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資　料

『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次(4)

【第二十一巻】

瀧　本　文　治

●第二十一巻第一号（昭和七年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口昭和七年を迎ふ

○報文

　口瓦斯製造所の瓦斯発生能力の算定に就て（一）・諸言・（一）「レトルト」窯発生能力算出公式計算基礎

　説明書（案）（須原　弘）・（二）水平「レトルト」窯発生能力算出式（案）（柳田松太郎）・（三）水平「レ

　トルト」窯発生能力基準算式（案）（内藤三郎）・（四）「レトルト」窯発生能力基準に関する件（案）（北

　村武吉）

○資料

　口本邦瓦斯事業の頃矢に就て（水越致和）

○論壇

　口本邦瓦斯事業の近況　口営業用瓦斯料理器に就て（謙信洋行　川口一次）口新設会社の事業難と其の

　対策（Ｒ　Ｋ　生）

○欧米瓦斯界彙報

　口英国商務省報告認可瓦斯事業成績　口瓦斯料金に関する判例　口英国瓦斯事業の勘定外瓦斯量　口各種

　の公課と瓦斯事業　口公共保険と瓦斯事業　口燃料としての瓦斯　口市俄古へ一千哩の天然瓦斯導管完成

○雑報

　口東京瓦斯の増資　口東京瓦斯の熱量販売制　口第十四回西部瓦斯友会総会　口第十回関東瓦斯友会総会

　口電気瓦斯事業協議会の開催　口和歌山瓦斯業態　口豊橋瓦斯業態　口新潟瓦斯業況　口大牟田瓦斯業況

　口大宮瓦斯成績　口長野瓦斯成績　口諏訪瓦斯成績　口浜松瓦斯業況　口各社彙報（東京瓦斯の増資社債

　発行，大阪瓦斯の今期，浪速瓦斯の下期，浪速瓦斯の供給区域整理，四国水力の供給区域拡張，南満瓦斯

　の下期業績，京浜コークスの操業開始，上野瓦斯決算，関東瓦斯の計量器工場）口新規瓦斯事業の計画

　（犬山瓦斯設立，宇都宮瓦斯失業救済計画，笠岡瓦斯創立，都留瓦斯の設立計画，都城瓦斯経営の計画）

　口瓦斯界往来（吉野工務局長次官に業進，商工大臣政務次官等の更迭，竹内書記官公務局長に業進，大島

　博士燃料研究所長辞任と後任，栗原博士の粂転，三輪技師の大連出張，東京瓦斯停年制の実施，永井東邦

　営業課長の螢転，森岡秀雄氏の帰朝，南満瓦斯志村支配人の螢進，花井博士の死，鉄道協会役員の改選）

○会報

　口定例理事会　口標準瓦斯供給規程の訂正再答申　口瓦斯「メートル」検定料減額の件　口瓦斯デー設置

　の件　口瓦斯事業主任技術者免状交付　口第五回瓦斯事業主任技術者鐙衡試験問題　口嘱託米花技師の辞

　任　口新入会員　口園池製作所多賀専務の逝去　口昭和五年度瓦斯事業要覧の発行　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

○附録

　口瓦斯導管の「輸送能力と圧力低下」表　口帝国瓦斯協会雑誌第二十巻総目次
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●第二十一巻第二号（昭和七年三月二十五日発行）

○報文

　口瓦斯製造所の発生能力の算定に就て（二）・（五）「レトルト」の発生能力基準に関する件（佐々木健

　介）・（六）水平「レトルト」窯発生能力基準算出の件（斎藤勘七）・（七）水平レトルト窯公称能力基準案

　（米花伊太郎）

○資料

　口亜米利加瓦斯協会の用語定義（協会抄訳）口原価制度に就て（Ｘ　Ｙ　生）口英国に於ける低温乾留

　工業の現状及将来（今井一郎抄訳）

○論壇

　口公共事業としての瓦斯事業の経営監督法（三）（菅谷岳陽）

○法令

　口我国最初の煤煙防止規則　口労働者災害扶助施行令　口出征者待遇の件　口特許並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口英国に於ける熱量制の近況　口英国市営瓦斯事業概況　口経営的見地より観たる工業用瓦斯　ロメータ

　ーと勘定外瓦斯　口英国に於ける工業用瓦斯販売の状況　口独逸ルール瓦斯会社の近況　口英国蘇克蘭に

　於ける瓦斯事業　口独逸に於ける瓦斯街燈　口道路舗装用としてのタール　ロ丁抹式最小浴室と換気　口

　ウィスコンシン升|の標準熱量制の採用　口第二回国際瓦斯会議の開催　口英国瓦斯技師協会本年度総会

　口瓦斯事業の国際的聯盟　口英国家庭燃料の状況　口瓦斯溜の事故防止

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口瓦斯節約器に就て　口昭和六年度瓦斯災害統計　口資源局選定燃料標準用語

　案　口茨城瓦斯業況　口泉州瓦斯業状　口小田原瓦斯業況　口山口瓦斯成績　口長浜瓦斯業態　口相模瓦

　斯成績　口南海瓦斯業態　口徳山瓦斯の進捗　口各社彙報（東京瓦斯の熱量制準備進捗，大阪瓦斯の瓦斯

　殿堂，東京瓦斯器具勧誘手当改正，四国水力の供給区域拡張，神戸瓦斯職制の改正，福島電灯料金値下，

　八幡市営瓦斯問題，東京瓦斯株式再上場）口新規瓦斯事業の計画（熊谷町瓦斯工場敷地決定，募集中の

　伊東瓦斯状態，萩瓦斯の認可延期申請，新発田瓦斯創立経過，三原瓦斯の出願，播磨瓦斯の経過，宮城県

　石巻町営瓦斯事業の進捗）口朝日新聞の全国生計指数　口石炭乾留生成品標本の発売　口瓦斯界往来

　（田中前工政課長の業転と新任工政課長，米花技師の台湾電力入社，神戸瓦斯新常務取締役の入社，大阪

　瓦斯横山巌氏専務取締役に茶進，ニツ町警部の退官）

○会報

　口定例理事会　口第二十回定時総会開催日及び開催地に関する件　口家庭文化展覧会協賛会理事に当会長

　推薦の件　口商工省諮問瓦斯事業固定資産償却に関する件　口増熱器に関する件　口実用新案に関する件

　口瓦斯事業強制買収調査に関する件　口技術部会委員補充　口久保理事の辞任　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

　口我国の瓦斯創始に就て（野風荘主人）口瓦斯器具取付方に就て（Ｘ　Ｙ　生）口創立記念事業の実施

　に就て（閑雲野鶴）

●第二十一巻第三号（昭和七年五月二十五日発行）

○報文

　ロカーボランダム，レトルトに依る石炭の乾留（明治専門学校瓦斯発生所　水野忠秀）

○資料

　口瓦斯会社に料金課を設置するの可否に就て（協会調査）口瓦斯製造所の鋪却及維持に就て（今井一郎）

　口瓦斯事業の評価に就て（浅川隆史）

○論壇

　口公共事業としての瓦斯事業の経営監督法（四）（菅谷岳陽）

○法令

∩93）
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　口特許並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口英国「サーム」の十年　ロマックラスキイ氏の新料金論　ロメルチエット賞牌と燃料経済の一世紀　口

　アーサー・ズッカム卿の逝去　口空気汚濁の研究　口学校に於ける照明費の比較　口独逸瓦斯事業概況

　口一九三〇年度の英国商務省報告　口一九三一年度倫敦瓦斯会社営業成績

○雑報

　口宇部市営瓦斯の許可　口東京瓦斯会社の盛況　口鶴見瓦斯の熱量制実施　口熱量販売制に関する注意

　口燃料協会の瓦斯講演会　口第十一回関東瓦斯友会総会　口第十五回西部瓦斯友会総会　口太陽社の組織

　変更　口我国の石炭埋蔵量　口各社彙報（和歌山瓦斯成績，浦賀瓦斯下期成績，九州瓦斯決算，関東瓦斯

　業況，浪速瓦斯今期，徳山瓦斯近況，下関瓦斯料金値下，大垣瓦斯電気業況）口瓦斯アイロンの歓迎

　口新規瓦斯事業の計画（犬山瓦斯会社工事進捗，水道瓦斯敷設の認可申請，五泉町瓦斯会社の発起，石巻

　瓦斯事業其後，佐賀瓦斯組合加入勧誘）口瓦斯界往来（大阪瓦斯坂井技師長の辞任と新技師長の就任，

　和田敏喜氏の改名，東京瓦斯村田・本田両氏の渡欧，水野忠秀氏の柴転，秋山甲府電力社長の逝去，　口

　甲府電力社長の新任，武州瓦斯取締役会長の就任

○会報

　口臨時理事会　口新瓦斯事業委員会委員の任命　口岸理事の勅選　口定例理事会　口技術部会委員会　口

　営業部会委員会　口名誉会員安楽兼道氏亮去　口会員の訃音　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

○講演

　口兼営，投資と瓦斯料金（工学博士　富岡惟中）

●臨時増刊講演号（昭和七年六月二十五日発行）

○講演

　【二十回定期総会講演会講演】

　口開会之辞（会長　岩崎清七）口奈良の都の盛時を懐ふ（京都吉田神社宮司　森口奈良吉）口瓦斯工業

　の将来（大阪工業大学教授工学博士　香阪要三郎）口家庭料理と瓦斯器具（大阪割烹学校長　的場多三

　郎）口瓦斯に関する研究の重点（東京帝国大学教授　大島義清）口閉会之辞（会長　岩崎清七）

　【部会聯合講演会講演】

　口挨拶（会長　岩崎清七）口開会之辞（技術部会委員長　藤本憲治）口我国に於ける鋳鉄管最近の進歩

　（日本鋳鉄管合資会社工学博士　大屋正吉）口瓦斯溜に対する新規考案施設（関東瓦斯友会　豊島愛明）

　口用水瓦斯冷縮器の機能に就て（大阪瓦斯株式会社技師　北村側三郎）口欧米瓦斯技術界見学談（神戸

　瓦斯株式会社製造課長　森岡秀雄）口家庭用瓦斯の販売に就て（大阪瓦斯株式会社営業課技師　伊藤淳

　一郎）口閉会の辞（営業部会委員長　岡　善吉）

○附録

　口昭和六年度会務報告　口昭和六年度会計報告　口昭和七年度経常収支予算　口技術部会昭和六年度会務

　報告　口営業部会昭和六年度会務報告

●第二十一巻第五号（昭和七年七月二十五日発行）

○口絵

　口第二十回定時総会光景　口第五回技術部会及営業部会大会光景　口講演会及園遊会光景　口第三回瓦斯

　器具展覧会光景

○報告

　口技術部会及営業部会第五回大会（・技術部会及営業部会聯合講演会・技術部会及営業部会聯合懇親会）

　口第二十回定時総会（・第三十一回評議員会・第二十回定時総会・総会講演会・園遊会・見学）口第三

　回瓦斯器具展覧会

○論壇
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　口就任に際して（常任理事　富次素平）口瓦斯事業の強制買収に就て（正会員　谷口守雄）口合衆国に

　於ける瓦斯供給事業の統計資料（一）（楠原祖一郎）口京都帝国大学に於ける複比瓦斯発生櫨（嘱託　米

　田経宇，技手　川本玉一）口公共事業としての瓦斯事業の経営監督法（五）（菅谷岳陽）

○雑録

　口奈良に行きて（謙信洋行　川口一次）口瓦斯器具展覧会便り（松塚樹蔵）口石炭中の不燃焼成分（金

　子留吉）

○法令

　口特許並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口英国皇太子殿下瓦斯工場へ御台臨　口西班牙首府瓦斯事業概況　口上海に於ける瓦斯事業の概況　口仏

　蘭西に於ける工業用瓦斯の普及研究　口比律賓に於ける瓦斯事業　口英国瓦斯取締法の改正に就て　口紐

　育市瓦斯溜偽装　ロレニングラードの瓦斯計画　口養鶏場に於ける瓦斯利用　口英国瓦斯メーター賃貸料

　に就て

○雑報

　口伊勢崎瓦斯工業株式会社の許可　口瓦斯事業の許可取消　口北日本瓦斯協会第三回定時総会　口東海瓦

　斯友会総会　口湘南瓦斯株式会社開業祝賀会　口社会問題として見た瓦斯の熱量販売制　口南満洲瓦斯の

　最近　口今治瓦斯製氷業況　口桐生瓦斯成績　口彦根瓦斯業績　口桑名瓦斯業況　口足利瓦斯業績　口大

　牟田瓦斯成績　口下関瓦斯業態　口市民賞論文の募集　口東京市在職者生計調査　口各社断片（東京瓦斯

　の料金値下，東京瓦斯の増資手続，柏崎瓦斯料金値下，堺瓦斯料金値下，埼玉ガス据置，関東ガス七分，

　金沢市の慰霊祭，岐阜瓦斯決算，南満瓦斯の家庭班，足利瓦斯重役重任）口新規瓦斯会社の創立（伊東

　瓦斯株式会社，新発田瓦斯斯株式会社の創立）口新規瓦斯事業の計画（石巻町営瓦斯の其後）口瓦斯界

　往来（稲見商工技師の渡欧，原常任市会議長に当選，四国水力電気常務の就任，廣島瓦電垣本氏の業転，

　東洋耐火村上支配人の業進）口延岡瓦斯会社の許可

○会報

　口定例理事会　口定例理事会　口評議員の補欠当選　口理事の補欠当選　口富次理事常任理事に当選　口

　谷口常任理事の辞任　口強制買収委員会の設置　口第一回強制買収委員会　口第二回強制買収委員会　口

　東邦電力木村頭蔵氏に調査委員を嘱託　口技術部会委員会　口技術部会委員会　口営業部会委員会　口

　「どうすればより多くの瓦斯を販売し得るか」の研究座談会研究項目　口標準瓦斯供給規程第十七條第二

　項の解釈に就て　口瓦斯用語の訂正　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

●第二十一巻第六号（昭和七年九月二十五日発行）

○資料

　口小規模瓦斯事業の合理化（水　越　生）口舗装タールの発達過程（今　井　生）口世界各国の瓦斯事

　業の大勢（一）（郊　外　生）

○論壇

　口合衆国に於ける瓦斯供給事業の統計資料（二）（楠原祖一郎）口瓦斯料金の学理的基礎の応用（協会調

　査）口瓦斯事業は強制買収すべきに非ず（水越致和）口公共事業としての瓦斯事業の経営監督法（六）

　（菅谷岳陽）

○雑録

　口宣伝映画「瓦斯の話」（協会調査）

○法令

　口特許並実用新案彙報　口関東庁令瓦斯「メートル」取締規則　口電柱税の賦課に関する件

○欧米瓦斯界彙報

　口英国瓦斯事業取締法改正案に対する修正可決　口一九三一年度英国瓦斯界諸統計　口瓦斯の漏洩と街路

　樹　口建築業者と瓦斯暖房　口瓦斯溜の検査と保険　ロヌウジーランドに於ける大震災の教訓　口欧米瓦

∩95）
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　斯界断片

○雑報

　口台湾に於ける瓦斯事業の管轄　口東邦瓦斯の熱量制認可　口日本鋳鉄管の欧州進出　口電気瓦斯使用の

　密訣　口瓦斯自殺の激増　口東京瓦斯の業績　口北海道瓦斯の業況　口大阪瓦斯の瓦斯風呂宣傅　口津山

　瓦斯成績　口銚子瓦斯成績　口小松瓦斯成績　口上野瓦斯成績　口千葉瓦斯成績　口坂出瓦斯成績　口各

　社断片（横浜瓦斯局共同使用制，小田原瓦斯会社の供給区域拡張，東京ガス新株応募良好，小松瓦斯料金

　改正，泉升|瓦斯成績，新案瓦斯七輪）口建設中の瓦斯事業経過（伊東瓦斯工事完了，新発田瓦斯料金，

　淡路洲本瓦斯の供給開始，宇部市営瓦斯工事着手）口新規瓦斯事業の計画（旭川瓦斯会社の其後，石巻

　町営瓦斯事業計画，夕張町瓦斯事業町営計画）口瓦斯界往来（稲見商工技師の渡欧，東京瓦斯村田・本

　田両氏の帰朝，鶴見瓦斯社長の更迭，高知瓦斯取締役社長の更迭）

○会報

　口定例理事会　口谷口前常任理事に挨拶の件　口標準熱量認可に関する件　口瓦斯器具展覧会入選者に賞

　状並賞牌贈呈の件　口新入会員　口会員名簿の発行　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

●第二十一巻第七号（昭和七年十一月二十五日発行）

○資料

　口開放したる室内に放出せる燈用瓦斯中毒に関する鑑定例（警視庁衛生技師　荒木治義，警視庁技師　河

　原忠男）口独逸に於ける大規模高圧瓦斯配給の進歩（郊　外　生）口瓦斯販売に就て（今井一郎）口

　世界各国の瓦斯事業の大勢（二）（水越致和）

○論壇

　口昭和六年度瓦斯事業概況　口軽油の回収並にトルオールの精油に就て　口公共事業としての瓦斯事業の

　経営監督法（七）（菅谷岳陽）口瓦斯事業及瓦斯事業法論（一）（水越致和）

○法令

　口特許並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口一九三一年度認可瓦斯事業に関する英国商務省報告　口農山漁村への瓦斯供給　口群居生活と瓦斯販売

