斯業況　口各社其の

　折々
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○会報

　口定例理事会　口監事会　口定時総会開催の件　口岩崎，参木，池田三理事の渡欧　口会員の渡航　口瓦

　斯事業市営に付き瓦斯財産評価の件　口瓦斯委員杉浦宗三郎氏の辞任　口燃料通俗講演会の開催　口瓦斯

　事業要覧の発行　口懸賞文の発行　口新入会員　口特別会員の改称　口正会員会費領収報告　口各社寄贈

　事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）

●第十八巻第三号（昭和四年五月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口第十七回定時総会開催に際して

○報告

　口大島博士奨励金処分の件

○資料

　口経済上より観たる亜米利加瓦斯事業の趨勢（水　越　生）口新知識その折々（続）（Ｙ　Ｋ　生）口

　都市瓦斯の工業用途（其三）（三浦宙里）

○論壇

　口瓦斯製造原価の比較研究（水越和知）

○海外彙報

　口倫敦八瓦斯会社営業成績　ロベルリンに於ける瓦斯溜破壊　口英国公私営瓦斯事業修繕費の観察　口合

　衆国生活費指数　口瓦斯界の革命　ロニーデルランドに於ける瓦斯事業者数　口襖太利瓦斯事業業況　口

　米国瓦斯事業の発展　口独逸瓦斯事業者数　口瓦斯漏洩表示器の発明

○雑報

　口新規瓦斯事業の許可　口東京瓦斯の増資と使用人共済組合　口高知瓦斯会社供給條件　口泉州瓦斯業況

　口岡崎瓦斯業績　口仙台瓦斯成績　口明石瓦斯業績　口津山瓦斯成績　口姫路瓦斯業況　口鶴岡瓦斯業況

　口三條瓦斯会社開業式　口下関瓦斯の防府瓦斯合併　口朝鮮瓦電買収問題　口北陸瓦斯協会総会開催　口

　関東瓦斯友会総会開催　口海外便り　口新規瓦斯事業の発起

○会報

　口瓦斯事業委員会委員の任命　口定例理事会　口定款の改正　口技術部会委員会　口営業部会委員会　口

　帝国瓦斯協会燃料協会連合主催通俗燃料講演会　口臨時寄附金申込　口瓦斯機器展覧会の開催　口英国瓦

　斯協会前書記長ダン氏招聘　口特別会員入会　口新　入会者　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報

　告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○附録

　口昭和三年度会務報告　口昭和三年度会計報告　口昭和四年度収支予算　口技術営業部会報告

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）

●臨時増刊技術部会，営業部会連合講演号（昭和三年六月二十五日発行）

○講演

　口開会の辞（技術部会副委員長　坂井定吉）口無水槽瓦斯溜に就きて（東京瓦斯株式会社技師　三村省

　三）口瓦斯冷蔵器とその販売（大阪瓦斯株式会社技師　四角誠一）口瓦斯「コークス」販売の現在及び

　将来（神戸瓦斯株式会社販売部長　前田　勇）口神戸瓦斯会社に於ける「ソルベー」式「ペンゾール」

　回収装置に就て（神戸瓦斯株式会社技師　森岡秀雄）口「ビクトリック・ヂョイント」に就て（東京瓦

　斯株式会社技師　諏訪　貢）口骸炭問題に就て（関東瓦斯友会　益子勉二）口工業用瓦斯器具に就て

　（東邦瓦斯株式会社技師　福本　根）口瓦斯「メートル」に就て（大阪瓦斯株式会社技師　田中久八郎）

　口水平貫通式瓦斯発生窯に於ける骸炭消火装置に就て（東邦瓦斯株式会社技師　服部国雄）口瓦斯熱利
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用の将来に付て（東京瓦斯株式会社神田営業所長主事　斎藤時之助）口「タール」の機械的脱水に就て

（横浜市瓦斯局工務課長技師　日高晴生）口所感（東京帝国大学教授工学博士　大島義清）口閉会の辞

（技術部会副委員長　坂井定吉）口金沢市電気局に於て実施せる瓦斯の宣伝に就て（金沢市電気局主事

示村龍）口築窯業者としての希望（坂本周作）

●第十八巻第四号（昭和四年七月二十五日発行）

○報告

　口第十七回定時総会記事（一，第二十四回評議員会
一

一？
第十七回定時総会　三，第二十五回評議員会

　四，帝国瓦斯協会及燃料協会連合講演会　五，臨時寄附者芳名　六，晩餐会　七，定時総会出席者氏名

　八，呉工廠及燃料廠視察）口営業部会技術部会第二回大会記事（一，技術部会委員会　二，営業部会委

　員会　三，技術部会営業部会連合講演会　四，技術部会第二回大会　五，営業部会第二回大会　六，技術

　部会営業部会連合懇親会　七，技術営業連合部会出席者氏名）口第一回瓦斯器機展覧会記事

○資料

　口都市瓦斯の工業用途（其四）（三浦宙里）口新らしき瓦斯分析法（Ｋ　Ｙ　生）

○法令

　口高田市瓦斯供給條例中改正條例　口金沢市瓦斯供給條例施行細則

○海外彙報

　口英国侍医の瓦斯推賞　ロロイドジョーヂと瓦斯事業　口独逸瓦斯水道博覧会閉会式に於ける諸名士の演

　説　口亜米利加合衆国に於ける瓦斯事業の諸傾向に就て　口和蘭瓦斯事業概況　ロラヂオ用蓄電池に瓦斯

　火で発電して充電　ロマンチェスター瓦斯メートル検定成績　口外人の見たる瓦斯工場視察印象記　口瓦

　斯液の肥料としての利用

○雑報

　口瓦斯事業の許可　口東京瓦斯増資及料金問題の経過　口大阪瓦斯払込　口神戸瓦斯会社増資可決　口東

　邦瓦斯の総会　口金沢市昭和三年度瓦斯供給高　口豊橋瓦斯成績　口明石瓦斯業況　口今治瓦斯製氷業況

　口浜松瓦斯成績　口葛飾瓦斯の成績　口高岡瓦斯の業績　口上野瓦斯成績　口諏訪瓦斯成績　口浪速瓦斯

　業況　口島原瓦斯会社の解散　口宇和島瓦斯株式会社営業開始　ロハ王子瓦斯株式会社創立　口大宮瓦斯

　株式会社創立　口姫路瓦斯飾磨工場竣工祝賀式の挙行　口第九回西部瓦斯友会総会の開催　口北越瓦斯協

　会総会　口各社其の折々　口新規瓦斯事業の計画（・飯田瓦斯創立　・盛岡瓦斯設立　・大津瓦斯計画の

　経過　・塩釜瓦斯の創立計画　・佐賀瓦斯設立計画　・酒田瓦斯事業計画　・南葛の二瓦斯設立認可申

　請）口人事住来

○会報

　口定款の改正の認可　口理事会　口定例理事会　口技術営業両部会委員の選定　口瓦斯器機展覧会出品審

　査の件　口技術部会委員会　口営業部会委員会　口特別会員入会　口新入会者　口正会員会費領収報告

　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口開会の辞（社団法人帝国瓦斯協会会長貴族院議員　渡逞千代三郎）口挨拶Ｏ日淵龍起）口生活の改善