　ロコロンボに於ける瓦斯事業　口近接都市と料金を一致せしむる許可　口電蝕責任に関する判決　口英熱

　単位の起源　口英国瓦斯取締法に依る瓦斯品質の検査　口海外瓦斯事情断片

○雑報

　口大東京市の実現　口電気事業買収標準　口大東京の電気供給　口山口瓦斯業績　口武州瓦斯成績　口上

　田瓦斯業況　口三條瓦斯業績　口長岡天然瓦斯業況　口静岡瓦斯業態　口横浜市瓦斯局六十周年記念祝賀

　口関東瓦斯友会幹事会社会　口長岡瓦斯の需用家招待会概況　口燃料協会創立十周年記念　口家庭暖房具

　状況　口日本瓦斯のプロペン瓦斯売出　口改正電気事業法実施　口東邦瓦斯と熱量制　口各社断片（東邦

　瓦斯据置，廣島瓦電決算，甲府電力会社，釜山瓦電の料金改定，北海道瓦斯の近況，仙台瓦斯工業料金割

　引，東京瓦斯職工国防費献金，久留米市水道瓦斯宣伝作文当選，南満瓦斯の長春拡張，和歌山瓦斯決算）

　口新規瓦斯事業計画（伊東瓦斯の工事完成，新発田瓦斯工事進捗，犬山瓦斯の開業，都城市瓦斯計画，北

　海道夕張町の町営瓦斯計画，兵庫県高砂瓦斯の工事着手，東泉商会の移転）

○会報

　口臨時総会開催　口第三十二回評議員会　口定例理事会　口監事会　口第三回強制買収調査委員会　ロベ

　ンゾール回収に関する件　口石炭類試験方法規格統一に関する件　口当協会事務所移転の件　口瓦斯事業

　主任技術者　口瓦斯事業主任技術者詮衡試験の実施　口瓦斯器具不正販売取締に関する件　口評議員村上

　森次郎氏の逝去　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
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●第二十二巻第一号（昭和八年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口昭和八年を迎ふ

○報文

　口行在所奉仕の光集に浴して（大阪瓦斯株式会社技師補　福島清一郎）

○資料

　口瓦斯事業の負荷に就て（郊　外　生）口工業負荷の現在及将来（今井一郎）

○論壇

　口脱硫器の能力計算に就て（三輪震一）口瓦斯事業及瓦斯事業法論（二）（水越致和）

○雑録

　口世界各国の瓦斯事業の大勢（三）（水越致和）口合衆国に於ける天然瓦斯の大勢（△　○　生）口各

　社マーク集（一）口新刊紹介（一）口特許並実用新案彙報

○法令

　口電気事業法改正法律施行期日の件　口電気事業法施行令　口電気事業委員会官制　口電気事業法施行規

　則其他

○欧米瓦斯界彙報

　口英国ヂョーヂ殿下の瓦斯器具工場台臨　口瓦斯溜調査委員会第一回報告　口合衆国公共事業委員会最近

　の傾向　口亜米利加に於ける瓦斯器具販売の状況　口各国瓦斯協会の沿革　口地下に於ける各種瓦斯に就

　て　口佛国ツーロン港瓦斯会社の骸炭販売方法　口瓦斯劇場開場さる　口加奈陀に於ける瓦斯事業　口合

　衆国に於ける燃料消費量　口海外瓦斯事業断片

○雑報

　口片岡副会長の光業　口電気事業法改正実施の要旨　口東部瓦斯友会第十一回秋季総会　口西部瓦斯友会

　第十六回総会記事　口北日本瓦斯協会委員会　口伊東瓦斯会社開業式　口新発田瓦斯会社開業式の挙行

　口東京瓦斯の業績　口大宮瓦斯成績　口諏訪瓦斯業績　口長野瓦斯業況　口新潟瓦斯近況　口豊橋瓦斯成

　績　口宮崎瓦斯近況　口大牟田瓦斯業況　口和歌山瓦斯近況　口浜松瓦斯業況　口各瓦斯会社断片（東京

　瓦斯社長更迭，佐世保瓦斯契約更改問題，岡山瓦斯据置，釜山瓦斯電燈料金値下，金沢市最近の業況，大

　面の天然瓦斯，八幡瓦斯市営問題，東洋耐火と三保舎の合併）口新規瓦斯事業計画（都城瓦斯の起業目

　論見，帯広の瓦斯会社の計画中止，佐賀瓦斯組合の組織，木更津瓦斯購買組合の組織，平壌の瓦斯事業計

　㈲）口石炭界の現状　口石炭コークスのメートル法実施　口旧冬暴風雨の損害　口瓦斯器具界（岡田製

　作所の夫婦七輪，岡田式三徳ハンマー，キューピー調理器の発明，完全蒸焼器）

○会報

　口標準熱量の認可　口昭和六年度瓦斯事業要覧の発行　口「どうすればより多くの瓦斯を販売し得るか」

　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

○附録

　口帝国瓦斯協会雑誌第二十一巻総目次

●第二十二巻第二号（昭和八年三月二十五日発行）

○資料

　口基礎料金制度の審査に就て（郊　外　生）口瓦斯料金制の分類（今　井　生）

○論壇

　口瓦斯事業とメートル法（商工省度量衡事務官　和田太郎）口私の見た独逸婦人の家庭生活（十）（謙信

　洋行　川口一次）口我国瓦斯の創始（続編）（野風荘主人）口瓦斯事業及瓦斯事業法論（三）（水越致

　和）
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○雑録

　口亜米利加瓦斯協会の賞牌（協会調査）口総会便り　口各社マーク集（二）口新刊紹介（二）口特許

　並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口自動瓦斯メーター取締規則に就て　口瓶詰瓦斯事業の発達　口亜米利加の家庭収入　口閉鎖メーター撤

　去の時期　口一九三二年度家庭暖房負荷増加　口亜米利加瓦斯事業昨年度減収　口英国に於ける煤煙の損

　失　口海外瓦斯事業断片

○雑報

　口東京瓦斯の近況　口東京瓦斯兵器献納　口東部瓦斯友会監事会社会　口銚子瓦斯業況　口宇和島瓦斯業

　績　口高岡瓦斯業状　口柏崎瓦斯業況　口松本瓦斯業態　口宇都宮瓦斯成績　口桑名瓦斯成績　口南海瓦

　斯業況　口足利瓦斯業況　口各社断片（神戸瓦斯決算，大阪瓦斯据置，尼崎瓦斯下期，北海道瓦斯下期成

　績，泉州瓦斯下期，金滓電気水道局の瓦斯宣伝，奈良瓦斯据置，浪速瓦斯当期，北海道瓦斯増資，電燈瓦

　斯の八幡市会，下関瓦斯彦島供給開始計画，倉敷瓦斯使用量，埼玉瓦斯熊谷工場の竣成，成田瓦斯組合の

　工事停止，播磨瓦斯の着工）口新規瓦斯事業計画（富田瓦斯設立近づく，八幡浜の瓦斯組合）口瓦斯界

　往来（稲見商工技師の帰朝，東京瓦斯技師長の渡欧，廣島瓦斯電軌社長の更迭）

○会報

　口定例理事会　口定例理事会　口当協会会長の更迭　口補欠副会長の当選　口岩崎会長の辞任　口評議員

　推選の件　口第四回瓦斯事業強制買収委員会　口技術部会委員会　口営業部会委員会　口第二十一回定期

　総会日程並順序　口商工省工業品規格統一委員会の回報　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

●第二十二巻第三号（昭和八年五月二十五日発行）

○口絵

　口大阪瓦斯株式会社瓦斯ビル実景

○資料

　口英国に於ける瓦斯普及計画（水越致和）口独逸ザール地方ノイエンキルヘンに於ける瓦斯溜の爆発に

　就て（協会調査）口瓦斯溜出入管の併設に就て（Ｔ　Ｋ　生）

○論壇

　口電気事業会計規程の制定と瓦斯事業会計（木村俑蔵）口東京に於ける瓦斯創始当時の話（野風荘主人）

　口私の見た独逸婦人の家庭生活（二）（謙信洋行　川口一次）

○雑録

　口亜米利加瓦斯協会の賞牌（続）（協会調査）口列国瓦斯製造量比較表（協会調査）口大阪瓦斯会社の

　瓦斯ビル開館　口万国婦人子供博覧会に於ける家庭瓦斯宣傅デー（Ｉ　Ｋ　生）口新刊紹介（三）口特

　許並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口英国瓦斯事業に関する商務省報告　口倫敦九瓦斯会社事業成績比較　口温水用瓦斯使用の奨励に就て

　口紐育大学の家庭瓦斯器具講座　口次いで来るべき厳寒　口英国主要瓦斯会社の熱量実績　口瓦斯「メー

　トル」の発明　口欧州に於ける瓦斯燈の状況　口軍艦内の瓦斯炊事　口海外瓦斯事業断片（和蘭の瓦斯事

　業近況，チエッコスロヴァキアの瓦斯事業，英国瓦斯事業の断片）

○雑報

　口商工省分課規定の改正　口東京瓦斯の偉観　口北海道瓦斯の増資　口近畿瓦斯友会　口東部瓦斯友会打

　合　口新発田瓦斯引用家の福引抽選会　口東部（旧関東）瓦斯友会第十三回総会　口東海瓦斯友会総会

口北日本瓦斯協会定時総会　口武州瓦斯業況　口長岡天然瓦斯成績　口山口瓦斯業況　口湘南瓦斯業態

口塩釜瓦斯業状　口上田瓦斯成績　口三條瓦斯業状　口新発田瓦斯業績　口日本エタニットパイプの発展

口各社断片（廣島ガス電軌増資，東邦瓦斯総会と熱量制の実施，横浜市瓦斯局の街頭サービス，北海道瓦

斯塩谷工場の火災，和歌山瓦斯業況，清水瓦斯の業績，朝鮮瓦斯電気の業況，延岡瓦斯の取付激増）口
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　瓦斯界往来（稲見商工技師の帰朝，渡逞東京瓦斯技師長等の渡欧出発，大坪技師の柴転，橘川中央度量衡

　検定所長の退官）

○会報

　口定例理事会　口監事会　口原常任理事の辞任　口瓦斯事業強制買収調査委員会中間報告　口附録斯事業

　強制買収に関する調査資料目次　口瓦斯溜加圧装置に関する実用新案無敗審判の勝訴　口瓦斯発生能力基

　準制定に関する件　口万国婦人小供博覧会に生活合理化の宣傅　口阿倍吾市氏の逝去　口内藤技術部会常

　任委員の逝去　口訃記　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

　口昭和七年度会務報告　口昭和七年度会計報告　口昭和八年度収支予算　口昭和七年度技術部会々務報告

　口昭和七年度営業部会々務報告

●第二十二巻第四号（昭和八年七月二十五日発行）

○口絵

　口第二十一回定時総会実景

○報告

　口第二十一回定時総会記事（一，第三十三回評議員会
一

一 一 夕 第二十一回定時総会　三，

会　四，講演会及園遊会）口第六回技術営業両部大会記事（一，第六回部会大会

第三十四回評議員
一

一 一 夕 部会聯合主催講

　演会）口各地見学視察記事（一，高島炭坑を見るの記　二，三菱造船所の視察　三，富貴楼より雲仙に

　至る　四，雲仙より熊本へ　五，熊本より阿蘇一別府一解散）

○資料

　口基礎料金制度の審査報告と瓦斯事業法改正案（郊　外　生）口私の見た独逸婦人の家庭生活（三）（謙

　信洋行　川口一次）口南部加州の地震の被害に就て（△　△　生）

○雑録

　口昨秋の暴風と瓦斯溜（伊東　金　子　生）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口英国皇太子殿下の瓦斯工場台臨　口瓦斯料金と物価との比較研究　口英国瓦斯協会の組織　口独逸最近

　の瓦斯事業　口英国に於ける乾留事業の石炭消費量　口瓦斯の販売政策　口濠州シドニーの瓦斯事業　口

　再び長距離輸送に就て　口亜米利加瓦斯事業の創設　口欧米瓦斯界断片　口渡逞理事より来信

○雑報

　口本邦瓦斯事業創設の恩人楽翁公の墓前祭　口東京瓦斯の近況　口東部瓦斯友会の石炭協議会　口今治瓦

　斯会社の二十週年記念　口和歌山瓦斯成績　口大宮瓦斯成績　口豊橋瓦斯業状　口諏訪瓦斯業績　口大牟

　田瓦斯成績　口宮崎瓦斯業態　口各社其の折々（廣島ガス電社債発行，金沢市電気水道局の懸賞募集，高

　知瓦斯料金値下申請，瓦斯盗用四ヶ年連続，福井市瓦斯局の宣伝，京城電気近状，南満瓦斯最近業績，下

　関瓦斯のサービス班，岡崎瓦斯の供給区域拡張，台湾電力の供給区域拡張，松江市瓦斯部の勧誘，九州瓦

　斯業績，岡山瓦斯業況，岐阜瓦斯業績，彦根瓦斯業績，大垣瓦電業績）口新規瓦斯事業計画（大津市瓦

　斯経営協定，奉天市政公署瓦斯敷設計画，直江津瓦斯町営否決，但馬瓦斯工場認可，朝鮮大邱の瓦斯事

　業）口瓦斯界往来（商工省監督課長の更迭，中央度量衡検定所長の任命，神田商工事務官の任命，上野

　瓦斯社長就任，河原警視庁技師の逝去，重凰忠作氏の死去，米花技師よりの来信）

○会報

　口定例理事会　口理事会　口定例理事会　口瓦斯用炭の統制に付き陳情の件　口昭和石炭株式会社に交渉

　の件　口瓦斯事業強制買収調査委員の変更　口第五回瓦斯事業強制買収調査委員会　口部会聯合委員会

　口水平式レトルト窯瓦斯発生能力基準算定に関する件　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

○講演

　口総会講演（・開会の辞（帝国瓦斯協会会長　片岡直方）・石炭と軍需工業（佐世保鎮守府軍需部長海軍

∩99）
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機関大佐　梶本金平）・長崎と南蛮風俗（長崎史跡研究会　古賀十二郎））口部会聯合講演（・開会の辞

（技術部会委員長　藤本憲治）・筑豊炭田中の瓦斯用炭に就て（九州瓦斯株式会社工務課長技師　秋根兵次

郎）・クレンネ式無水槽瓦斯溜に就て（南満洲瓦斯株式会社研究部長　大坪清人）・閉会の辞（技術部会委

員長　岡　善吉））

●第二十二巻第五号（昭和八年九月二十五日発行）

○資料

　口瓦斯事業の買収に関する調査（一）（帝国瓦斯協会）口白耳義に於ける瓦斯製造及瓦斯供給の集中に就

　て

○雑録

　口家庭を巡りて瓦斯器具管健見（堀端柳之助）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○法令

　口瓦斯事業規則（昭和八年七月八日関東庁令第二四号）口埼玉瓦斯株式会社報償契約（昭和八年三月二

　十八日締結）

○欧米瓦斯界彙報

　口巴里の瓦斯供給　口亜米利加に於ける瓦斯事業普及状況　口加奈陀瓦斯事業近況　口脱硫器の型式と能

　カ　ロポーツマス瓦斯会社の定期検査制度　口独逸瓦斯水道協会年次大会　口瓦斯工作物の耐久年限と蛸

　却　口一ヶ月一千個の冷蔵器を販売す　口亜米利加に於ける天然瓦斯の趨勢

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口関東庁に於ける瓦斯事業規則　口東京瓦斯本期決算概況　口東邦瓦斯従業員

　の美挙　口電気料金認可基準　口福山瓦斯成績　口小松瓦斯業況　口茨城瓦斯業態　口桐生瓦斯成績　口

　銚子瓦斯業状　口岐阜瓦斯業況　口山形瓦斯業状　口北海道瓦斯の躍進　口満洲大博覧会に於ける南満瓦

　斯特設館　口各社其の折々（京都瓦斯決算，神戸瓦斯上期前期より好績乍ら年一割配当据置，金沢市瓦斯

　供給戸数，西部瓦斯配当年九朱据置，柏崎瓦斯開業満七周年記念奉仕，日本海電気社債発行，東京ガス据

　置，犬山瓦斯上期，泉升|瓦斯上期，上田瓦斯の十五周年，宇都宮瓦斯近況，成田瓦斯記念の開業，中浦瓦

　斯会社の開業）口新規瓦斯事業計画（北海道岩見沢町の計画，四国八幡潰町の瓦斯利用組合計画）口瓦

　斯界往来（片岡会長の近著，三輪商工技師の渡台，白井技師より通信，坂井大阪瓦斯顧問）

○会報

　口佛国瓦斯協会より帝国瓦斯協会会長を名誉会員に推薦の件　口第六回瓦斯事業買収調査委員会　口技術

　部会委員会　口技術部会常任委員の当選　口営業部会委員会　口瓦斯事業主任技術者免状交付　口評議員

　前島平氏の逝去口新入会員　口三菱鍍業東京支店長の更迭　口協立興業社組織変更　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

　口熱量販売制度実施後の経過に就て（東京瓦斯株式会社浅草営業所所長主事　笹尾儀助）口瓦斯の善用

　と利用（東京瓦斯株式会社営業課技師　大森毅）

●第二十二巻第六号（昭和八年十一月二十五日発行）

○口絵

　口故監事　武和三郎氏肖像

○資料

　口瓦斯事業の買収に関する調査（二）（帝国瓦斯協会）

○論壇

　口昭和七年度瓦斯事業概況　口ともし火（太古のともし火より瓦斯燈まで）（柳　之　助）

○雑録

　口英国に於ける長距離瓦斯輸送に就て（郊　外　生）口独逸瓦斯事業二十年間の進歩　口市街に瀧漫せ

　る一酸化炭素に就て（東京市衛生試験所長　石原医学博士）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

（500）
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0欧米瓦斯界彙報

　口英国瓦斯事業概要　口佛国瓦斯協会年次大会　口仏蘭西に於ける瓦斯事業口瓦斯溜建設費に就て　口自

　動車に依る道路の汚濁及臭気　口市俄古のピープル瓦斯会社の瓦斯暖房宣傅　ログラスゴー市の瓦斯事業

　概況　ロマンチェスター市営瓦斯局業況　口紐育アパートの瓦斯冷凍器の普及　口温水器販売に成功せる

　宣傅　口英国商業瓦斯協会総会報告　口美容院の開拓　口亜米利加に於ける煤煙防止の情況　口欧米瓦斯

　界断片

○雑報

　口千葉天然瓦斯株式会社の許可　口受附心得の制定　口大阪瓦斯の瓦斯展覧会　口東部瓦斯友会監事会社

　会　口第十四回東部瓦斯友会秋季総会　口西部瓦斯友会第十七回総会　口都市と農村の家計調査　口国際

　瓦斯鋼管組合に参加　口新発田瓦斯業況　口上田瓦斯業績　口武州瓦斯成績　口静岡瓦斯業態　口山口瓦

　斯成績　口小田原瓦斯業状　口津山瓦斯業況　口各社断片（大阪瓦斯の製菓実演会，瓦斯需要増加八十万

　戸突破，東邦瓦斯総会，和歌山瓦斯業況，西部瓦斯長崎支店成績，西部瓦斯佐世保支店の業況，犬山瓦斯

　成績損失金繰越，高岡瓦斯業績，舘林瓦斯会社の改造，宇部市営瓦斯近況，青年の瓦斯応用研究会，瓦斯

　使用宣傅，笛甲業者との座談会，天然瓦斯研究の急，栄養蕎麦試食会，燃料機器展覧会）口新規瓦斯事

　業計画（廣島瓦斯三原町へ供給，大阪枚方町の瓦斯町営計画，敦賀瓦斯新設期待，柏原町へ瓦斯供給）

　口記事訂正　口瓦斯界往来（茨城瓦斯社長更迭，東京瓦斯社員の帰朝，長崎県保安課馬場氏退官，服部直

　吉氏の業進，北辰商会営業所の移転，内山弥左衛門氏の死去）

○会報

　口定例理事会　口監事会　口第七回瓦斯事業買収調査委員会　口佛国瓦斯協会会長に挨拶の件　口瓦斯

　「メートル」称呼に関する件　口懸賞応募の件　口瓦斯盗用取締に関する件　口瓦斯事業主任技術者鐙衡

　試験の施行　口瓦斯事業執務改善研究座談会　口武幹事の逝去　口岸理事の逝去　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

○講演

　口瓦斯事業将来の問題に就て（大阪瓦斯株式会社研究部長　山田　臭）

二第
ｒ
Ｌ
一 十三巻】

●第二十三巻第一号（昭和九年一月二十五日発行）

○巻頭の辞

　口昭和九年を迎ふ

○報文

　口瓦斯事業強制買収調査報告

○資料

　口瓦斯事業の買収に関する調査（三）（帝国瓦斯協会）

○論壇

　口人口問題より考慮せる瓦斯事業の将来（水越致和）口英国の燃料政策と瓦斯事業（今井一郎）

○雑録

　口仏蘭西瓦斯事業の発達（郊　外　生）口独逸ザール，ノインキルヘン市に於ける瓦斯溜事故調査報告

　（郊　外　生）口下水マンホール内爆発の原因（△　△　生）口新刊紹介　口特許及実用新案彙報

○法令

　口度量衡法施行令中改正の件

○欧米瓦斯界彙報

　口英国瓦斯協会の賞牌　口米国及加奈陀瓦斯事業者数　口合衆国に於ける天然瓦斯近況　口市営瓦斯事業

　と私営瓦斯事業との比較　口瑞典瓦斯事業概要　口燈用瓦斯の状況　口米国費市の瓦斯事業概況　ロアム

　ステルダム市営瓦斯事業　口米国バルチモア市の瓦斯事業概況　口印度に於ける瓦斯事業　ロソビエット

　ロシア国に於ける第二次五箇年計画　口桑港に於ける瓦斯料金の変遷　口紐育に於ける移動炊事車　口新

（5肘）
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　「アウトロック」方法　口亜米利加瓦斯協会の一九三三年度受賞者　口英国に於ける産出骸炭　口西班牙

　瓦斯事業概要

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　ロメートル法実施延期　口房州瓦斯再許可　口東部瓦斯友会幹事会及委員会

　口西部瓦斯友会第十七回総会　口石炭液化に関する計画実現　口昭和九年度送炭調節　口東京瓦斯の近況

　口豊橋瓦斯業況　口諏訪瓦斯業況　口新潟瓦斯業態　口和歌山瓦斯業況　口浜松瓦斯成績　口彦根瓦斯業

　状　口各社断片（東京瓦斯需要激増，瓦斯火鉢とストーブ大宣傅，廣島瓦電業績，廣島瓦電愛国奉仕，関

　東瓦斯増配，奉天瓦斯の発展，京城電気近況，製鉄所黒田式骸炭鎧の大修理，奈良瓦斯会社業況，岡崎瓦

　斯の料金値下，八幡瓦斯市営瓦斯計画の頓挫，鶴見瓦斯買収の経緯，富山市の瓦斯市営計㈲）口新規瓦

　斯事業計画（千葉県成田・東金両町の瓦斯供給，旭川瓦斯の成立，敦賀市昭和瓦斯計画，広島県三原町の

　瓦斯供給，福井県山中町瓦斯復興の計画，朝鮮大邱府営瓦斯第一期計画，北鮮地方瓦斯計画，福知山町営

　瓦斯計画，新竹天然瓦斯研究所，新義州の実施困難）口瓦斯界往来（東京瓦斯伊藤梨氏大野二郎氏等の

　渡欧，柏崎瓦斯飯塚専務令息の渡米，金門商会主十文字俊夫氏の婚儀，東邦瓦斯秦誠之助氏九州瓦斯秋根

　技師長の渡航，船田製作所の粂誉，南満瓦斯金田乙弼氏の柴韓，南満瓦斯大坪技師の渡欧，本邦瓦斯事業

　の概観）

○会報

　口皇太子殿下御降誕に付賀状俸呈　口故武幹事遺族よりの臨時寄附金　口定例理事会　口定例理事会　口

　第九回瓦斯事業買収調査委員会　口営業部会常任委員会　口電飾防止研究委員会委員の委嘱　口昭和七年

　度瓦斯事業要覧の発行　口瓦斯器具懸賞募集の件　口瓦斯「メートル」栴呼に関する件　口渡逞理事の帰

　朝　口懸賞ポスターの配布　口瓦斯事業主任技術者試験合格者　口新入会員　口正会員会費領収報告　口

　寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

●第二十三巻第二号（昭和九年三月二十五日発行）

○資料

　口英国に於ける瓦斯事業の商業的発達（水越致和）口瓦斯事業の買収に関する調査（四）（帝国瓦斯協

　会）

○論壇

　口本邦瓦斯事業の概観（商工技師　三輪震一）口瓦斯事業強制買収の法的要綱（山田　臭）口ともし火

　続編（堀端柳之助

○雑録

　口再び低熱瓦斯に就て（郊　外　生）口長野瓦斯創立二十週年記念に就て（大　平　生）口新刊紹介

　口特許及実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口北米合衆国昨年度瓦斯事業の概要　口世界最大の病院の瓦斯炊事　口丁抹に於ける農場及村落用圧搾瓦

　斯　口自動車用燃料としての瓦斯　ロピッツバーグ瓦斯会社のストーブ販売戦　口新型瓦斯乾燥器の発売

　口需用家一戸当り瓦斯販売量の減少　口唯一人にて経営の瓦斯事業　口市俄古市の瓦斯事業概況　ロハワ

　イに於ける瓦斯事業

○雑報

　口近江瓦斯の許可　口昭和瓦斯の許可　口保講責任成田瓦斯購買組合の許可　口東部瓦斯友会幹事会社会

　口東京市内の煤煙防止問題　口台湾瓦斯株式会社創立目論見　口相模瓦斯業績　口長浜瓦斯業況　口盛岡

　瓦斯成績　口松本瓦斯成績　口千葉瓦斯業況　口銚子瓦斯業態　口小松瓦斯業況　口各社其の折々（大阪

　瓦斯据置，北海道瓦斯順調，神戸瓦斯下期成績，浪速瓦斯業況，岐阜瓦斯業況，堺瓦斯業況，相模瓦斯下

　期業況，大阪瓦斯宣伝の状況，福岡八幡市営瓦斯経過，福井市瓦斯料金値下，岡崎瓦斯料金値下，北海道

　瓦斯の煉炭製造，松江市瓦斯需要激増，和歌山の瓦斯市営実現不能，日本水電の支那料理講習会）口新

　規瓦斯事業計画（近江瓦斯の計画，福知山町瓦斯計画，朝鮮大邱の瓦斯事業計画，延岡瓦斯の供給開始予

　定期，産業組合組織と瓦斯事業，唐津瓦斯会社設立の計画）口瓦斯界往来（商工省小金監督課長の渡欧，

（502）



　　　　　　　　　　　　　　　　『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（4）（瀧本）　　　　　　　　　　　　　109

　京都小泉技師長の業進，大阪瓦斯池田源治郎氏の渡米，太田半六氏北海道瓦斯社長に就任，南満瓦斯大坪

　技師の渡欧，黒河内氏久保田鐙券入社，戸畑鋳物四社を合併，瓦斯管螺子型の加納商店）

○会報

　口第二十二回総会開催地及開催日の件　口定例理事会　口技術部会常任委員会　口電飾防止研究委員会委

　員推薦の件　口第一回電飾防止研究委員会議事　口瓦斯風呂調査の件　口瓦斯盗用調査の件　口第二回電

　飾防止研究委員会口会員の欧米視察出張　口瓦斯事業主任技術者兼務に関する件　口新入会員口評議員久

　米良作氏の逝去　口賛助会員服部金太郎氏の逝去　口英詳瓦斯事業便覧の贈呈　口正会員会費領収報告

　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

●第二十三巻第三号（昭和九年五月二十五日発行）

○報文

　口瓦斯鉄管等地中埋設物金属体の電解腐食防止に就て（逓信省電気試験所第三部　堀岡正家，岩佐茂作，

　京極高男）口瓦斯風呂調査報告（帝国瓦斯協会）

○論壇

　口独逸瓦斯事業の研究（一）（水越致和）

○雑録

　口経済的な瓦斯の使用法（一）（金子留吉）口小規模の瓦斯事業の諸問題　口新刊紹介　口特許並実用新

　案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口倫敦九瓦斯会社の営業成績　口骸炭鎧に関する二十年　口第二回国際瓦斯会議の開催　ロウエスト瓦斯