　と燃料の進化（廣島瓦斯電軌株式会社工務課長技師　豊島愛明）口鉄と石炭（八幡製鉄所化工部長九州

　帝国大学教授　黒田泰造）口産業上より見たる瓦斯事業（横浜市瓦斯局長　渡逞　扶）口国防と燃料

　（海軍燃料廠研究部海軍機関大佐子爵　河瀬　億）口家庭燃料に就て（燃料研究所長帝国大学教授工学博

　士　大島義清）口閉会の辞（社団法人帝国瓦斯協会会長貴族院議員　渡逞千代三郎）

○附録

　口本管用護謨継手の研究第三報（東京瓦斯株式会社研究所）

○寄書

　口伯林瓦斯水道博覧会見物記（南満洲瓦斯株式会社　志村徳造）
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●第十八巻第五号（昭和四年九月二十五日発行）

○資料

　口都市瓦斯の工業用途（其五）（三浦宙里）口脱硫器の後循環法と詰替手数の激減に就て（米花伊太郎）

○論壇

　口英国瓦斯事業法の改正（水越致和）口供給瓦斯品質改善の急務と熱料金制（米花伊太郎）口小瓦斯工

　場の今昔（金子留吉）口石炭に対する水素の作用（Ｙ　Ｋ　生）

○法令

　口横浜市改正瓦斯供給條例　口仙台瓦斯株式会社供給規程改正條項　口宇都宮瓦斯株式会社改正供給規程

○海外彙報

　口英国瓦斯会社の共同株主制度及分配制度概要　口瓦斯有毒調査委員会の任命　口仏蘭西瓦斯料金の趨勢

　口仏蘭西瓦斯協会第五十二回年次総会　口一九二九年瓦斯（資本金及借入金）規則概要

○雑報

　口東京瓦斯の裁定申請　口東邦瓦斯の専業分離　口東邦瓦斯会社熱量供給の計画　口泉州瓦斯業績　口鶴

　見瓦斯業況　口松本瓦斯業況　口福山瓦斯業況　口松山瓦斯業績　口長浜瓦斯成績　口小松瓦斯成績　口

　銚子瓦斯業況　口近畿瓦斯友会総会　口関東瓦斯友会の骸炭協議　口東京，東邦対抗野球戦　口各社其の

　折々　口新規瓦斯事業の計画　口相模瓦斯の工事進行　口清水瓦斯の創立経過　口倉敷瓦斯業況　口熱海

　瓦斯創立　口米子瓦斯会社設立計画　口見附瓦斯町営計画　口大津瓦斯会社発起経過　口松江市営瓦斯工

　事着手　口都城市の瓦斯計画　口宮崎市の瓦斯計画　口瀬戸瓦斯創立計画　口播州三木町瓦斯計画　口酒

　田町瓦斯事業計画　口伊勢崎瓦斯創立延期　口葛飾瓦斯拡張計画　口人事往来　口「売りたい物，買い度

　い物」欄の設置

○会報

　口独逸瓦斯水道協会総会に於ける当協会会長名誉会員推薦　口主任技術者試験に関する件　口大島博士奨

　励金受領　口参木理事其他の帰朝　口評議員の逝去　口瓦斯事業法令集の改訂　口英国瓦斯協会前書記長

　ダン氏歓迎講演会の開催　口特別会員入会　口新入会者　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書

　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口北米合衆国に於ける水陸瓦斯製造法の発達に就て（大阪瓦斯株式会社技師　清島対吉）

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）

●第十八巻第六号（昭和四年十一月二十五日発行）

○資料

　口新知識その折々（続）（Ｙ　Ｋ　生）口瓦斯溜に関する特許

○論壇

　口本邦瓦斯事業の概観（商工技師　三輪震一）口瓦斯宣伝に関する或る分類と其特質（会員　和田敏喜）

○海外彙報

　口英国瓦斯事業累年比較表　口独逸に於ける瓦斯宣伝の発達　口瓦斯本管継手ゴム侵食さる　口一酸化炭

　素による事故　口独逸瓦斯協会総会　口英国瓦斯販売の地域的観察　口新聞社の瓦斯消費量　口瓦斯マン

　トルの発眼者カール・アウエル博士の訃報

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口第十回西部瓦斯友会総会　口茨城瓦斯の業況　口小田原瓦斯成績　口武州瓦

　斯成績　口三條瓦斯業況　口静岡瓦斯成績　口山口瓦斯成績　口上田瓦斯業況　口躍進顕著なる北海道瓦

　斯　口上野瓦斯の業績　口藤本憲治氏の帰朝談　ロハ王子瓦斯製造所の地鎮祭　口南満洲瓦斯業況　口各

　社断片

○会報

　口定例理事会　口監事会　口営業部会委員会　口技術部会常任委員会及委員会議事　口英国瓦斯協会前書
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　記長ダン氏歓迎講演会　口評議員の推薦　口岩崎理事の帰朝　口池田理事の帰朝　口藤本憲治氏の帰朝

　口京都舟橋技師の帰朝　口三島，村山両技師の帰朝　ロダン氏講演会に関する寄附金　口瓦斯事業主任技

　術者鐙衡試験の施行　口市政会館及公会堂落成記念復興展覧会出品の件　口新入会者　口正会員会費領収

　報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口英国に於ける石炭瓦斯製造の考査と諸問題（英国瓦斯協会前書記長　ウオルター・テー・ダン）口米

　国に於ける瓦斯事業の趨勢（亜米利加瓦斯協会代表　ゼイ・アーノルド・ノークロス）口合成工業の勃

　興と餓死事業の将来（三池染料工業所技師　石毛郁治）

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）

【第十九巻】

●第十九巻第一号（昭和五年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口昭和五年を迎ふ

○報告

　口最近に於ける瓦斯事業の状況　口本邦に於ける都市瓦斯の特殊用途

○資料

　口石炭に対する水素の作用（二）（Ｙ　Ｋ　生）口米国に於ける瓦斯脱水の一実例（三浦宙里）口新知

　識其の折々（続）（Ｙ　Ｋ　生）口瓦斯溜に関する特許（続）

○海外彙報

　口独逸家庭に於ける瓦斯用途　口米国ノーフォク市に於けるシチー瓦斯会社の美化方法に就て　口瓦斯料

　金制に就て　口英国瓦斯事業の近況　口瓦斯事業の将来　口小瓦斯工場用螺状遠心式洗浄機の採用

○雑報

　口栃木瓦斯の許可　口西尾瓦斯の許可　口中津瓦斯の許可　口三島供給所の許可　口関東瓦斯友会第五回

　総会　口北日本瓦斯協会の創立　口東京瓦斯の職制の改正　口南満洲瓦斯業績　口堺瓦斯業績　口豊橋瓦

　斯成績　口大牟田瓦斯業況　口諏訪瓦斯業況　口上野瓦斯成績　口各社断片（南満洲瓦斯のサービス週間，

　東京瓦斯の団体保険制度，横浜市瓦斯局の来年度拡張計画，富次南満洲瓦斯専務視察談，知多工場の瓦斯

　熱量制，九州瓦斯据置，瓦斯器検査修繕，姫路瓦斯株式会社前途，仙台瓦斯記念式，岡山瓦斯決算株主総

　会，岡山瓦斯料金値下，松坂町の瓦斯供給開始，大宮瓦斯会社の経過，平塚町の瓦斯配給）口新規瓦斯

　事業の計画（清水瓦斯の創立，笠岡町瓦斯会社計画，都城市営瓦斯問題，伊東瓦斯創立計画，両瓦斯会社

　共願の調停，舘林瓦斯愈々成立，盛岡瓦斯の創立準備，松江市営瓦斯條令，宮崎瓦斯愈々出現，加茂町営

　瓦斯）

○会報

　口定例理事会　口「コークス」代用方陳情の件　口瓦斯肴焼器懸賞募集の件　口第一回瓦斯機器展覧会出

　品入賞者の決定　口瓦斯事業主任技術者鐙衡試験合格者　口評議員の逝去　口新入会者　口正会員会費領

　収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口独米瓦斯界の近況（工学博士　参木録郎）口石炭の化学的利用に就いて（三井礦山株式会社三池染料

　工業所　荘原和作，代演　山口俊彦）

○附録

　口帝国瓦斯協会雑誌第十八巻総目次

○寄書

　口生ひ立つ悩み（高知瓦斯株式会社　Ｒ　Ｋ　生）口石川君を憶ふ
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●第十九巻第二号（昭和五年三月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口瓦斯事業の普及に就て

○資料

　口欧米に於ける石炭瓦斯応用の器具（東京瓦斯株式会社技師　吉見正雄）口耐火煉瓦の撰定に就て（東

　京窯櫨工務所　清水克彦）口新知識其の折々（続）（Ｙ　Ｋ　生）

○論壇

　口瓦斯熱量単位販売制度に就て（東邦瓦斯株式会社）口英国サーム制度の沿革（水越致和）口瓦斯溜修

　理の為の瓦斯直送に就て（技術部会常任委員米花伊太郎）

○海外彙報

　口第二回一酸化炭素調査委員会の開催　口一酸化炭素中毒に因る死亡に就て　ロジョージ・エベツト氏の

　水性瓦斯論　口投資家より見たる瓦斯事業　ロバーミンガム瓦斯局瓦斯料金改正　口瓦斯工作物の耐久年

　限　口百廿哩の遠距離瓦斯輸送　口亜米利加製造瓦斯事業の趨勢　口一九二九年度加奈陀瓦斯事業に就て

　口瓦斯点火器の研究と普及

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口盛岡瓦斯の許可　口成田瓦斯の許可　口小笠原瓦斯の不許可　口東京瓦斯本

　社の移転　口東邦瓦斯九州区域分離認可　口鶴見製造所の完成　口大阪瓦斯業績　口泉升|瓦斯本期業績

　口発展急速なる関東瓦斯　口仙台瓦斯業況　口今治瓦斯製氷成績　口鶴岡瓦斯業績　口大垣瓦斯電気成績

　口桑名瓦斯成績　口銚子瓦斯成績　口高岡瓦斯成績　口鳥取瓦斯業績　口桐生瓦斯成績　口各社断片（東

　京瓦斯各営業所長其他の転任，宇都宮益子氏の業進，東邦瓦斯料理講習，日本海電気料金値下申請，瓦斯

　管継手類規格統一委員会，瓦斯自動焼印機械の輸入，山岡技師の業進）口新規瓦斯事業の計画（米子瓦

　斯会社の創立，熱海瓦斯の工事進行，塩釜瓦斯株式会社の創立，播磨瓦斯成立，萩瓦斯会社設立認可申請，

　坂出瓦斯会社愈々創立，宮崎瓦斯調査委員，松江市営瓦斯近く供給開始，加茂町営瓦斯の経過，宮城県石

　巻町営瓦斯計画）

○会報

　口定例理事会　口営業部会常任委員会　口技術部会常任委員会　口燃料協会特別講演会　口役員衆議院議

　員当選　口武井千萬人氏の渡航　口日高技術部会委員の辞任　口新入会者　口正会員会費領収報告　口各

　社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）口瓦斯の得率は何処まで（関東瓦斯株式会社　Ｔ　Ｋ　生）口宣傅

　捨てる勿れ（長浜くさの生）

●第十九巻第三号（昭和五年五月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口不況の対策ありや

○資料

　口副産物収入の瓦斯料金に対する影響（水越致和）口石炭の低温乾溜より生ずる水溶液に就て（ＴＯＴ

　引

○論壇

　口欧米瓦斯事業管見（東邦瓦斯株式会社常務取締役　池田増太郎）口灸増燃料の石炭化に依る骸炭増産

　の考察（技術部会常任委員　米花伊太郎）口立体式萬能瓦斯レンチの発明に就て（第七高等学校造士館

　教授　荒木吉次朗）口瓦斯事業の将来に就て（水越致和）

○法令

　口松江市瓦斯供給條例　口豊橋瓦斯株式会社改訂契約書

○海外彙報

　口英国に於ける瓦斯中毒に依る死亡に就て　口英国瓦斯事業成績　口英国倫敦九瓦斯会社の営業成績　口
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　伊太利に於ける瓦斯事業　口伯林瓦斯事情　口合衆国製造瓦斯概況　口和蘭に於ける瓦斯の長距離輸送

　口金属熱処理用瓦斯消費旺盛

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口米子瓦斯の許可　口三重瓦斯の許可　口飯塚瓦斯の許可　口東海地方近県同