　号懸賞発表　口最近の倫敦市の瓦斯販売状況ロチエツコ・スロバキアの瓦斯事業　口政費と瓦斯代　口巴

　里郊外瓦斯会社業況　口瓦斯冷蔵器販売の一考察

○雑報

　口東京瓦斯今期業績　口東邦瓦斯友会春季総会　口電気協会の料金委員会　口小田原瓦斯業状　口武州瓦

　斯業態　口山口瓦斯業状　口播磨瓦斯業況　口新発田瓦斯業績　口上田瓦斯業績　口三條瓦斯業況　口各

　社其の折々（大阪瓦斯ガスビル一周年記念，大阪瓦斯電話交換装置，大阪瓦斯実演会，高岡瓦斯器具製作

　九升|瓦斯本期決算，北海道函館市の大火，東邦ガス総会）口新規瓦斯事業計画（近江瓦斯創立，朝鮮大

　邱の瓦斯事業，台湾瓦斯会社の創立，旭川瓦斯の起工，新舞鶴町の瓦斯事業）口瓦斯界往来（三輪商工

　技師の辞任，園池製作所小田碧氏の渡米，上原太陽社主武州瓦斯株式会社入社，大坪清人氏よりの来信，

　中央工業社丸ビルに移転）

○会報

　口石渡元会長枢密顧問官に親任　口定例理事会　口技術部会委員会　口営業部会委員会　口甲府電力株式

　会社道路占用料調査委員の設置　口第二十二回定時総会開催の件　口第四回瓦斯器具並材料展覧会の開催

　口第四回瓦斯器具並材料展覧会出品物審査委員　口瓦斯盗用取締方陳情の件　口第三回電飾防止研究委員

　会　口第四回瓦斯管電飾防止専門委員会　口故アーサー・ダッカム卿記念奨励金募集に就て　口新入会員

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

○附録

　口昭和八年度会務報告　口昭和八年度会計報告　口昭和九年度経常収支予算　口昭和八年度技術部会々務

　報告　口昭和八年度営業部会々務報告

●第二十三巻第四号（臨時増刊定時総会号）（昭和九年七月五日発行）

○口絵

　口第七回部会大会に於ける会長の挨拶　口部会聯合委員会光景　口総会当日来賓及理事の書食　口総会に

　於ける書記長の報告　口総会の一部　口部会講演会其の一　口部会講演会其の二　口部会講演会其の三

　口営業部会研究懇談会光景　口部会大会書食の光景　口部会及総会会場正門　口第四回瓦斯器具展覧会の

　光景
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○報告

　口第二十二回定時総会部会第七回大会（部会大会及総会の準備，第七回部会大会，技術部会主催講演会，

　両部会研究懇談会，両部会聯合懇親会）口第二十二回定時総会（第三十五回評議員会，第二十二回定時

　総会，総会講演会，園遊会，臨時寄附金及各種寄贈品）口各地見学視察記事（宇都宮より日光まで，日

　光・中禅寺湖，塩原より那須温泉へ）口技術部会研究懇談会　口営業部会研究懇談会　口第四回瓦斯器

　具並材料展覧会（展覧会開催の内容，瓦斯器具審査委員会）

○講演

　口宇都宮市を中心として（宇都宮史談会幹事　田代黒龍）口瓦斯器具最近の進歩（大阪瓦斯株式会社

　山崎　進）口瓦斯鎧に就て（東京瓦斯株式会社　中村秀夫）

●第二十三巻第五号（昭和九年七月二十五日発行）

○資料

　口瓦斯事業最近の進歩（十）（帝国瓦斯協会抄訳）（一，英国に於ける電気事業と瓦斯事業　二，水性瓦斯

　の発達　三，過去五十年間に於ける瓦斯供給の発達　四，北米合衆国に於ける工業用瓦斯需要の発達　五

　瓦斯温水器の進歩）

○論壇

　口ともし火（終篇）（堀端柳之介）

○雑録

　口経済的な瓦斯の使用法（二）（金子留吉）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○法令

　口瓦斯の盗用取締に関する件　口台湾瓦斯事業取締規則　口同瓦斯成分試験並に瓦斯の圧力及熱量の測定

　を行ふべき場所に関する件　口瓦斯発生殖設置奨励金交付規則

○雑報

　口釧路瓦斯の許可　口有限責任東金瓦斯購買利用組合の許可　口北陸瓦斯協会第五回総会　口東部瓦斯友

　会幹事会社会　口豊橋瓦斯成績　口高知瓦斯業状　口大牟田瓦斯業況　口浜松瓦斯業況　口各社彙報（和

　歌山瓦斯下期成績，横浜市の鶴見瓦斯経過，函館水電買収円満解決，台湾瓦斯会社の需要家大拡張，金沢

　市電気水道局の宣伝，彦根瓦斯業績，南満瓦斯広告祭一等当選，大阪瓦斯の風呂展覧会，岐阜瓦斯決算，

　甲府電力の買収問題解決，浪速瓦斯決算，日本水電の拡張工事，南満瓦斯会社記録的好績，京都瓦斯供給

　区域の拡張，岡山瓦斯の近況）口新規瓦斯事業計画（新舞鶴町の瓦斯事業，台湾瓦斯会社の開業披露宴，

　丹後瓦斯申請，室蘭瓦斯の計画，山中瓦斯の復活計画）口瓦斯界往来（東京瓦斯会社伊藤　黎大野二郎

　両氏九州瓦斯秋根兵次郎氏等の帰朝，仙台瓦斯前社長伊滓平左衛門老の逝去，仙台瓦斯佐藤常務の社長就

　任，上原太陽社長の渡米，今井三郎氏の台湾瓦斯入社，新潟瓦斯技師長の更迭，鶴見瓦斯社長の更迭，今

　治瓦斯会社の社名変更，東邦瓦斯秦誠氏の帰朝，鶴見量器工場の竣成，大坪清人氏よりの近信，山田臭氏

　よりの来状）

○会報

　口第二十二回定時総会の開催　口第三十五回評議員会の開催　口理事の当選　口監事の当選　口評議員の

　辞任と補訣推薦　口総会理事会　口定例理事会　口技術営業聯合委員会　口技術営業両部会第七回大会

　口第六回瓦斯管電飾防止専門委員会　口第五回電飾測定専門委員会　口第四回瓦斯器具展覧会出品物審査

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

　書雑誌

●第二十三巻第六号（昭和九年九月二十五日発行）

○資料

　口瓦斯事業最近の進歩（二）（帝国瓦斯協会抄訳）（六，天然瓦斯の沿革　七，瓦斯販売の五十年　八，瓦

　斯溜の過去及現在　九，瓦斯精製装置発達の五十年　十，瓦斯「メートル」の沿革　十一，瓦斯骸炭に就

　て　十二，瓦斯「ストーブ」の技術的進歩　十三，瓦斯料理器の五十年）
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0論壇

　口独逸瓦斯事業の研究（二）（水越致和）口瓦斯蒸汽謳（其の一）（長谷仲陽三）口英人の見たアメリカ

　合衆国及び加奈陀に於ける瓦斯事業（安達安平）

○雑録

　口瓦斯事業の発達計画（郊　外　生）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○欧米瓦斯界彙報

　口故ムルドック氏の想出　口英国瓦斯事業昨年度概況　口倫敦三大瓦斯会社の最近の業績　口瓦斯を使用

　せる温水プール　ロ合衆国航空根拠地の瓦斯使用　口国際瓦斯会議の開催　口信頼される瓦斯　口英米両

　国一戸営りの瓦斯消費量　口最近の亜米利加瓦斯界

○雑報

　口網代瓦斯の許可　口東海瓦斯友会第六回総会　口東京瓦斯今期業績　口神戸瓦斯今期業況　口北海道瓦

　斯の好調　口浪速瓦斯の好転　口奈良瓦斯の増益　口福山瓦斯業状　口銚子瓦斯成績　口小松瓦斯業績

　口茨城瓦斯業態　口新津天然瓦斯業況　口各社彙報（東京瓦斯職制改正，岡山瓦斯決算，今治瓦斯上期，

　金沢市電気水道局の被害，日鍼余剰瓦斯の利用，尼崎瓦斯の好績，大垣瓦斯電気の業況，堺瓦斯今期業況，

　横浜市瓦斯局拡張計画，関東瓦斯の躍進，浜松瓦斯の向上，泉升|瓦斯上期業況，廣島瓦斯社債発行，台湾

　瓦斯の拡張実績）口新規瓦斯事業計画（旭川瓦斯の開業，海軍瓦斯研究所設置計画，北条館山瓦斯会社

　其後の経過，愛知県安城町瓦斯計画の其後，朝鮮大邱其他の瓦斯事業計画）口瓦斯界往来（東邦瓦斯秦

　営業課長帰朝談，東京瓦斯補欠取締役の当選，竹原氏木津川工場長辞任，上原太陽社主の帰朝，南海瓦斯

　社名変更，金子浅之助技師の停年制辞任，宇和島瓦斯重役更迭，栗原鑑司博士の逝去，村川東京瓦斯係長

　の逝去，西部瓦斯友会総会）

○会報

　口基本金募集の件　口定例理事会　口監事会　口常任理事の辞任　口常任理事互選の件　口第二回万国瓦

　斯会議に協会代表出席の件　口甲府電力株式会社道路占用料に関する件　口甲府電力道路占用料調査委員

　会の解散　口技術営業両部聯合委員会　口営業部会委員会調査の小需用家瓦斯販売増加対策口瓦斯事業主

　任技術者鐙衡試験の施行予定　口会員名簿の発行　口新入会員口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報

　告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

●第二十三巻第七号（昭和九年十一月二十五日発行）

○資料

　口無水槽瓦斯溜の安全性（帝国瓦斯協会抄訳）口家庭用瓦斯需要開拓の方策（今井一郎抄訳）

○論壇

　口改正英国瓦斯事業法案に就て（白　川　生）口瓦斯蒸汽綴（其の二）（長谷川陽三）

○雑録

　口婦人の内職に好適な瓦斯焼Ｏ日口一次）口特許並実用新案彙報

○法令

　口延岡瓦斯株式会社報償契約

○欧米瓦斯界彙報

　口合衆国瓦斯事業の増収　口米国ブリツヂトン瓦斯会社の水害　口市俄古万国博覧会に於ける陶器製造

　口仏蘭西瓦斯協会年次大会　口瓦斯工場模型の製作　口欧米瓦斯界

○雑報

　口唐津瓦斯の許可　口東部瓦斯友会幹事会社会　口東部瓦斯友会第十六回秋季総会　口西部瓦斯友会第十

　八回総会　口今治瓦斯創立二十周年記念　口旭川瓦斯会社開業式　口延岡瓦斯会社の開業式　口小林友太

　郎翁銅像建設挙式　口電気事業公営の不許可方針　口天然瓦斯研究所の設置　口和歌山瓦斯業績　口上田

　瓦斯業況　口相模瓦斯上期成績　口小田原瓦斯上期成績　口各社彙報（大阪瓦斯展覧会の開催，宮崎瓦斯

　の発展，横浜市の強制買収の申請，東邦瓦斯の総会，廣島瓦電決算，大垣瓦斯会社の現状，電力聯盟の

　風水害対策，姫路市の瓦斯料金値下げ，東京瓦斯の自家発電計画，瓦斯冷蔵器の国産化）　口瓦斯事業の

（505）



n2 立命館経済学（第59巻・第４号）

　新規計㈲並工事進行（房州瓦斯の工事進行，山中瓦斯の復興，愛媛県八幡演の瓦斯事業計画，舞鶴市の瓦

　斯競願妥結，長野県萱野町の天然ガス引用計画，釧路瓦斯の創立進行，夕張町営瓦斯創立の機運）口瓦

　斯界往来（小金商工省監督課長の帰朝，仙台瓦斯創立十五週年記念，昭和鋼管会社工場の完成，ウルシッ

　クパテーの発売　口関西地方風水害各社状況

○会報

　口協会基本金募集報告　口定例理事会　口定例理事会　口部会委員会補欠選挙の件　口大型瓦斯「メート

　ル」の検定料の値下及簡易修復検定免除陳述の件　口第六回電飾防止電鉄専門委員会　口第七回防食施設

　操典編纂専門委員会　口新入会員　口評議員青山牧太郎氏の逝去　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営

　業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

【第二十四巻】

●第二十四巻第一号（昭和十年一月二十五日発行）

○口絵

　口故副会長工学博士參木録郎君肖像及略傅

○資料

　口小需用家瓦斯販売量増加対策（営業部会委員会）口英国瓦斯事業法の改正（一）（郊外　生）ロテン

　ネッシイ・プレイ事件の真相（一）（閑雲野鶴）

○雑録

　ロザール盆地に於ける骸炭炉瓦斯（郊　外　生）口好意と販売を増進せしむる訓練（今井　生）口新刊

　紹介　口特許並実用新案彙報

○各国瓦斯界彙報

　口第二回国際瓦斯会議　口英国瓦斯事業団体の聯盟　口瓦斯器具取付装置の規格に就て　口温室用瓦斯

　口協会照明の創始　口亜米利加瓦斯協会功労賞口欧米瓦斯界

○雑報

　口東京瓦斯報償契約改訂案要綱　口都城瓦斯の許可　口浜松瓦斯業況　口諏訪瓦斯業績　口大宮瓦斯業状

　口豊橋瓦斯成績　口大牟田瓦斯業況　口熱海瓦斯業状　口日本海電気決算　口各社時事（大阪瓦斯の瓦斯

　展覧会，南満瓦斯上半期業績，浪速瓦斯決算，関東瓦斯据置，松江市ガス部の講演と実演）口新規瓦斯事

　業計画（長岡市瓦斯市営計画，都城瓦斯の設立具体化，大邱府営瓦斯計画の其後，平壌の瓦斯計画，千葉

　県大多喜の天然瓦斯利用状況，撫養町に瓦斯供給設備，唐津瓦斯の創立経過，千葉天然瓦斯配給を開始，

　房升|瓦斯の開業）口瓦斯界往来（小金監督課長の帰朝，斎藤勘七氏の栄転，根上福井市瓦斯局長の栄転，

　舘林瓦斯社長の更迭，桐生瓦斯塚越栄作氏の栄進，日本鋼管深山英明氏の栄転，瓦斯之世界五周年記念）

○会報

　口協会基本金募集第二回報告　口定例理事会　口監事会開催　口參木副会長の逝去　口懸賞募集瓦斯器具

　審査委員会　口懸賞瓦斯器具各部審査委員会口賛助会員の推薦　口昭和九年度瓦斯事業主任技術者試験合

　格者　口評議員内藤游氏辞任　口工学博士三好久太郎氏の逝去　口昭和八年度瓦斯事業要覧の発行　口電

　飾防止調査委員会　口第十一回電績電飾防止委員会　口熱量測定細則制定調査に関する件　口瓦斯溜活動

　状態調査に関する件　口昭和九年度瓦斯事業主任技術者鐙衡試験問題　口正会員会費領収報告　口各社寄

　贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○附録

　口第二十三巻総目次

○論説

　口英国に於ける瓦斯普及計画に就て（水越致和）口瓦斯蒸汽岨（其の三）（長谷肝除三）口本邦瓦斯事

　業の近況　口憶　參木博士（水越致和）
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●第二十四巻第二号（昭和十年三月二十五日発行）

○口絵

　口故理事動四等岡本楼君肖像及略傅

○資料

　口英国瓦斯事業法の改正（二）（水越致和）ロテンネッシイ・プレイ事件の真相（二）（閑雲野鶴）

○雑録

　口大多喜天然瓦斯を見るの記（郊　外　生）口東京瓦斯四谷営業所のホール開設（△　○　生）口奉天

　瓦斯ビルの竣成　口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○判例

　口瓦斯「メートル」賃貸料返還控訴に対する瓦斯会社の勝訴

○各国瓦斯界彙報

　口一九三三年度英国商務省報告　口一九三四年度に於ける英国市営瓦斯事業概況　ロモーター・ペンゾー

　ル精製の最近の様式　口圧縮瓦斯依る自動供給ロマルタ島に於ける瓦斯　口瓦斯販売増加策の二三　口電

　気に依る瓦斯の製造　口瑞典の瓦斯事業概観　口伯林市瓦斯状況

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口佐賀市瓦斯購買利用組合の許可　口非常時局と瓦斯工業の使命　口玉川水道