　業者打合会　口北日本瓦斯協会第一回総会　口近畿瓦斯友会の会合　口第十一回西部瓦斯友会総会　口第

　六回関東瓦斯友会総会　ロハ王子瓦斯株式会社開業式　口長岡天然瓦斯業績　口山口瓦斯成績　口和歌山

　瓦斯業況　口武州瓦斯成績　口長野瓦斯業況　口頗る便利な冷蔵器　口各社彙報（東京瓦斯副社長の就任，

　東京瓦斯副産株式会社の組織変更，大阪瓦斯会社の新築着工，金沢市電気局瓦斯部の拡張，東邦瓦斯九州

　区分離独立成行，小松町火災状況並同社急施詳報，福山瓦斯料金値下，松江市営瓦斯料金の設定，足利瓦

　斯料金値下，南満瓦斯で瓦斯展覧会，南満瓦斯拡張，豊橋瓦斯の契約解決）口新規瓦斯事業計画（松江

　市営瓦斯の供給開始，五原・村松の瓦斯会社の計画，飯田瓦斯会社創立経過，大津市瓦斯事業計画の其後，

　熱海瓦斯の其の後，見附町町営瓦斯再度認可申請，宇部瓦斯発起人会，笠岡瓦斯申請，盛岡瓦斯の創立）

　口瓦斯界往来（浜松高工の瓦斯講座，白金瓦斯点火器，龍宮進一氏の柴転）

○会報

　口委員の補欠選定　口委員の辞任　口評議員の辞任　口第二回瓦斯機器展覧会　口会員の逝去　口新入会

　者　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口Ｔ・Ｋ生の「瓦斯得率は何処まで」を読みて（サム・エンヂニアー）口草野氏に賛す（経済春秋社

　和　田　生）

●臨時増刊技術部会，営業部会連合講演号（昭和五年六月二十五日発行）

○講演

　【技術営業両部会主催連合講演会第一日】

　口開会の辞（営業部会委員長　岩村菜次郎）口瓦斯の特殊器具に就て（東京瓦斯株式会社技師　吉見正

　雄）口我国の瓦斯事業と熱量単位販売制度（東邦瓦斯株式会社取締役技師長　藤本憲治）口瓦斯骸炭販

　売に必要なる概念（神戸瓦斯株式会社販売部長　前田　勇）口瓦斯事業の合理化（ｲ山台瓦斯株式会社常

　務取締役　佐藤十兵衛）口瓦斯事業の経営に就て（尼崎瓦斯株式会社専務取締役　原　正巳）口再び骸

　炭問題に就て（関東瓦斯友会　益子勉二）口瓦斯販売の一考察（大阪瓦斯株式会社　人見常次郎）

　【技術営業両部会主催連合講演会第二日】

　口挨拶（会長　渡逞千代三郎）口海外所見（商工事務官　辻　謹吾）口検定統計上より観たる瓦斯「メ

　ートル」に就て（商工省中央度量衡検定所長橘川司亮）口都市瓦斯より観たる石炭低温乾留（燃料研究

　所技師　伴　義定）口鋼管の分岐設備と瓦斯管の防錆に就て（日本鋼管株式会社技師　伴宜）口赤熱骸

　炭無水消火装置に就て（東京瓦斯株式会社鶴見製造所長　内田嘉吉）口瓦斯の応用器具に就て（大阪瓦

　斯株式会社　浅田恒彦）口珪石煉瓦に就て（黒崎窯業株式会社取締役技師長　高良　淳）ロアルミニウ

　ム製瓦斯管に就て（東京瓦斯株式会社　中村秀夫）ロローターセルラー型瓦斯圧送機に就て（神戸瓦斯

　株式会社　福島鷹男）

●第十九巻第四号（昭和五年七月二十五日発行）

○報告

　口第十八回定時総会記事（一，第二十六回評議員会　二，午餐会　三，第十八回定時総会　四，観劇会

　五，東京瓦斯鶴見製造所其他の見学）口第三回技術部会営業部会大会（・技術部会営業部会主催聯合講

　演会第一口　・技術部会営業部会主催聯合講演会第二日　・各地瓦斯友会聯合協議会）口第二回瓦斯機

　器展覧会

○資料

　口新知識その折々（続）（Ｙ　Ｋ　生）

○論壇
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　口石炭乾留試験報告書（明治専門学校瓦斯発生所　水野忠秀）

○法令

　口相模瓦斯株式会社瓦斯供給規程

○海外彙報

　口瓦斯本管及取附装置標準仕様に就て　口瓶詰瓦斯の発売　口小瓦斯工場に於ての瓦斯脱水　口温水器取

　附標準仕様　口脱硫用酸化鉄の顕著なる改良

○雑報

　口瓦斯事業委員会　口藤沢瓦斯の許可　口萩瓦斯の許可　口伊東瓦斯の許可　口飯塚瓦斯の許可　口東京

　瓦斯の事業拡張と刷新　口南満洲瓦斯廿周年記念祝賀会　口北海道瓦斯の発展性　口新潟瓦斯市営問題

　口長岡瓦斯の市買収案　口神戸瓦斯の料金値下　口仙台瓦斯の今期　口姫路の明石瓦斯買収　口坂出瓦斯

　の創立　口大牟田瓦斯業況　口浜松瓦斯成績　口今治瓦斯製氷成績　口豊橋瓦斯業況　口桑名瓦斯業況

　口大垣電気瓦斯業況　口宇都宮瓦斯成績　口葛飾瓦斯業況　口上野瓦斯業態　口草花類を利用して瓦斯漏

　洩調べ　口各社近況（東京瓦斯据置，関東瓦斯決算，尼崎瓦斯料金値下，九州瓦斯報奨契約改訂，平塚瓦

　斯委員会，廣島検定所新築祝賀会，瓦斯器具製作発売，瓦斯市営会議，合同瓦斯の松坂工場買収交渉，神

　戸瓦斯料金値下，和歌山瓦斯の料金値下の申請，東京瓦斯営業所の増設）口新規瓦斯事業計画（三舞鶴

　瓦斯の創立，宮崎瓦斯愈々出現，萩瓦斯会社認可申請，新発田瓦斯会社設立認可促進，新潟見附町瓦斯町

　営問題，米子瓦斯創立，犬山町瓦斯計画，宇部瓦斯市営計画，盛岡瓦斯設立，瀬戸瓦斯中止）口天然瓦

　斯近況（台湾綿水の天然瓦斯，千葉県下の天然瓦斯，大面村の瓦斯新潟へ引用）口瓦斯界往来（大島博

　士の渡欧，栗原博士の勅任，今井武光氏の渡欧，隅田京都瓦斯常務の業進）口近畿瓦斯友会幹事表彰

　口前号記事訂正

○会報

　口理事会　口監事会　口第二十六回評議員会　口岡本副会長辞任の件　口副会長及理事補欠当選の件　口

　技術部会委員会　口営業部会委員会　口大島博士奨励金の寄贈　口第二回瓦斯機器展覧会出品審査の件

　口瓦斯肴焼器懸賞募集の件　口理事及び評議員の逝去　口新入会者　口正会員会費領収報告　口各社寄贈

　事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口瓦斯暖房装置と衛生に就いて（豊岡病院長医学博士　森田公平）口瓦斯溜に就て（株式会社石井鉄工

　所取締役技師長　鈴木英正）

○附録

　口昭和四年度会務報告　口昭和四年度会計報告　口昭和五年度収支予算　口昭和四年度技術部会会務報告

　口昭和四年度営業部会会務報告

○寄書

　口瓦斯工学問答（続）（三浦宙里）口熱効率向上と火口並に容器との関係（関東瓦斯株式会社　Ｔ　Ｋ

　生）口生ひ立つ歓び（高知瓦斯株式会社　Ｒ　Ｋ　生）

●第十九巻第五号（昭和五年九月二十五日発行）

○資料

　口第二回一酸化炭素調査委員会　口注目すべき小瓦斯会社の圧縮に依る脱水（三浦宙理）

○論壇

　ロエレクトロラック瓦斯冷蔵器の作用及其取扱法（南満洲瓦斯株式会社研究所長　大坪清人）口瓦斯事

　業の合理化に就て（一）（水越致和）口石炭乾留に於ける二硫化炭素の成因（Ｙ　Ｋ　生）

○法令

　口樺太廳瓦斯事業取締規則　口樺太廳瓦斯事業取締規則施行心得　口相模瓦斯株式会社供給規程訂正

○海外彙報

　口昨年度英国瓦斯事業の実績　ロピープルズ・ガス会社熱量制採用　口英国瓦斯事業の現況　口英国諸都

　市の瓦斯状況　口禁酒祭に於て瓦斯宣伝　口伯林テーゲル瓦斯工場の近況　口瓦斯及骸炭工場に於て生ず
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　る汚液と其処分　口独逸に於ける都市瓦斯の脱水

○雑報

　口笠岡瓦斯の許可　口田逞瓦斯の許可　口東京瓦斯上期成績　口失業防止特別委員会の決議　口泉州瓦斯

　今期成績　口小松瓦斯業績　口岐阜瓦斯成績　口福山瓦斯業績　口松山瓦斯成績　口松本瓦斯工業成績

　口銚子瓦斯成績　口岡崎瓦斯業況　口宇和島瓦斯業況　口高知瓦斯業態　口別府瓦斯成績　口各社彙報

　（東京瓦斯バローズ計算機の使用，神戸瓦斯総会，岡山瓦斯今期，九州瓦斯戸畑直送，尼崎瓦斯料金値下，

　浜松瓦斯業績，堺瓦斯業績，大宮瓦斯の事業拡張資金，九州瓦斯の島原瓦斯の買収，和歌山瓦斯瓦斯料金

　値下申請，下関瓦斯決算，高田市米制に改正，山口瓦斯の近況，長岡天然瓦斯市営問題，熱海瓦斯料金認

　可,）口新規瓦斯会社計画（新発田瓦斯事業計画の其後，中央合同瓦斯創立，合同瓦斯創立総会，埼玉瓦

　斯の創立，犬山瓦斯創立，徳山瓦斯発起計画，瓦斯管漏洩の検出法,）口燃料展覧会の開催　口瓦斯界往

　来（岩村東京瓦斯支配人の栄進，山形瓦斯の重役改選，金滓電気局の移動，鶴見瓦斯会社の移動，古市工

　業所と太陽社との円満解決，国産瓦斯機器陳列所の設置，ヴィクトリックジョイント会社の陳列所，富岡

　技師博士学位を授与さる，「内藤游燃料論集」頒布の趣旨）

○会報

　口定例理事会　口瓦斯竃七輪標準型制定調査委員決定　口懸賞募集瓦斯肴焼器審査委員決定　口岸常任理

　事常任辞任の件　口評議員辞任の件　口東京瓦斯社員海外視察　口主任技術者鐙衡試験の実施　口瓦斯事

　業主任技術者免状交付　口会員の訃報　口新入会者　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口

　寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口瓦斯事業法の改正に就て（△　○　生）口友人田中富三郎君反省を促す（益　子　生）

●第十九巻第六号（昭和五年十一月二十五日発行）

○報告

　口瓦斯増熱器の試験報告（東京瓦斯株式会社研究所）

○資料

　口第二回一酸化炭素調査委員会（二）口新知識その折々（続）（Ｙ　Ｋ　生）口瓦斯「メーター」使用

　料に関する一考察（高知瓦斯株式会社　Ｒ　Ｋ　生）

○論壇

　口昭和四年度に於ける本邦瓦斯事業の状況　口瓦斯製造原料としての木材（Ｙ　Ｋ　生）口瓦斯事業の

　合理化に就て（二）（水越致和）

○雑録

　口燃料展覧会を覗きて（三浦宙里）口燃料展覧会の開催

○海外彙報

　口一九二九年度英国商務省瓦斯事業報告書　口米国に於ける瓦斯製造原価の一例　口維納市に於ける瓦斯

　口北米加州の瓦斯事業　口倫敦市長夫妻の瓦斯工場視察　口瓦斯及電気事業に於ける事故　口瓦斯販売量

　の増加策　口伯林市営瓦斯成績　口市営事業の可否　口巴里瓦斯工場の改造　口英国に於ける骸炭櫨瓦斯

　購入量　ロタリー氏の逝去　ロレオナルド・ケルチング氏の逝去　口舗装歩道下繰抜式引込工事の成功

　口瓦斯と健康

○雑報

　口旭川瓦斯事業の許可　口青森瓦斯の許可　口日本経済聯盟会の原価鎖却年数改正案　口労働組合法案に

　対する実業団体の意見　口東京瓦斯の業績　口北海道瓦斯の今期業績　口小田原瓦斯成績　口倉敷瓦斯業

　況　口千葉瓦斯工業成績　口山中瓦斯業績　口山口瓦斯成績　口長野瓦斯業況　口津山瓦斯業況　口和歌

　山瓦斯成績　ロコークス需用促進　口清水瓦斯開業式の挙行　口米子瓦斯の開業　口熱量販売制の認可近

　く　口武州瓦斯近況　口各社彙報（朝鮮瓦斯電気上期業績，福井瓦斯値下認可，松江市瓦斯宣伝，盛岡瓦

　斯料金の諮問，久留米市営瓦斯の調査，新潟瓦斯市営の推移，横浜瓦斯局煉炭の発売，奈良瓦斯近く料金

　値下，大阪瓦斯瓦斯給所新設計画，東京瓦斯銀座陳列所の開始，塩窯瓦斯の点火，葛飾瓦斯の船橋供給所
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　施設開始，銚子瓦斯の瓦斯溜修繕）口新規瓦斯事業の計画（埼玉瓦斯創立総会，飯田瓦斯の創立，撫養