　の買収に就て　口長岡天然瓦斯買収経緯　口東京瓦斯業況　口浪速瓦斯業況　口泉州瓦斯業績　口柏崎瓦

　斯業績　口下関瓦斯業績　口鳥取瓦斯業績　口今治瓦斯業績　口長浜瓦斯業績　口甲府電力業績　口彦根

　瓦斯業績　口各社時々（東京ガス配当，台湾瓦斯総会，神戸瓦斯今期，大阪瓦斯今期，京都瓦斯据置，北

　海瓦斯決算，尼崎瓦斯下期成績，東京瓦斯副産物市況，東邦瓦斯料金値下，一宮対東邦ガス報償契約改訂，

　東京瓦斯大森鶴見方面の供給拡大，大阪瓦斯業績向上，宇和島瓦斯の整理，岐阜瓦斯決算，福井市瓦斯局

　の料金値下，堺瓦斯の下期，奈良瓦斯成績）口新規瓦斯事業計画（八幡市営瓦斯計画の再燃，舞鶴町の

　瓦斯計画，台湾天然瓦斯工業，大邱瓦斯の遅延，沼津瓦斯の市営計㈲）口瓦斯界往来（東部瓦斯友会幹

　事会社会，渡逞扶氏の栄転，江口工務課長の栄進，大島博士よりの礼状，品川製作所の組織変更，大坪清

　人氏の帰朝）

○会報

　口協会基本金募集第三回報告　口定例理事会　口理事岡本楼氏の逝去　口第二十三回定時総会開催の件

　口懸賞瓦斯器具各部審査委員会の開催　口昭和石炭株式会社に関する件　口昭和九年度電飾防止研究委員

　会事業概要　口亜米利加瓦斯協会長よりの就任挨拶　口參木副会長逝去に対する独逸瓦斯協会よりの哀悼

　文　口新入会員　口会員の逝去　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄

　贈外国図書雑誌

○論説

　口台湾に於ける石炭瓦斯工業と最近業績更生の原因（台湾瓦斯株式会社専務取締役工務部長　米花伊太

　郎）

●第二十四巻第三号（昭和十年五月二十五日発行）

○資料

　口健康的な暖房（白　川　生）口商業負荷の維持（今　井　生）

○雑録

　口瓦斯天火とはどんなものか（一）（川口一次）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○法令及び判例

　口産業組合経営瓦斯事業に関する件　口瓦斯「メートル」賃貸料返還訴訟控訴審判決

○各国瓦斯界彙報

　口瑞西の瓦斯事業概観　口瓦斯漏洩予告後の瓦斯会社の責任　口市営瓦斯事業の櫓下　ロカイロ瓦斯事業

　概況　口瓦斯販売政策撮要　口二部制瓦斯料金口工業用瓦斯料金に就て　ロバーミンガム市工業用瓦斯需

　要の状況　口器具の販売には観念を植付くるにある
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○雑報

　口室蘭瓦斯の許可　口丹後瓦斯の許可　口東海瓦斯友会春季総会　口東部瓦斯友会幹事会社会　口東部瓦

　斯友会春季総会並見学　口第六回北陸瓦斯協会総会記事　口北日本瓦斯協会会則　口進展目覚しき大阪瓦

　斯　口東邦瓦斯の業況と美挙　口神戸瓦斯の発展　口業績好転を続く関東瓦斯　口長岡天然瓦斯会社買収

　問題の其後　口静岡瓦斯業績　口長岡天然瓦斯業況　口西部瓦斯業況　口上田瓦斯業績　口和歌山瓦斯業

　況　口各社時々断片（東京瓦斯渋谷営業所新築，南満瓦斯の新規事業，東邦瓦斯据置，神戸瓦斯の拡張，

　西部瓦斯の報奨金問題，朝鮮瓦斯電気の好調，ガス家庭需要層，三條瓦斯業況，期待さるヽ台湾瓦斯，和

　歌山瓦斯業況）口新規瓦斯事業計画（朝鮮大邱瓦斯事業計画の其後，台湾高雄市瓦斯事業計画，唐津瓦

　斯事業計画，吟爾演の瓦斯事業計画，室蘭市公益事業調査委員会設置，敦賀町の瓦斯事業計画，都城瓦斯

　会社創設進む）口瓦斯界往来（南満洲瓦斯億島宏雄氏の退社，鉄道協会々長の更迭，商工省竹内工務局

　長の栄転）

○会報

　口臨時寄附金の受領　口定例理事会　口定例理事会　口監事会開催　口懸賞瓦斯器具審査委員会　口技術

　営業両部会聯合委員会　口技術部会委員会　口熱量測定調査委員会　口協会基本金募集第四回報告　口第

　二十三回定時総会寄附金報告　口第二十三回定時総会開催の件　口第八回部会大会開催の件口故岡本理事

　逝去に対する各国瓦斯協会よりの弔辞　口新入会員　口機械関係標準用語使用促進方に関する件　口正会

　員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○附録

　口昭和九年度会務報告　口昭和九年度会計報告　口昭和十年度経常収支予算　口昭和九年度技術部会々務

　報告　口昭和九年度営業部会々務報告

○論説

　口室内温度上昇に就て瓦斯と電気との比較試験（東京瓦斯株式会社研究所）口瓦斯蒸汽謳（完）（長谷川

　悌三）

●第二十四巻第四号（臨時増刊定時総会号）（昭和十年七月十五日発行）

○口絵

　口第二十三回定時総会に於ける片岡会長開会の辞　口第二十三回定時総会に於ける奥常任理事の報告　口

　第八回部会大会に於ける渡逞技術部会委員長開会の辞　口同片岡会長の挨拶　口同前田営業部会委員長閉

　会の辞　口部会聯合懇親会に於ける商工省小金監督課長の挨拶　口同懇親会に於ける金沢市久保助役の挨

　拶　口園遊会に於ける金沢市片岡市長の挨拶　口園遊会の余興清海波　口同会員の清遊

○報告

　口第二十三回定時総会記事　口第八回部会大会及講演会（両部会聯合大会，両部会聯合主催講演会，金沢

　市内の見学，部会聯合懇親会）口第二十三回定時総会（第三十六回評議員会，第二十三回定時総会，評

　議員の当選，第三十七回評議員会）口各地見学旅行（園遊会より山中温泉迄，芦原温泉行，永平寺参拝，

　福井市見学，解散）口懸賞瓦斯器具入選者の発表

○講演

　口加賀藩と金沢（加越能史談会幹事　鏑木勢岐）口瓦斯熱利用に就て（東京瓦斯株式会社研究所長　三

　橋斗機雄）口導管より漏洩瓦斯の検出法に就きて（大阪瓦斯株式会社技師長　柳田松太郎）口懸賞募集

　瓦斯器具審査に就ての所感（第一部主査委員　曽我部直之進）口瓦斯「メートル」審査に就ての所感

　（菊池貞蔵）ロストーブ及火鉢審査所感（三橋斗機雄）口懸賞瓦斯器具審査に就ての所感（第二部主査

　委員　柳田松太郎）口懸賞募集瓦斯器具審査所感（第三部主査委員　塚田賞則）

●第二十四巻第五号（昭和十年七月二十五日発行）

○口絵

　口伏見海軍々令部総長宮殿下神戸瓦斯西工場へ御台臨（同工場視察）

○報告
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　口伏見海軍々令部総長宮殿下神戸瓦斯西工場へ御台臨

○資料

　口市営後に於ける金沢市瓦斯事業の大要（金沢市電気水道局）

○雑録

　口情操方面に現はれた瓦斯（関谷武男）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○法令

　口産業組合瓦斯事業経営に関する件

○各国瓦斯界彙報

　口亜米利加瓦斯協会賞牌授与の方法　口瓦斯溜の内部検査　口瓦斯代金の集金に就て　口英国商務省報告

　口暖気に依る瓦斯販売量の減少　口瓦斯ライト・コーク会社の冷蔵器宣傅　口独逸瓦斯水道協会総会　口

　ヨーク瓦斯会社は瓦斯化住宅を建築す

○雑報

　口全国瓦斯友会聯合協議会の開催　口東邦瓦斯今期業況　口長岡瓦斯買収問題の中止　口東邦瓦斯友会幹

　事会社会　口公営瓦斯事業協議会　口大宮瓦斯業況　口廣島瓦斯電軌業況　口諏訪瓦斯業績　口合同電気

　の瓦斯事業　口浜松瓦斯業績　口豊橋瓦斯業況　口金洋電気水道局の決算　口南満洲瓦斯業況　口各社彙

　報（彦根瓦斯の今期，沼津瓦斯市営事業計画，北海道瓦斯近況，今治瓦斯今期，瓦斯メートル器爆発,）

　口大多喜天然瓦斯の発展　口新規瓦斯事業計画（大津瓦斯事業の進捗，台湾高雄の瓦斯工場反対運動解消，

　都城瓦斯事業計画，唐津市瓦斯事業計画）口瓦斯器具界（新しいヒーター東京瓦斯新製品，ガスアイロ

　ン，瓦斯冷蔵器）口瓦斯界往来（瓦斯技術協会英国へ記念品，室蘭瓦斯会社発起人会，小金監督課長の

　渡満，石倉東京瓦斯秘書課長の欧米視察，都留東京瓦斯常務当選，戸畑鋳物二十五周年祝賀会）

○会報

　口定例理事会　口新任理事会　口定例理事会　口懸賞募集瓦斯器具審査委員会　口技術部会委員会　口営

　業部会委員会　口熱量測定細則制定調査委員会　口技術営業両部会聯合委員会　口技術部会委員会　口営

　業部会委員会　口組合経営瓦斯事業に関し陳情の件　口昭和石炭株式会社に関する件　口岡本理事逝去に

　対する英国瓦斯協会よりの吊慰文　口瓦斯器具懸賞募集経過概要の発行　口新入会員　口会員の訃音　口

　各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈及購入外国図書雑誌

○論説

　口街燈と門燈（ともし火第五編）（中　尾　生）口瓦斯器具検定に関する概要（一）（水越致和）

●第二十四巻第六号（昭和十年九月二十五日発行）

○資料

　口瓦斯投光器と電気投光器との比較試験　口火葬法に就て（デー・ブイ・ガラット氏）

○論壇

　口劣等炭を原料とする化学合成用ガス製造に就て（工学博士　下村　明）口瓦斯器具検定に関する概要

　（二）（水越致和）

○雑録

　口瓦斯供給停止権に就て（水　越　生）口瓦斯天火とはどんなものか（二）（川口一次）

　口瓶詰瓦斯に就て（郊　外　生）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○各国瓦斯界彙報

　口英国皇太子殿下瓦斯器具工場台臨　口亜米利加瓦斯事業の現勢　ロホールデング・コムパニーの現状

　口亜米利加瓦斯事業の負担　口英国に於ける瓦斯事業団体の構成　口瓦斯漏洩聴音器　ロザール瓦斯会社

　年次報告　口重量に依る瓦斯販売　口美容瓦斯乾燥器　口土壌温熱の設置　口料理用燃料として瓦斯及電

　気　口ＴＶＡに対する判決　口供給停止の一判決　口瓦斯会社の寄附金　口瓦斯「メートル」指針盤に熱

　量計算器の添加　口濠州新事業法　口欧米瓦斯界断片

○雑報

　口東京瓦斯今期業績　口尼崎瓦斯の業況　口日本水電の瓦斯業況　口葛飾瓦斯の業績　口日本海電気の瓦
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　斯事業　口堺瓦斯の業績　口銚子瓦斯の業態口台湾瓦斯の営業概況　口各社彙報（浜松瓦斯上期，京城電

　気据置，大阪ガスの上期，岐阜瓦斯業況，九外|・西部両瓦斯業況，泉州瓦斯の上期業況）口新規瓦斯事

　業計画（丹後瓦斯の設立計画，安城組合の瓦斯供給認可，都城瓦斯工事着工，唐津市の瓦斯事業市営案，

　大邱瓦斯事業府営に決定）口瓦斯機械界（瓦斯自働湯沸器，瓦斯風呂，瓦斯すき焼七輪，瓦斯冷蔵器，

　瓦斯パーココーヒー沸器，瓦斯のスイッチ装置，能率的パン焼器，瓦斯メートルの生産統制，国際瓦斯管

　協定　日本化学機械の創立）口瓦斯界往来（江口東京瓦斯工務部長取締役に就任，廣島瓦電職制改正，

　静岡瓦斯社長更迭，大坪技師の栄転）

○会報

　口戸畑鋳物株式会社より寄附金の件　口懸賞応募現品提出者に記念賞牌贈呈の件　口新入会員　口評議員

　の逝去　口会員の訃音　口瓦斯事業法令集の発刊　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄

　贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

●第二十四巻第七号（昭和十年十一月二十五日発行）

○資料

　口松江市営瓦斯事業の概要（松江市瓦斯部）口安別，知内炭のコークス化性試験に就て（下村研究所工

　学博士　下村　明）口日本に於ける電飾防止研究と地中埋設金属体の電飾防止施設の実状（電飾防止研

　究委員会委員長密田良太郎）

○論壇

　口室内燈火の研究（ともし火第六編）（中　尾　生）口英国瓦斯事業法の改正（完）（水越致和）

○雑録

　口第十九回西部瓦斯友会総会（郊　外　生）口第十八回東部瓦斯友会秋季総会（郊　外　生）口新刊紹

　介　口特許並実用新案彙報

○各国瓦斯界彙報

　口本年度亜米利加瓦斯協会総会　口電気に依る瓦斯発生　ロマンチェスター市営瓦斯の瓦斯料金　口瓦斯

　蓄熱器の改良　口瓦斯機関電車　ロシンガポール瓦斯局状況　口土壌加温　口気候と瓦斯販売量

○雑報

　口安城瓦斯購買利用組合の許可　口栃木瓦斯の再許可　口東部瓦斯友会幹事会社会　口瓦斯副産物の重要

　性　口松江市瓦斯部の仮装行列　口電気工事人，用品取締規則の実施　口津山瓦斯業績　口京城電気の瓦

　斯事業　口倉敷瓦斯業況　口武州瓦斯業況　口合同瓦斯業績　口三條瓦斯業績　口各社彙報（東京瓦斯の

　増産計画確定，神戸瓦斯のコークス増産計画，電柱税創設に反対，東邦瓦斯の新規供給認可申請，南満洲

　瓦斯株の公開，東邦瓦斯据置，神戸瓦斯会社の改築，長岡天然瓦斯の料金値下申請，横浜市営瓦斯平沼工

　場大拡張案，京城電気増益，仙台瓦斯の認識利用増進，北海道瓦斯順調）口新規瓦斯事業計画（大邱瓦

　斯の用地，静岡ガス三島町進出，台湾高雄市の瓦斯事業，台湾総督府の天然瓦斯研究，近江瓦斯の工事進

　捗，大多喜瓦斯の供給網拡大）口瓦斯器具界（大阪瓦斯器具懸賞写真，ガス管取扱への詐欺）口瓦斯界

　往来（東京瓦斯石倉氏外二社員の帰朝，岸清一博士銅像の完成，戸畑鋳物の社名変更，宇和島瓦斯災厄）

○会報

　口定例理事会　口定例理事会　口瓦斯コークス調査特別委員会の設置　口第一回瓦斯コークス特別委員会

　口技術営業両部会聯合委員会　口技術部会委員会　口営業部会委員会　口集金事務座談会の開催　口第一

　回瓦斯事業現業員講習会開催　口本年度瓦斯事業主任技術者鐙衡試験の実施　口新入会員　口正会員会費

　領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○附録

　口第二十四巻総目次
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●第二十五巻第一号（昭和十一年一月二十五日発行）

○口絵

　口足利瓦斯株式会社に於ける第一回瓦斯事業現業員講習会

○巻頭之辞

　口迎春之辞

○報文

　口第一回瓦斯事業現業員講習会に就て　口火災原因比較表

○資料

　ロウツダル・ダツカム式断続直立信に就て(J. E. Taylor)ロビリンガムに於ける石炭液化　口倫敦ライ

　ト・エンド・コーク会社の料金改訂

○雑録

　口東京瓦斯渋谷ホール参観の記（△　○　生）口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○内外瓦斯事情

　口本邦（丹波市町瓦斯利用組合の許可，福知山瓦斯の許可，東部瓦斯友会幹事会社会，足利瓦斯会社の料

　理講習会）口英国（英国商業瓦斯協会第二四回年会，ベンゾール統計，瓦斯技術者協会秋季研究会，一

　九三四年の英国瓦斯界瞥観，英国瓦斯事業の工業需要の開拓，英国商務省一九三四年度瓦斯事業報告）

　口米国（米国瓦斯協会試験所，米国の石油と天然瓦斯，販売量増加の一考察，瓦斯販売と其の評価，全従

　業員販売計画）　口独逸（独逸大中都市に於ける瓦斯供給の状況，ペンゾール洗脇油の連続復活，独逸に

　於ける瓦斯使用方法の変遷）口仏蘭西（フランス瓦斯協会年会）口其の他（濠洲シドニーの需用量増

　加）

○雑報

　口大阪瓦斯会社工場に於けるクレオソート油に依る発電設備完成　口新潟瓦斯業績　口東邦瓦斯業績　口

　長野瓦斯業況　口台湾瓦斯上期　口南満瓦斯の需要増加　口町営頓挫の小松瓦斯現状　口各社彙報（愈よ

　公開の南満瓦斯株，神戸瓦斯製造設備の拡張，東邦瓦斯二分増，京都瓦斯の業況，三重松坂瓦斯の合併協

　議へ，西部瓦斯の報償問題解決，廣島瓦斯電総会，京浜コークスの増産計画，岡山瓦斯業況，東邦瓦斯の

　発生信大改造，松江ガス部の普及宣伝，宇和島瓦斯の復活，浪速瓦斯のサービス徹底，今治瓦斯の瓦斯暖

　房宣伝と瓦斯器具展）口天然瓦斯界（大多喜天然瓦斯の近況，台湾新竹市の天然瓦斯研究所，天然瓦斯

　の新利用）口瓦斯器具界（大阪瓦斯瓦斯器具展覧会，新考案の瓦斯点火器，パンも焼ける瓦斯ストーヴ，

　素朴な山小屋趣味，瓦斯温室とガス湯たんぽ）口石炭業界（本年度石炭需要激増，昭和石炭の新目標）

　口電気事業界（公営電気事業の不成績，電気料金引下の風潮，電力料金原価計算の調査）口新規瓦斯事

　業計画（福知山町に瓦斯会社設立，茨城県日立瓦斯新設，秋田健県土崎町の瓦斯計画）口瓦斯界往来

　（商工省監督課長の更迭，東邦瓦斯鐙券社長に都留氏，小金前監督課長の回顧感，東部電力の改称，中央

　合同瓦斯社名変更，故岸清一博士銅像完成）

○会報

　口皇太子殿下御生誕に賀表捧呈　口定例理事会　口定例理事会　口営業部会委員会　口第二回コークス調

　査委員会　口技術顧問下村博士の招聘　口協会諸規程の制定実施　口瓦斯事業主任技術者試験合格者　口

　新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○論説

　口瓦斯界先覚者に就て（其一）（中　尾　生）口本邦瓦斯事業界の趨勢（水越致和）

●第二十五巻第二号（昭和十一年三月二十五日発行）

○資料

　口瓦斯漏洩の責任の有無に就て（△　○　生）口瓦斯料金と需用家一戸当り瓦斯販売量の関係に就て
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　ロガス溜検査用の便利な器具　口水平式レトルトのスチーミング

○雑録

　口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○内外瓦斯事情

　口本邦（外人の目に映じたる我国の瓦斯事業）口英国（一九三五年度に於ける瓦斯技術界，英国瓦斯事

　業の大勢，倫敦サウス・メトロポリタン瓦斯会社の販売新単位，一九三五年度英国市営瓦斯事業概要，熱

　位「メートル」の採用）口米国（瓦斯供給用としての銅管，亜米利加瓦斯事業昨年度概況，米発電事業

　に政府側勝訴）口仏蘭西（巴里瓦斯供給権の特許）口独逸（独逸瓦斯事業界の趨勢）口其の他（露国

　の瓦斯事業，西班牙瓦斯事業の概況）

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口東京瓦斯荏原営業所開所式　口東京瓦斯機械器具工業組合設立　口足利瓦斯

　株式会社料理講習会　口浪速瓦斯下期業績　口岡崎瓦斯業態　口大牟田瓦斯業況　口千葉瓦斯工業業績

　口北海道瓦斯業績　口新津天然瓦斯業績　口茨城瓦斯業況　口電気事業界（電気事業償却年限）口石炭界

　（本年の石炭需要四千万噸余，石炭液化新会社創立計画）口各社彙報（南満瓦斯の瓦斯料金値下，東京瓦

　斯八分据置，東邦ガス総会，大阪瓦斯決算，福井市営ガス創立満二十五周年記念事業，豊橋瓦斯業績，京

　都瓦斯決算，台湾瓦斯決算，小田原瓦斯料金値下，金沢市瓦斯発生窯増設，岐阜瓦斯業況，東京瓦斯荏原

　新営業所でお料理講習，東京瓦斯工組合誕生，瓦斯の最低使用量引下，東邦瓦斯の工業用瓦斯拡張調査委

　員会設置，長岡瓦斯料金値下申請，今治瓦斯今期，大垣瓦斯電気成績，南満瓦斯の満人瓦斯供給機関）

　口大津瓦斯の開業　口新規瓦斯事業計画（青森の市営瓦斯事業計画内容，敦賀瓦斯会社の創立，秋田土崎

　町営ガス，唐津ガス会社創立，長野地方に於ける天然瓦斯，瀬戸市の産業組合に依る瓦斯事業計画，朝鮮

　羅津瓦斯計画，平壌瓦斯事業計画，台湾新竹天然瓦斯供給計画，錦水瓦斯の利用策考究，台湾高雄瓦斯進

　捗計㈲）口瓦斯界往来（大阪瓦斯柳田技師長等の渡欧，都留信朗氏の社長栄進，佐々木北海道瓦斯技師

　長の栄進，金丸関東瓦斯支配人の栄進，小川葛飾瓦斯理事の栄進，岡本機氏の一周年祭）

○会報

　口瓦斯事業委員会委員の任命　口第二十四回定時総会開催の件　口定例理事会　口技術部会常任委員会

　口瓦斯溜活動状態調査委員会　口瓦斯精製能力基準算定調査委員会　口瓦斯熱量測定細則制定調査委員会

　口営業部会委員会　口江口常任委員瓦斯熱量測定細則制定調査委員に就任　口瓦斯精製能力基準算定調査

　委員会主査委員の当選　口坂井定吉氏よりの寄贈　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業

　報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口水性瓦斯製造の最近の進歩（レスリー・ビーモクソン）口第一回瓦斯事業現業員講習会開会の辞（東

　部瓦斯友会常任幹事足利瓦斯株式会社々長　関田嘉七郎）口瓦斯技術者に望む（東京帝国大学教授工学

　博士　大島義清）口瓦斯製造一般（東邦瓦斯株式会社技師　市川　豪）口屋内管配置及器具扱方（大阪

　瓦斯株式会社営業部技師　古田祐吉）

○論説

　口瓦斯の供給一般と瓦斯漏洩防止（東京瓦斯株式会社営業部次長　伊東　梨）口瓦斯界先覚者に就て

　（其二）（中　尾　生）口独逸瓦斯事業の趨勢と瓦斯料金（水越致和）

●第二十五巻第三号（昭和十一年五月二十五日発行）

○資料

　口財産評価準則（臨時産業合理局）

○雑録

　口第二回瓦斯事業現業員講習会記事（桑　原　生）口新刊紹介　口特許並実用新案　口法令

○雑報

　口丹後瓦斯会社の開業式挙行　口各地瓦斯友会春季総会開催に就て　口東海瓦斯友会第七回総会　口東部

　瓦斯友会第十九回春季総会　口北日本瓦斯協会第七回総会　口近江瓦斯買収問題の経緯　口其他の地方に
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　於ける瓦斯事業買収経緯（富山市会の買収予算，小松瓦斯買収の経過）口台湾瓦斯業況　口山口瓦斯業

　績　口播磨瓦斯業態　口京都瓦斯成績　口瓦斯機器工業久組合設立計画の其後　口木炭ガス普及協会の誕

　生　口各社其の折々（東邦瓦斯の決算，神戸瓦斯の拡張計画，南満瓦斯今期業績，需要増加顕著の関東瓦

　斯，東京瓦斯の供給区域拡張工事出願，尼崎瓦斯事業拡張，三條瓦斯今期成績，津山瓦斯の現況，台湾瓦

　斯の需要増加，西部瓦斯今期業況，東京瓦斯お料理講習）口新規瓦斯事業計画（瀬戸市ガス組合計画案，

　唐津瓦斯会社の工事開始，室蘭瓦斯会社の設立に確定，土崎の町営瓦斯計画，西鮮合同電気近く瓦斯配給，

　安城瓦斯利用組合の設立認可，青森瓦斯市営計画の進行）口電気事業界（電気事業調査会調査事項内容，

　電気供給改善委員会の集金改善結論大網，電力国営に関する論議）口石炭界（石炭液化事業，本年度石

　炭需要予想，石炭の規格統一と国家統制）口管口整形器の発明販売　口瓦斯界往来（商工省の異動，商

　工省監督課長高坂正雄氏の栄進，渡欧者よりの通信，富山電気ビルの落成，千代田機械製作所の組織変

　更）

○会報

　口渡逞名誉会員の逝去　口定例理事会　口監事会　口協会本年度定時総会開催の件　口第二回瓦斯事業現

　業員講習会開催の件　口技術部会委員会　口瓦斯熱量測定方法に就き答申　口瓦斯事業概観の発行　口集

　金事務研究座談会内容の刊行　口評議員奥野義作氏の逝去　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社

　寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌

　口寄贈及購入外国図書雑誌

○講演

　口熱量の測定に就て（東京瓦斯株式会社研究所技手　都築増三）口瓦斯コークスの処理に就て（神戸瓦

　斯株式会社　前田　勇）口瓦斯製造と化学（帝国瓦斯協会顧問工学博士　下村　明）

○論説

　口瓦斯事業の経営に就て（商工技師　稲見慎一）

●第二十五巻第四号（総会号）（昭和十一年七月十五日発行）

○口絵

　口第二十四回定時総会関係写真

○報文

　口第二十四回定時総会及第九回部会大会（部会大会及総開の準備，第九回部会大会，両部会聯合講演会，

　両部会聯合座談会，大阪瓦斯舎密及岩崎町両工場の視察，両部会聯合懇親会）口第二十四回定時総会

　（第三十八回評議員会，第二十四回定時総会，講演会及博覧会見学，総会晩餐会，浪速踊の見物）口見学

　視察記事（高野山詣，和歌山より白浜へ）

○資料

　ロソンプソン氏瓦斯事業会計を読む（木村俑蔵）口市営後に於ける金沢市瓦斯事業大要（金沢市電気水

　道局）

○講演

　口小坂より大阪へ（第三高等学校教授文学士　藤田元春）口瓦斯の脱水に就て（東京瓦斯株式会社工務

　部技術係主任技手　田中義高）口乾式脱硫に就て（大阪瓦斯株式会社技師　福岡元次）

○附録

　口第二十四回（昭和十年度）会務報告　口第二十四回（昭和十年度）会計報告　口昭和十一年度収支予算

　口技術部会昭和十年度会務報告　口営業部会昭和十年度会務報告

●第二十五巻第五号（昭和十一年七月二十五日発行）

○口絵

　口第二回瓦斯事業現業員講習会写真

○資料

　口英国に於ける都市瓦斯の脱水に就て　口再び瓶詰瓦斯「カローア・ガス」に就て（桑原級四郎）
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○雑録

　口新刊紹介　口特許並実用新案

○内外瓦斯事情

　口満洲国（満洲瓦斯事業概要）口英国（瓦斯と電熱との比較，石炭液化事業の経済的価値，英国の石炭

　とコークスに関する統計，瓦斯工場に於けるベンゾール回収，瓦斯技術協会総会，瓦斯製造装置の実物教

　授用雛型，サーム・メーターの採用の経過，瓦斯溜プレート漏洩個所の修繕方法）口米国（洪水に見舞

　はれた瓦斯工場，瓦斯導管内検用「エキスプロロメーター」，一九三五年亜米利加合衆国瓦斯事業概況）

　口独逸（独逸に於ける瓦斯脱水の実例，独逸に於ける瓶詰瓦斯，独逸に於ける石炭と自動車（航空機）用

　燃料統計，独逸瓦斯水道協会年会，独逸に於ける瓦斯事業の変遷，瓦斯供給状況）口仏蘭西（仏国瓦斯

　工業聯合会年会，万国瓦斯連盟）

○雑報

　口日立瓦斯の許可　口燃料局設置の新提案　口東京瓦斯報償契約改訂の経過口東京瓦斯機械器具工業組合

　創立打合せ会合　口近江瓦斯買収問題　口柏崎瓦斯創立十週年記念　口巣鴨傷兵院小田原瓦斯区域に移転

　口東邦瓦斯業況　口延岡瓦斯業績　口熱海瓦斯業況　口大垣瓦斯電気業績　口上野瓦斯業態　口各社彙報

　（神戸瓦斯改築地鎮祭執行，金沢市の瓦斯普及宣言，岡山瓦斯値下，東邦瓦斯の瓶詰瓦斯計画，廣島瓦電

　決算，犬山瓦斯の復興，松江市ガス部特典付き大宣傅）口新規瓦斯事業計画（釧路瓦斯の工事着工，室

　蘭瓦斯会社の創立，敦賀に瓦斯会社設立計画，西鮮合同電気瓦斯計画，唐津ガス会社創立）口電気事業

　界（電気国営問題の経過，電力国営に対する当業者の態度，電柱税其他の課税に対する逓信大臣の訓示）

　口石炭界（石炭液化の普遍化，三井の石炭液化計画，種別統制に石炭建値の設定，北票阜新炭の販売，東

　京瓦斯神威炭使用復活と炭界）口瓦斯漏洩検臭器　口瓦斯界往来（北村正平氏の栄転，横浜市瓦斯局杉

　山梶太郎氏の栄転，三菱鉱業会社々長の更迭，小滓琢二技師の栄転，益子吉蔵技師の栄転，甲府電力石原

　氏定年退職，長房徳技師委の赴任，森正平氏南満瓦斯退社）

○会報

　口渡辺一雄氏より臨時寄附金　口定例理事会　口定例理事会　口技術営業両部聯合委員会　口道路占用料

　調査の件　口協会事務室拡張の件　口新入会員　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈購入外

　国図書雑誌

○講演

　口開会の辞（於第二回瓦斯事業現業員講習会）（豊橋瓦斯株式会社取締役社長福谷元次）口挨拶（於第二

　回瓦斯事業現業員講習会，四月十日）（帝国瓦斯協会常任理事　渡逞　扶）口瓦斯発生殖の操作及管理に

　就て（東邦瓦斯株式会社　尾野善明）口瓦斯供給に就て（大阪瓦斯株式会社　駒井重威）口瓦斯事業と

　化学工業（帝国瓦斯協会顧問工学博士　下村　明）

○論説

　口瓦斯界先覚者伝（其三）（故西村勝三翁他三氏）（中　尾　生）

●第二十五巻第六号（昭和十一年九月二十五日発行）

○資料

　口天然瓦斯，其他の無臭瓦斯の臭気附加に就て（下村　明）口天然瓦斯自動車の試作（磯野信威）口石

　炭瓦斯よりベンゾール回収（Ｗ・Ｇ・アダム，Ｇ・Ｗ・アンダーソン）

○雑録

　口圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令の改正要旨　口特許並実用新案彙報

○内外瓦斯事情

　口英国（英国公私瓦斯事業の成績，一九三五年度に於ける英国瓦斯会社の成績，瓦斯に関する研究の新方

　面，サーム・メーターに対する討議，英国デウスブリー市営瓦斯溜故障，ダーリントン新料金制，ロンド

　ン・シチー・アンド・ギルドの瓦斯技術者資格試験）口米国（瓦斯外交員の教育）口独逸（無毒と市瓦

　斯の供給）口仏蘭西（瓦斯週間の開催，巴里市の瓦斯供給概況）口支那（上海に於ける新瓦斯工場）

○雑報
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　口燃料局設置案　口瓦斯事業再検討及瓦斯料金値下に関する記事に就て　口瓦斯管税及タンク税廃止案