　と小松島に瓦斯会社計画）口瓦斯界往来（大島博士の帰朝，前田神戸販売部長の柴進，神戸瓦斯職制変

　更，南海瓦斯興業の商号変更，新発田瓦斯競願の解決，謙信洋行主の渡独，燃料研究所の創立十周年記念，

　八王子瓦斯関口常務の死去）口瓦斯事業法概論の発刊

○会報

　口懸賞瓦斯肴焼器審査委員会　口七輪竃標準型制定調査委員会　口燃料展覧会図表出品　口瓦斯事業主任

　技術者試験施行　口東京瓦斯会社社員渡米　口新入会者　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書

　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○寄書

　口瓦斯「ナンセンス」（高知瓦斯株式会社　Ｒ　Ｋ　生）

【第二十巻】

●第二十巻第一号（昭和六年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口昭和六年を迎ふ

○報告

　口瓦斯事業法改正案諮問に対する瓦斯事業者大会（一，第二十七回評議員会　二，瓦斯事業者大会）

○資料

　口第二回一酸化炭素調査委員会（三）口家庭燃料経済座談会（報知新聞）

○論壇

　口倫敦市に於ける瓦斯供給事業（楠原祖一郎）口小工場として完全瓦斯化の考察（三浦宙理）

○海外彙報

　口独逸に於ける瓦斯の長距離輸送　口瓦斯ストーブ自動点火器の考案　口瓦斯審査官の告示　口病院及医

　師の瓦斯需用　口佛国瓦斯界近況

○雑報

　口東京瓦斯の料金値下申請　口瓦斯熱量制の認可　口電気事業法改正要綱　口第十二回西部瓦斯友会総会

　口塩釜瓦斯開業式　口第七回関東瓦斯友会総会　口各種燃料実験比較成績　口東海瓦斯友会の開催　口豊

　橋瓦斯業況　口大牟田瓦斯業況　口浜松瓦斯業態　口大宮瓦斯業績　口下関瓦斯業態　口宇都宮瓦斯業績

　口大垣瓦斯電気業績　口上野瓦斯成績　口柏崎瓦斯業況　口高岡瓦斯業況　口各社断片（長岡瓦斯の料金

　値下認可，京都瓦斯料金下，岐阜瓦斯業況，九州瓦斯業況，岡山瓦斯業況と料金値下，新潟瓦斯市営問

　題）口新規瓦斯事業計画（西部瓦斯創立，宇部市会の瓦斯市営可決，盛岡瓦斯工事完成に近づく，宮崎

　瓦斯需用申込）口瓦斯界往来（廣島瓦斯電軌会社の刷新，岡山瓦斯開業二十週年記念式典の挙行，東部

　電力瓦斯部の刷新）

○会報

　口瓦斯事業法改正案に関する理事会　口瓦斯事業法改正案諮問に対する第二回理事会　口瓦斯事業法改正

　案諮問に対する第三回理事会　口第二十七回評議員会及全国瓦斯事業者大会　口答申書の提出　口技術部

　会常任委員会　口西部瓦斯友会及北陸瓦斯友会連合臨時大会　口近畿瓦斯友会臨時会合　口関東瓦斯友会

　幹事会社会　口東海瓦斯友会臨時会合　口評議員の推薦　口瓦斯事業主任技術者免状交付　口懸賞瓦斯肴

　焼器審査小委員会　口東京瓦斯会社社員の帰朝　口新入会員　口会員の逝去　口正会員会費領収報告　口

　各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口その土地の文化は瓦斯供給量に比例（今治瓦斯製氷株式会社　瀧　勇）口家庭燃料に就て（帝国瓦斯

　協会書記長　水越致和）口どうして瓦斯を使はねばならぬか（商工技師　三輪震一）口家庭燃料に就て

　（松山高等学校教授　橋本吉郎）

○附録

（360）



　　　　　　　　　　　　　　　　『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（3∩瀧本）

　口第十九巻総目次

○寄書

　口瓦斯最低使用量の規定に就て（Ｒ　Ｓ　生）口小田原瓦斯溜の地震新経験（三浦宙里）
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●第二十巻第二号（昭和六年三月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口瓦斯事業法改正案の可決