　口松江市瓦斯部の五周年記念　口東京瓦斯今期業況　口大阪瓦斯上期業況　口廣島瓦斯電軌業況　口岡山

　瓦斯業績　口奈良瓦斯業況　口宇都宮瓦斯業態　口米子瓦斯業況　口浪速瓦斯業績　口各社其の折々（神

　戸瓦斯決算，京都瓦斯決算，彦根瓦斯業況，北海道瓦斯決算，西部・九州・合同三社の決算，九州瓦斯会

　社新社屋落成，西部九州両社の最低使用料の低下，東邦瓦斯澄券倍額増資，東京瓦斯新市域瓦斯料金問題，

　ガスメーター爆発，台湾瓦斯総会今期業況，大阪瓦斯鏡川営業所の竣工，近江瓦斯買収問題の決定，尼崎

　市道占用料問題の解決，京城電気業況，岡本家の寄附金，岡山ガス料金値下，大垣瓦斯電気業況，岐阜瓦

　斯業況）口電気事業界（電力民有国営案の前途，電力民有国営に関する電気協会声明書，逓信省の方針，

　電気メートル検定改正案，電飾防止操典の発行）口石炭界（石炭液化実現，送炭調節規定の改正，石炭

　標準建値の実施，北票炭増産許可）口天然ガス研究所完成）口川口市と瓦斯器具製産　口新規瓦斯事業

　計画（日立瓦斯の計画進捗，東京府小岩町の瓦斯事業計画，大船町の瓦斯事業計画，但馬瓦斯の更生計画，

　愛知県瀬戸市営瓦斯計画，沖縄県那覇の瓦斯計画，愛知県安城町の瓦斯事業計画後，福知山瓦斯事業計画

　進捗，室蘭瓦斯工場敷地決定，高雄の瓦斯工場工事進捗，敦賀ガス役員，丹波市町ガス組合総会）口瓦

　斯界往来（堀監督課長の渡欧，寺滓監督課技手の転任，入江明技手の監督課勤務，住友・今村幸男氏大阪

　ガス入社，柳田大阪瓦斯技師長の帰朝，横浜瓦斯局職員の移動，帝国鉄道協会長の重任，関東瓦斯埼玉瓦

　斯を合併，大日本電力と東部電力の合併，前田勇氏監査役に昇進，遠藤合資平林良平氏の逝去，鋳鉄管会

　社滓村支配人の逝去，武州瓦斯小杉監査役の逝去，電飾防止操典の発行）

○会報

　口第三回瓦斯事業現業員講習会開催の件　口第二回瓦斯事業現業員講習会開催報告の件　口技術部会常任

　委員会　口会員名簿の発行　口瓦斯事業調停事務座談会の発行　口道路占用料其他調査の件　口正会員会

　費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈購入外国図書雑誌

○論説

　口瓦斯販売増加策として二部料金制度（水越致和）口瓦斯安全の為の注意事項に就て（シー・エー・マ

　スターマン）

●第二十五巻第七号（昭和十一年十一月二十五日発行）

○資料

　口Recent Development of Gas Industry in Japan（ＢｙImperial Gas Association)口本邦瓦斯事業の最

　近の趨勢に就て　ロペンゾール回収と瓦斯工場の設計（エフ・プレンツ）

○雑録

　口第三回瓦斯事業現業員講習会開催に就て　口第二十回東部瓦斯友会春季総会記事　口新刊紹介　口特許

　並実用新案彙報

○内外瓦斯事情

　口日本（防錆塗料の試験）口英国（倫敦サウスメトロポリタン瓦斯会社の改正料金，セメントスペレー

　に依る瓦斯及コークス鎧の修繕，基メートルの検査方法）口米国（合衆国瓦斯事業概況，携帯用コーク

　ス・ヒーター）口独逸（瓦斯脱水の経費）口和蘭（ヘーグ及びロッテルダムの瓦斯事業，新型拭洗器）

　口仏蘭西（仏蘭西の天然瓦斯）口露国（地下乾留）口其の他（加奈陀瓦斯協会の年次大会，シンガポー

　ル瓦斯局送出量増加）

○雑報

　口東京立川瓦斯の許可　口秋田県土崎港町営瓦斯事業の許可　口栃木瓦斯の失敗　口税制改革案概要　口

　東部瓦斯友会幹事会社会　口東京瓦斯機械器具工業組合の創立　口東京瓦斯報償契約改定の経過　口電力

　国家管理法案の経過　口尼崎瓦斯報償契約の追加　口関東瓦斯対湘南瓦斯受給契約の締結　口鶴見瓦斯買

　収経緯　口小田原瓦斯業況　口塩釜瓦斯業績　口各社彙報（岡山瓦斯の料金値下，日本水電上期業況，静

　岡瓦斯決算，松本瓦斯工業業況，三條瓦斯業況，岡崎瓦斯が積極転向，鶴見瓦斯成績，関東瓦斯好調，東

　邦ガス据置，長岡瓦斯記念宣伝）口新規瓦斯事業計画（大阪市郊外南河内地方の瓦斯供給計画，愛知県

　安城町の瓦斯工事完了，台湾高雄工場，唐津瓦斯の工事着工，敦賀ガスの施設工事認可，南満新興都市の
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　瓦斯設備）口東京瓦斯目黒供給所に於ける腐食導管菟集の見学）口瓦斯界往来（中浦瓦斯新津天然を合

　併，大阪瓦斯職員を移動，商工省吉野次官の辞任，堀監督課長代理吉田事務官任命，和歌山瓦斯新社長の

　就任，風同氏柏崎瓦斯を退社，昭和瓦斯器具の組織変更，大島義清博士の帰朝，欧米よりの通信，千葉瓦

　斯鈴木取締役の逝去，和歌山瓦斯廣田社長の逝去，豊島警視庁瓦斯監督官の退職，朝鮮大邱，平壌瓦斯事

　業の許可）

○会報

　口定例理事会　口技術営業両部聯合座談会　口瓦斯事業主任技術者鐙衡試験の施行　口昭和十年度瓦斯事

　業要覧の発行　口道路占用料調査の件　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口

　寄贈図書雑誌　口寄贈購入外国図書雑誌

○講演

　口第三回瓦斯事業現業員講習会に於ける開会挨拶（金沢市電気水道局長　尾戸次作）口石炭瓦斯製造の

　要處（大阪瓦斯株式会社技師　北村彊三郎）口瓦斯器具に就て（東邦瓦斯株式会社営業課　前田林治）

一
．
．
Ｊ
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巻六十二第
ｒ
一
一

●第二十六巻第一号（昭和十二年一月二十五日発行）

○巻頭之辞

　口昭和十二年を迎ふ

○雑録

　口第二十回西部瓦斯友会総会記事　口新刊紹介　口特許並実用新案彙報　口法例（工場法施行令及災害扶

　助法施行令中改正の件，改訂東京瓦斯報償契約）

○内外瓦斯事情

　口英国（瓦斯技術者協会第八回秋季研究会，可搬式白働式コークス処理装置，サウス・メトロポリタン瓦

　斯会社改定料金の実施中止）口米国（新塗料「コパックス」，亜米利加各洲に於ける瓦斯「メートル」検

　定に就て）口独逸（伯林第十一回オリンピック大会と瓦斯照明，瓶詰瓦斯使用貨物自動車，高圧酸素を

　用ゆる完全瓦斯化法）口仏蘭西（巴里瓦斯概況）

○雑報

　口東京瓦斯報償契約改訂の成立　口燃料国策の樹立　口税制改革案各網（財産税法案大綱，家屋税法案，

　取引税案要綱，地方税法案）口電力協会総会電力国営反対　口電気事業者の売上財産両税免除方建議

　口本年の石炭界口世界動力会議統計年報発行　口東部瓦斯瓦斯友会幹事会社会　口大邱及平壌両瓦斯事業

　の将来　口甲府電力瓦斯部の街頭進出　口勧業祭に於ける久留米市瓦斯局宣傅行列　口瓦斯工業組合の経

　過　口宮崎瓦斯業況　口廣島瓦斯電軌の瓦斯事業　口各社彙報（南満瓦斯今期業況，大阪府下大鉄直営瓦

　斯計画の中止，横浜市域の拡張と瓦斯供給問題，大垣瓦斯電気瓦斯事業二十五周年記念，高田市営瓦斯刷

　新，神戸瓦斯メートル使用料値下げ，浪速瓦斯決算，大阪瓦斯ガス展覧会，廣島瓦電配当八分据置，九州

　瓦斯最低料金改正，前号本欄記事中訂正）口新規瓦斯事業（釧路瓦斯の開業，唐津ガス会社着工，安城

　瓦斯の開業，玉島瓦斯の創立，室蘭瓦斯の其後，敦賀瓦斯の開業，土崎港町営ガスエ事開始，台湾高雄の

　瓦斯工事督励，大邱府会の瓦斯府営可決，青森瓦斯が工場建設に着手，大日電ガス事業を分離，福知山瓦

　斯会社創立）口天然瓦斯界（商工次官の再更迭，豊橋瓦斯神野支配人の栄進，尾崎商店の改称，耐火接

　合剤フヂマイト，敦賀瓦斯の開業，東工業所の設立，磯村合名会社組織変更）

○会報

　口協会第二十五回定時総会開催の件　口定例理事会　口定例理事会　口幹事会　口瓦斯「メートル」検定

　料に付陳情　口商工次官吉野信次氏に感謝状贈呈の件　口技術部会常任委員会　口昭和石炭株式会社に交

　渉の件　口瓦斯コークス調査に関する件　口本年度瓦斯事業主任技術者詮衡試験の施行　口新入会員　口

　正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈購入外国図書雑誌

○講演

　口瓦斯熱量測定法に就て（東京瓦斯株式会社技手　宇都宮喜久蔵）
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0附録

　口帝国瓦斯協会雑誌第二十五巻総目次

○論説

　口本邦瓦斯事業の概観（昭和十年度）（帝国瓦斯協会）口公企業と道路の使用（平田慶吉）口独逸国に

　於ける「エネルギー経済使用に関する法律」（工務局監督課　瓦斯係）口瓦斯界先覚者傅（其四）青淵先

　生評傅若干（中　尾　生）

●第二十六巻第二号（昭和十二年三月二十五日発行）

○資料

　口瓦斯溜の腐食に就て（水越致和）口諸種瓦斯及び蒸気が耐火材料に及ぼす影響（エー・テー・グリー

　ン氏及エフ・エッチ・クリユース氏）口英国に於ける瓦斯供給の合里化（ヂョーヂ・エヘット氏）

○雑録

　口新刊紹介　口特許並実用新案

○内外瓦斯事情

　口世界（国際瓦斯聯盟委員会）口日本（独逸の観たる日本の石油事情）口英国（一九三五年度の英国瓦

　斯事業界，水平レトルト瓦斯の希釈，ビリンガムの人造ガソリン，ワトソンハウスの新築成る）口米国

　（昨年度（一九三六年）の米国瓦斯事業界）口独逸（一九三三年一一九三五年度の独逸瓦斯工場作業，遠

　距離輸送瓦斯，水性瓦斯製造併用の断続式直立櫨，石炭の溶解，木材を原料とする燃料）口仏蘭西（瓶

　詰瓦斯としての高熱石炭瓦斯）口濠洲（メルボルン市に於ける瓦斯脱水）

○雑報

　口瓦斯事業委員会の開催　口林内閣の修正増税案　口東部瓦斯友会の嘆願書提出　口神戸瓦斯の需用家サ

　ービス　ロ東部瓦斯友会幹事会社会　口岐阜瓦斯今期成績　口大垣瓦斯電気の業況　口浪速瓦斯業況　口

　洲本瓦斯業況　口相模瓦斯業績　口旭川瓦斯業態　口福山瓦斯成績　口各社彙報（東京瓦斯料金値下と六

　大都市の比較，大阪瓦斯工業用需要の激増，神戸瓦斯瓦斯溜着工，京都瓦斯の熱量変更と減配，日本海電

　気の記念配当，関東瓦斯工場拡張計画，九升|瓦斯八幡営業所社屋新築，尼崎瓦斯増資，岡崎ガスエ場拡張

　用地買収，宇部瓦斯委員会，東京瓦斯総会，最低料金引下，下関瓦斯発展，廣島瓦斯呉支店瓦斯溜の故

　障）口天然瓦斯界（新潟県下天然瓦斯の噴出）口石炭界（石炭需要激増，出炭奨励を採用）口新規瓦

　斯事業計画（市営ガス認可，天津瓦斯工業設立認可申請，日立瓦斯の竣工，高雄瓦斯工事一部落成，土崎

　の町営ガス，玉島瓦斯会社増資独立経営，平壌の瓦斯着工，台湾瓦斯総会，静岡瓦斯三島営業所の開業）

　口瓦斯界往来（渡逞一雄氏大阪瓦斯監査役に就任，南満瓦斯青木哲兄氏の帰朝，商工省神田工務課長の栄

　転，警視庁瓦斯監督官の就任，長房技師の赴任，秋田電燈標準熱量の改訂，穴水氏大日本電力社長に就任，

　浮谷専務葛飾瓦斯社長に栄転）

○会報

　口第二十五回定時総会開催日の変更　口定例理事会　口第二十五回定時総会日程の件　口瓦斯コークス調

　査委員会　口勘定外瓦斯に就ての座談会及電蝕防止操典の発行　口評議員の逝去　口新入会員　口正会員

　会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口瓦斯供給一般と瓦斯漏洩防止に就て（一）（東邦瓦斯株式会社供給課　坂野國雄）口瓦斯「メートル」

　検査に就て（前東京瓦斯株式会社供給課技手　東廣三）

●第二十六巻第三号（昭和十二年五月二十五日発行）

○資料

　ロユンケルス熱量計の取扱方法に就て（一）（東京瓦斯株式会社研究所　都築増三）口埋設瓦斯管の防錆

　法に就て（南満洲瓦斯株式会社　南木成斎）口独逸に於ける四箇年計画に対する瓦斯工業の貢献（Ｈ・

　ローゼンタール，大竹利郎譚）

○雑録
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　口水戸より日立へ　口北日本瓦斯協会第八回総会　口特許並実用新案彙報