○資料

　口道路施設のマンホール及下水の爆発事故に就て（水越致和）口第二回一酸化炭素調査委員会（四）口

　木材防腐剤としてのクレオソート油（Ｋ　Ｎ　生）

○論壇

　口瓦斯事業法改正案に就て（水越致和）口「レトルト」に就て（東京窯櫨工務所　清水克彦）口成功せ

　る廃熱汽鎖の実績（三浦宙里）

○法令

　口瓦斯事業法改正案審議

○海外彙報

　口料金構成委員会報告書　口需用者主義調査委員会報告　口英国モスレイ市の新料金制度　口瓦斯盗用者

　に対する膿刑　口瑞西の瓦斯業況　口印度の瓦斯事業　口英国瓦斯技術者の俸給に就て　口無水瓦斯溜の

　普及

○雑報

　口瓦斯事業委員会　口瓦斯事業委員会　口徳山瓦斯会社の許可　口見附天然瓦斯の許可　口瓦斯事業経営

　許可権の譲渡不許可　口東京瓦斯料金値下認可　口東邦瓦斯知多営業所の熱量販売制実施　口大阪瓦斯料

　金値下申請　口和歌山瓦斯料金値下認可　口彦根瓦斯成績　口相模瓦斯業況　口仙台瓦斯業況　口熱海瓦

　斯業況　口山形瓦斯業況　口清水瓦斯業況　口茨城瓦斯成績　口倉敷瓦斯業態　口津山瓦斯業況　口大多

　喜に於ける天然瓦斯　口文化護謨管の発明　口瓦斯清浄用酸化鉄粉の譲渡　口日本瓦斯技術協会の組織

　口國光式瓦斯節約器販売　口各社断片（京浜骸炭会社の創立，廣島瓦斯電軌社債発行，上野瓦斯業況，盛

　岡瓦斯の開業，今治支庁並に図書館瓦斯暖房採用，久留米市営瓦斯の経営，京都瓦斯総会，神戸森岡技師

　の渡欧，京都瓦斯副社長の当選，豊島愛明氏の栄転）

○会報

　口瓦斯事業法改正案の審議　口道路占用料調査表の作製　口瓦斯盗用取締陳方の件　口瓦斯盗用取締に付

　御願　口渡逞会長の病気　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌

　口寄贈外国図書雑誌

●第二十巻第三号（昭和六年五月二十五日発行）

○報告

　口瓦斯増熱器に就て　口瓦斯用語の補正

○資料

　口一九三〇年に於ける英国瓦斯界新考案より（三浦宙里）口瓦斯製造中熱量の変化を容易に知る試験火

　の一考察（浪速瓦斯株式会社製造課長　野田一太郎）

○論壇

　口本邦瓦斯事業の概観（昭和四年度）（商工技師　三輪震一）口本邦瓦斯事業者の料金本膿（工学博士

　富岡惟中）口公益事業としての瓦斯事業とその料金問題（一）（楠原祖一郎）口瓦斯配給方式の新傾向

　（米原伊太郎）口窯櫨築造法に就て（東京窯櫨工務所　清水克彦）

○法令

　口改正瓦斯事業法　口瓦斯事業法改正案衆議院速記録

○海外彙報
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　口倫敦瓦斯事業者の成績　口英国瓦斯事業法調査委員会の設置　口英国近年の瓦斯工場産コークスと価格

　口英国に於ける瓦斯コークス輸出状況　口英国に於ける全事業者平均産気割　口英国に於ける製司コーク

　ス輸出状況　口英国瓦斯工場に於ける原炭及び骸炭価格　口瓦斯事業功績章の授与　口市営瓦斯の譲渡

　口瓦斯と衛生

○雑報

　口瓦斯事業法改正要点　口東京瓦斯の近況　口東邦瓦斯の決算　口東海瓦斯友会第二回総会　口関東瓦斯

　友会第八回総会　口第十三回西部瓦斯友会　口静岡瓦斯業状　口武州瓦斯業況　口長浜瓦斯成績　口福山

　瓦斯業績　口高岡瓦斯業状　ロコーン瓦斯コンロの発明　口各社断片（東京大阪両社の最近瓦斯消費状況，

　製司コークスの統制，浪速瓦斯順調，衣服処理講習会，松江市瓦斯料金値下，新潟瓦斯の料金値下申請，

　宮崎瓦斯の開業）口新規瓦斯事業の計画（西尾瓦斯の創立，徳山瓦斯の創立，埼玉浦和両瓦斯工事施工

　の申請，石巻町営瓦斯事業）口東京市内に於ける瓦斯災害統計表　口瓦斯界往来（神戸森岡技師の渡欧，

　城水組鉄工所の組織変更，雑誌検友の発刊）口西部瓦斯事業者のコークス共販結成

○会報

　口定例理事会　口監事会　口改正瓦斯事業法に関する懇談会　口技術部会委員会　口第十九回定時総会日

　程の件　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書

　雑誌

○寄書

　口景気・不景気に拘はるぬ節約の真意義（長浜くさの生）

●臨時増刊技術部会，営業部会連合講演号（昭和六年六月三十日発行）

○講演

　口開会の辞（技術部会委員長　坂井定吉）口天然瓦斯の効用及利用（日本石油株式会社鉱業課長　松滓

　傅太郎）口本邦瓦斯事業の興業費に就て（商工技師　三輪震一）口天然瓦斯の利用に就て（理化学研究

　所長工学博士　大河内正敏）口北米瓦斯販売状況（東京瓦斯株式会社　大森　毅）ロコッパース式発生

　櫨に就て（大阪瓦斯株式会社　後藤邦光）口骸炭に就て（関東瓦斯友会　益子勉二）ロバロース計算機

　に就て（東京瓦斯株式会社主事三堀信次）口瓦斯「メートル」の器差の起る原因と改善方法に就て（西

　部瓦斯友会　豊島愛明）口国産瓦斯管の品質に就て（日本鋼管株式会社技師　伴宣）口閉会の辞（技術

　部会委員長　坂井定吉）口知多営業所熱量販売の実績に就て（東邦瓦斯株式会社取締役技師長　藤本憲

　治）口自記熱量計に就て（東京瓦斯株式会社技師　中込浩次）

○附録

　口昭和五年度会務報告　口昭和五年度会計報告　口昭和六年度収支予算　口技術部会会務報告　口営業部

　会会務報告

●第二十巻第四号（昭和六年七月二十五日発行）

○報告

　口第十九回定時総会記事（・第二十九回評議員会　・第十九回定時総会　・第三十回評議員会　・園遊会

　・大河津分水工事視察　・懇親会　・佐渡視察　・油田地視察）口技術部会及営業部会第四回大会　口

　技術部会及営業部会聯合主催講演会　口懸賞募集瓦斯肴焼器試験報告　口瓦斯用語の補正

○論壇

　口家庭用瓦斯料理器に就て（謙信洋行　川口一次）口公益事業としての瓦斯事業とその料金問題（二）

　（楠原祖一郎）

○海外彙報

　口認可瓦斯事業に関する英国商務省報告　口世界各国人口一人営り瓦斯消費量　口維納瓦斯事業の近況

　口瓦斯会社の広告費に就て　口英国瓦斯事業固定資本　口雲の上まで瓦斯　口米国の天然瓦斯に依る煉瓦

　焼　口熱量販売制に関する亜米利加瓦斯協会よりの照会及回答

○雑報

（362）
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　口燃料問題御聴講　口若松瓦斯の許可　口新発田瓦斯の許可　口大阪瓦斯最近の状況　口豊橋瓦斯業況

　口大牟田瓦斯成績　口和歌山瓦斯業況　口大宮瓦斯業状　口浜松瓦斯業況　口諏訪瓦斯業績　口桑名瓦斯

　成績　口各社断片（大阪瓦斯料金値下，浪速瓦斯業況，岐阜瓦斯据置，上野瓦斯料金値下，山中瓦斯被害，

　関東瓦斯の埼玉瓦斯合併，戸畑鋳物の安治川工業合併）口新規瓦斯事業計画（笠岡瓦斯の経過，延岡瓦

　斯創立の計画，藤滓瓦斯創立の計画，舘林瓦斯の工事進捗）口瓦斯界往来（高松博士祝賀伝記の刊行，

　東洋耐火煉瓦会社の社員栄転，香坂氏博士号を授かる，森田博士京都大学離任）

○会報

　口理事会　口定例理事会　口渡逞前会長に挨拶の件　口技術部会委員会　口営行部会委員会　口技術部会

　新任委員会並に委員長及副委員長就任　口営業部会委員長及副委員長の当選　口技術部会委員会報告　口

　第一回水平レトルト窯発生能力基準調査委員会　口営業部会委員会　口大島博士奨励金寄附　口当協会関

　東産業団体連合会加入　口瓦斯事業課税に付き陳情の件　口瓦斯増熱器厳重取締方陳情の件　口瓦斯の盗

　用取締の件　口改正瓦斯事業法実施に関し瓦斯事業関係官会議の開催　口新入会員　口会員の訃報　口改

　正瓦斯事業法令集の発行　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国

　図書雑誌

●第二十巻第五号（昭和六年九月二十五日発行）

○報告

　ロガス事業法の改正実施に就て　口瓦斯熱量計附属の瓦斯「メートル」の誤差測定に就て（商工省技師

　稲見慎一）

○資料

　口中小工場に適する新装の各種瓦斯発生殖に就て（帝国瓦斯協会嘱託技師　米花伊太郎）口英国瓦斯事

　業会社の従業員利益金分配制度（今　井　生）

○論壇

　口東京市郊外に対する瓦斯事業経営の出願と其の不許可処分に就て（郊外散史）口工業用瓦斯販売術

　（上）（経済春秋社長　和田敏喜訳）口公共事業としての瓦斯事業の経営及監督法（菅谷岳陽）

○法令

　口瓦斯事業法施行令中改正　口瓦斯事業法施行規則中改正　口商工省告示

○海外彙報

　口最近に於ける英国瓦斯事業業績　口新熱量単位に依る料金制度　ロエヂンバラー市営瓦斯事業の沿革及

　近況　ロルール瓦斯会社の増資　口第一回国際瓦斯会議　口独逸に於ける瓦斯と電気との協調　口瓦斯販

　売人の遵守すべき十大原則　口英国瓦斯事業の一般的業績　口巴里瓦斯会社近況　口百余年前の瓦斯管

　口独逸瓦斯協会年次大会

○雑報

　口東京郡部瓦斯出願不許可の裁断　口東京瓦斯停年制度の制定と退職給与規程の改正　口柏崎瓦斯会社満

　五周年記念　口近畿瓦斯友会会合　口銚子瓦斯業状　口仙台瓦斯業状　口山形瓦斯成績　口鶴岡瓦斯業況

　口岐阜瓦斯成績　口岡崎瓦斯成績　口彦根瓦斯業状　口上野瓦斯業況　口宇和島瓦斯成績　口倉敷瓦斯業

　態　口各社其の折々（神戸瓦斯上期成績，京都瓦斯今期業績，豊橋瓦斯今期決算，福山瓦斯業績，岡山瓦

　斯業績，堺瓦斯の増資と料金値下，八王子瓦斯会社の供給区域拡張，武州瓦斯の料金値下，埼玉瓦斯浦和

　開業）口新規瓦斯事業の計画（徳山瓦斯会社の創立，三重瓦斯の創立延期，房州瓦斯株式募集，笠岡瓦

　斯設立の延期申請，佐賀瓦斯利用組合設置，石巻町営瓦斯事業）口瓦斯界往来（東京瓦斯の重役改選，

　宇和島瓦斯社長更迭，武升|瓦斯の瀧脇社長の辞任）口新規瓦斯事業の許可（犬山瓦斯許可，中蒲瓦斯の

　許可）

○会報

　口岩崎会長の挨拶　口標準瓦斯供給規程制定の件　口営業部会委員会及特別委員会　口新入会員　口会員

　の訃報　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌
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●第二十巻第六号（昭和六年十一月二十五日発行）

○写真

　口名誉会員高松博士と英国工業化学会より贈られたる名誉会員記及記念牌

○報告

　口標準瓦斯供給規程の制定に就て

○論壇

　口工業用瓦斯販売術（下）（経済春秋社長　和田敏喜訳）口公共事業としての瓦斯事業の経営及監督法

　（其二）（菅谷岳陽）

○雑録

　口瓦斯事業の近況に就て（上原徳十）口映画劇「彼女の日記」に就て

○法令

　口瓦斯事業法施行規則第三十三條の規定に依る処分に関する件（昭和六年九月二十八日附六工第四八三一

　号通牒）口宮崎瓦斯報償契約

○海外彙報

　ログラスゴー市の標準瓦斯消費量制度　口市俄古熱量販売制度の実績　口紐育ブルツクリン瓦斯会社の新

　料金制度　ロルィジニア州公共事業委員会最近の決定　口世界最大の病院の炊事　口巴里瓦斯会社業況

　口学校に於ける瓦斯暖房　口地下埋管の腐食損害調査

○雑報

　口金沢電気局の市営十週年記念祝賀式の挙行　口関東瓦斯友会臨時総会　口北日本瓦斯友会第二回定時総

　会の開催　口東海瓦斯友会臨時協議会　口東邦瓦斯熱量制の認可申請　口武州瓦斯業況　口上田瓦斯業績

　口小田原瓦斯業績　口長岡天然瓦斯業績　口静岡瓦斯業態　口東部電力の前途　口各社彙報（東京瓦斯の

　増資と社債募集，東邦瓦斯今期成績，大阪瓦斯の家庭用器具展，三條瓦斯の今期成績，下関瓦斯会社使用

　料値下，横浜市の強制買収の申請，堺瓦斯増資，東邦瓦斯半田町供給区域拡張，地震地各社の被害軽微，

　満州事変と南満瓦斯）口新規瓦斯事業（犬山瓦斯の創立，宮崎瓦斯会社の開業，湘南瓦斯株式会社の創

　立，青森瓦斯の延期，舘林瓦斯会社の試点火，旭川瓦斯の創立延期，西尾瓦斯延期，石巻町営瓦斯事業の

　企画）口瓦斯界往来（富次理事南満洲瓦斯顧問の就任，東京瓦斯伊達宗康氏の近懐，関東瓦斯友会の活

　動写真フィルム）

○会報

　口定例理事会　口監事会　口技術部会委員会　口名誉会員高松博士の業誉　口標準熱量の認可申請に就て

　口標準瓦斯供給規程制定の件　口新入会員　口名誉会員子爵渋沢柴一翁の亮去　口山田委員の逝去　口会

　員の訃音　口正会員会費領収報告　口各社寄贈事業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○附録

　口瓦斯導管の「輸送能力と圧力低下」表
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