○内外瓦斯事情

　口日本（非粘結性炭の利用）口英国（瓦斯の性質と燃焼状態との関係，瓦斯工業会館，一九三六年度倫

　敦九社一サーム当り業績，労働者住宅の改良）口米国（昨年度の米国瓦斯事業界瞥見，新型瓦斯拭洗器）

　口独逸（独逸ルール瓦斯の発展，瓶詰瓦斯用ボンペ，再び水性瓦斯製造併用の断続式直立櫨）口白耳義

　（湿式脱硫の新法）

○雑報

　口商工省統制局官制　口燃料国策の全貌　口汎太平洋平和博覧会へ出品　口東部瓦斯友会幹事会社会　口

　東海瓦斯友会第八回総会　口近畿瓦斯友会総会　口燃料協会大会　口松江市瓦斯部の器具陳列会　口瓦斯

　管の新接合法　口朝鮮瓦斯電気の瓦斯事業　口新発田瓦斯業績　口各社彙報（東京瓦斯業績，京都瓦斯下

　期，京都瓦斯料金値下げ，鶴見瓦斯下期，静岡瓦斯下期，関東瓦斯順調，二千五百の従業員に昇給，合同

　電気の合併，國産工業株式会社の合併，朝鮮瓦斯総会）口天然瓦斯界（大多喜天然瓦斯，天然ガスの採

　取有望）口石炭界（石炭需要高激増，石炭資源を四年計画で調査，石炭値上げ，全国貯炭高減少）口新

　規瓦斯事業計画（高雄市瓦斯需要，近江ガス，山陽ガスに対抗第二の認可申請，秋田市営ガス計画）口

　瓦斯界往来（監督課長の更迭，堀前監督課長の栄転，関東瓦斯河西君の栄進，帝国瓦斯工業所の創立，訂

　正）

○会報

　口定例理事会　口定例理事会　口幹事会　口技術営業両部聯合委員会　口技術部会委員会　口東京・大

　阪・神戸・東邦及び京都五瓦斯会社特別会員会費の増額　口評議員の逝去　口新入会員　口各社寄贈営業

　報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国図書雑誌

○講演

　口瓦斯供給一般と瓦斯漏洩防止に就て（二）（東邦瓦斯株式会社供給課　坂野國雄）

○附録

　口第二十五回会務報告　口第二十五回会計報告　口昭和十二年度収支予算　口技術部会昭和十一年度会務

　報告　口営業部会昭和十一年度会務報告

●第二十六巻第四号（総会号）（昭和十二年七月十日発行）

○口絵

　一，第十回部会大会に挨拶を述ぶる片岡会長　二，第十回部会大会に開会の辞を述ぶる柳田技術部会委員

　長　三，第十回部会大会　四，第十回部会聯合講演会に公演中の前田氏　五，第十回部会聯合講演会に公

　演中の岸氏　六，第十回部会聯合講演会に公演中の稲見氏　七，第十回部会聯合講演会に閉会の辞を述ぶ

　る曽我部営業部会委員長　八，第十回部会聯合講演会に挨拶を述ぶる渡逞常任理事　九，部会懇親会に挨

　拶中の片岡会長　十，第二十五回定時総会に演説中の片岡会長　十一，第二十五回定時総会　十二，第二

　十五回定時総会に挨拶を述ぶる小曾根新会長　十三，定時総会終了後園遊会場に向ふ十四，吉備津神社参

　拝の一行　十五，鶴鳴館能舞台に挨拶中の光藤岡山瓦斯社長　十六，吉備楽の実況　十七，見学を終え園

　遊会場に向ふ一行　十八，園遊会場断片（其の一）十九，園遊会場断片（其の二）二十，園遊会余興

　二十一，鷲羽山見学の一行　二十二，大消海岸より東余丸に向ふ一行　二十三，東余丸甲板断片　二十四，

　鯛網実況（其の一）二十五，鯛網実況（其の二）二十六，多度津桟橋（之より琴平に向ふ）

○報文

　口第二十五回定時総会及第十回部会大会（部会大会及総会の準備，両部会聯合委員会，第十回部会大会，

　両部会聯合講演会，第一日の見学）口第二十五回定時総会（第三十九回評議員会，第二十五回総会，第

　四十四回評議員会，吉備楽及園遊会，鷲羽山琴平高松の見学）

○雑報

　口燃料局官制　口石炭増産五ヶ年計画　口石炭液化の工業化　口株式より観たる東京瓦斯　口電力統制と

　電気料金の趨勢　口各社彙報（西部瓦斯値下げ，朝鮮瓦電の寄附金，大垣瓦斯電気電気事業分離，浪速瓦

　斯直売部新設，柏崎瓦斯据置，東邦瓦斯西部営業所の竣工披露，高田市に天然瓦斯噴出）口新規瓦斯事
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　業計画（大津瓦斯部の瓦斯料金，室蘭瓦斯の新設，大邱府の瓦斯工事進捗）口天然瓦斯界（噴出瓦斯の

　日石利用法研究，新潟県の天然瓦斯利用，天然瓦斯より硫安製造，高田の天然ガス鍍床）口瓦斯界往来

　（吉野信次氏の商工大臣親任，竹内前商工次官の栄転，昭和石炭幹部の異動，鈴木英正氏の栄転，清水瓦

　斯社長の更迭，故兄島幸吉氏の銅像竣成，南満瓦斯五十嵐粂一氏の渡欧，旭瓦斯の設立，東京瓦斯機器工

　組の認可，瓦斯器具実演会）

○会報

　口片岡前会長に感謝状贈呈の件　口総会理事会　口定例理事会　口定例理事会　口技術営業両部会聯合委

　員会　口技術営業両部会聯合委員会　口技術部会委員会　口営業部会委員会　口技術営業両部会常任委員

　の当選　口第四回瓦斯事業現業員講習会の開催　口新入会員

○講演

　口総会開会の辞（五月十三日於岡山市公会堂）（片岡直方）口「米のなる木」に就て（五月十三日於岡山

　市公会堂）（岡山市史編纂委員　岡　長平）

○部会講演

　口瓦斯事業将来の問題（商工技師　稲見慎一）口瓦斯孵卵器に就いて（東邦瓦斯株式会社営業課　前田

　林治）口岡山瓦斯会社工場の設備及作業に就て（岡山瓦斯株式会社取締役技師長　岸　得雄）

●第二十六巻第五号（昭和十二年七月二十五日発行）

○資料

　口水平式レトルトの作業（一）（ヂー・エム・ギル，下村　明詳）口瓦斯料金調査委員会の報告（水越致

　和）ロコールタールの水素添加（シー・エム・コーレー，警視庁技師　遠藤一郎詳）ロユンケルス熱量

　計の取扱方法に就て（二）（東京瓦斯株式会社研究所　都築増三）

○雑録

　口第四回瓦斯事業現業員講習会（桑原蔵四郎）口特許並実用新案彙報

○内外瓦斯事情

　口日本（家庭用コークス）口英国（英国瓦斯界往来，英国最初の球型瓦斯溜，液中燃焼法，水平式レト

　ルトのスチーミング，灸増燃料として瓦斯及ブリーズの使用，ベンゾール洗脇油）口米国（液化瓦斯工

　業の発展，テキサス小学校の瓦斯爆発の真相に就て，アメリカ中西部大洪水にも供給継続，アメリカ瓦斯

　界好調，料理祭）口独逸（独逸瓦斯事業概況，瓦斯の遠距離輸送，独逸に於けるコークス製造上の最近

　の発達，コークス統計，都市瓦斯に依る伯林バスの運転）口加奈陀（室式信に就て石炭瓦斯，純水性瓦

　斯及び増熱水性瓦斯を同時に製造する法）

○雑報

　口増炭五年計画と現存の炭鍍拡張　口大阪工業会の石炭国家統制案　口北海道瓦斯業績　口浪速瓦斯決算

　口理研真空工業現状　口足利瓦斯業況　口高知瓦斯業績　口山形瓦斯成績　口桑名瓦斯業態　口唐津瓦斯

　の開業　口瓦斯界往来（三輪震一氏の瓦斯界入り，東京瓦斯機器工業組合の創立，山陽瓦斯加藤老人の引

　退，横浜大野技師の栄転）

○会報

　口定例理事会　口瓦斯用炭価に関し陳情書提出の件　口瓦斯用炭価格騰貴に付き各社に照会の件　口瓦斯

　溜活動状態調査報告　口脱硫器能力算定基準の件　口新入会員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業

　報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国書雑誌

●第二十六巻第六号（昭和十二年九月二十五日発行）

○口絵

　口故北河原理事肖像並弔文略歴弔詞

○報文

　口瓦斯溜活動状態調査報告の件（帝国瓦斯協会）口乾式脱硫器能力算定基準に関し商工省に答申の件

　（帝国瓦斯協会）
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○資料

　口水平式レトルトの作業（二）（ヂー・エム・ギル，下村　明縁）口米国瓦斯事業と最近の判例（一）

○雑録

　口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○法例

　口北支事件特別税法　口暴利取締令　口軍事扶助に関する社会局長官の通牒　口臨時地方財政補給金交附

　方法　口軍需工業動員法の適用に関する法律

○内外瓦斯事情

　口世界（世界動力会議，国際瓦斯聯盟）口日本（東京瓦斯のタール処理）口英国（瓦斯技術協会七十回

　年会，瓦斯中の酸化窒素の定量，一九三六年度の購入コークス鎧瓦斯量，バーンスレイ瓦斯買収競願に就

　て，英国瓦斯製造の変遷，英国電気事業統制法案，瓦斯料金決定の原則）口独逸（無毒瓦斯，瓦斯の組

　成とメートル嚢膜との関係，独逸に於ける瓦斯街燈照明，伯林市営瓦斯局の業況）口伊太利（伊太利瓦

　斯事業概況）口加奈陀（酸素に依る石炭の完全瓦斯化）口仏蘭西（巴里瓦斯会社の報奨契約の更新と業

　況）

○雑報

　口北支事件特別税の実施　口暴利取締令の実施　口支那事変と瓦斯事業界　口戦時経済の非常立法　口人

　造石油の自給策　口物価対策委員会の石炭コスト調査　口石炭の国家統制案（政治経済研究会の統制案，

　大阪工業会の統制案，石炭聯合会の石炭増産答申）口石炭聯の炭価調整の根本策　口熟練工養成計画

　口東京瓦斯今期総会と井坂社長の説明　口小松瓦斯業況　口中浦瓦斯業態　口長浜瓦斯成績　口各社業況

　（京城電気業況，神戸瓦斯会社新築落成，台湾瓦斯今期業況と総会，東京瓦斯所要炭成契，浜松瓦斯業況，

　尼崎瓦斯上期業況，堺瓦斯上期業況，大阪瓦斯今期決算，神戸瓦斯決算，岐阜瓦斯上期成績，岡山瓦斯上

　期業況，豊橋瓦斯上期成績，横浜市瓦斯局の瓦斯料金変更，湘南瓦斯の鎌倉山供給，小松瓦斯会社瓦恩記

　念抽選，尼崎瓦斯会社の料金値下，大阪瓦斯製陶用新用途成功，大津市営瓦斯の紛耘，大垣瓦斯電気業況，

　泉州瓦斯上期業況）口天然瓦斯界（大多喜天然瓦斯火力発電計画，大多喜天然瓦斯の圧縮瓦斯）口新規

　瓦斯事業計画（福井県武生町の瓦斯事業，台湾新竹瓦斯市営問題，新義仲|瓦斯起債認可申請，室蘭ガス会

　社正式認可）口瓦斯界往来（東京瓦斯都築技手の応召，奈良瓦斯代表取締役，三輪震一氏尼崎常務就任，

　房仲|瓦斯奥主任技術者の応召，手滓前監督課技手の本官昇進，遠藤警視庁瓦斯監督官の栄転，橋本千葉瓦

　斯専務の辞任）

○会報

　口男爵北河原理事の亮去　口北支事応召者の待遇及其の家族の扶助に関する工務局長の通牒　口北支事応

　召者の瓦斯代金減免に関する件　口倉庫品及瓦斯メートル整理座談会の開催　口電蝕防止千葉委員会の組

　織　口昭和石炭株式会社に交渉の件　口会員名簿の発行　口改訂瓦斯用語集の発行　口昭和十年度本邦瓦

　斯事業概況一覧の発行　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈外国書

　雑誌

●第二十六巻第七号（昭和十二年十一月二十五日発行）

○口絵

　口故名誉会員高松博士肖像　口新築落成の神戸瓦斯（神戸瓦斯株式会社奥上大神宮及稲荷神社を祭れる三

　光神社，小曾根社長の玉串奉典，新装なれる神戸瓦斯株式会社の全景，渡逞監督官の玉串奉典，三光神社

　奉饌，神戸市長の祝詞，建築者の報告，陳列室，事務室，第一会議室，集会室，社長応接室，集会室附属

　休憩室，料理講習室附属試食室，祝宴の一及二，料理実習室，一階ショウウインドの一及二）口満洲国

　新京の瓦斯等火（等火塔，等火塔の夜景其の一及其の二）

○資料

　口瓦斯引込管，屋内管及瓦斯器具取付に関する英国の規程（帝国瓦斯協会）口世界のベンゾール事情（特

　に仏蘭西に就て）口導管継手新充填材「ジンテリット」に就て（ハンス・フオークト，桑原級四郎講）

　口米国瓦斯事業と最近の判例（二）口台湾に於ける瓦斯事業（台湾総督府交通局編纂第十四回電気事業
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　要覧抜草）（台湾総督府交通局）

○雑録

　口瓦斯「コック」の無断取換に就て　口神戸瓦斯本社の竣成　口新刊紹介　口特許並実用新案彙報

○法例

　口臨時資金調整法（臨時資金調整法施行の件，臨時資金調整委員会官制，臨時資金審査委員会官制，臨時

　資金調整法施行令，臨時資金調整法施行細則，臨時資金調整法施行細則改正の件）口軍需工業動員法中

　戦時に関する規定適用の件（工場事業場管理令，統制協議会規程）

○内外瓦斯事情

　口英国（英国瓦斯事業成績分析，瓦斯溜の強制検査に付て，カウデンビース瓦斯工場の完全瓦斯化法，瓦

　斯中の有機硫黄除去，瓦斯暖櫨と快美感，空襲と瓦斯溜）口独逸（瓦斯発生用原料としての低温瓦斯炭，

　需用家メートルの凝縮物，需用家メートルの規格）口仏蘭西（仏蘭西に於ける瓦斯技術者教育）口瑞西

　（瑞西の瓦斯事業）

○雑報

　口暴利取締令改正　口商工省石炭増産計画試案　口各方面に石炭国策要望　口帝国燃料興業株式会社の設

　立　口天然ガス自動車と瓶詰瓦斯　口電力国策の審議　口電力自治統制案　口電力料金の更改　口大阪瓦

　斯の石炭瓦斯自動車　口京浜コークス末廣工場の竣成　口徳島瓦斯株式会社の創立　口多角経営進出の日

　本海電気　口清水瓦斯今期決算　口各社彙報（東邦瓦斯今期業況，東京瓦斯荒川営業所開設，松坂瓦斯製

　造所の譲渡，大多喜瓦斯業績，関東瓦斯順調，土崎町営瓦斯現況，平壌瓦斯の開業，関東瓦斯大船供給所

　の竣成，大津市営瓦斯の石山供給計画）口新規瓦斯事業計画（青森瓦斯其の後の状況，室蘭瓦斯会社工

　事に着工）口瓦斯界往来（新発田瓦斯社長佐藤中尉の負傷，神戸西川庶務課長の栄進，其後の応召者，

　宇梶利近宇治の逝去）

○会報

　口高松名誉会員の亮去　口定例理事会　口定例理事会　口聯合委員会座談会　口支那事変に関し各社に照

　会の件　口全国団体聯合会の決議　口評議員の補訣選挙　口両部会委員の辞任と補訣選定　口瓦斯事業主

　任技術者詮衡試験の施行　口帝国燃料興業株式会社に関する件　口帝国燃料興業株式会社株式募集　口評

　議員工学博士下村孝太郎君の逝去　口評議員柴田芳二君の逝去　口瓦斯事業法令集の改訂出版　口新入会

　員　口正会員会費領収報告　口各社寄贈営業報告書　口寄贈図書雑誌　口寄贈及購入外国雑誌
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