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「第12回定時総会」開催 「第12回定時総会」開催 

全特協は平成20年6月4日（水）、東京都・大手町のパレスホテルで約130名の出席を得て、第12回定時総会を開催しました。

冒頭、三上会長は「昨年の特殊鋼の圧延鋼材生産高は、2,175万トンと6年連続で過去最高を更新。需要面では引き続き好調で

ある反面、今年に入ってからの急激かつ大幅な原材料の値上げにより、利益面で苦心している状況ではないか。価格問題については、

先々に若干の不安を募らせている会員が多い中、昨年度は計画していた事業がほぼ予定通りこなせたことに感謝いたします」とあいさ

つ。総会では下記議案について審議され、いずれも満場一致で承認されました。

第1号議案／平成19年度事業報告書（案）承認の件

平成19年度収支決算書（案）承認の件

第2号議案／平成20年度事業計画書（案）承認の件

平成20年度収支予算書（案）承認の件

第3号議案／役員選任の件

第3号議案については、別表の通り理事20名、監事2名が選任され、定時総会後の

臨時理事会で新三役が選出されました。

定時総会終了後の臨時理事会で、竹

内誠二（竹内ハガネ商行社長）が新会長

に、副会長には樋口克彦（天彦産業会

長）、佐久間貞介（佐久間特殊鋼社長）

が選出されました。第3代会長として3期

6年間その任を果たされた三上会長は、

協会理事から退任。今後は顧問として

協会の指導にあたられます。なお、各支

部長も改選され、東京支部長に湊義明

（野村鋼機社長）、大阪支部長に福原實

晴（南海鋼材社長）、名古屋支部長に熊

谷多津旺（クマガイ特殊鋼

社長）、東北支部長に小林

春信（テー・ビー・ケー会

長）、北関東支部長に宮内

保（小山鋼材社長）が就任す

ることになりました。

▲大阪より樋口克彦氏、名古屋より佐久間貞介氏を副会長に配し、専務理事は仕幸英夫氏の留任と盤石の布陣で発足
した竹内新執行部。

蜻定時総会終了後、竹
内会長より退任され
る三上前会長と久木
田前副会長に、感謝
状と記念品が贈呈さ
れた。

■第4代会長に竹内誠二氏を選出
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竹内新会長あいさつ

初代会長の井上さん、2代目の田島さ

ん、3代目の三上さんと、そうそうたるお

歴々の後に第4代の会長の任に当たるよ

う推挙をいただき、この大役に身の引き

締まる思いです。今まで私を育ててくれ

たこの業界に感謝と恩返しのつもりで精

一杯勤めさせていただく所存です。幸い

にして、副会長には大阪より私の大先輩

であり実行力のある樋口さん、そして名

古屋からはアイデアマンで企画力に優れ

た佐久間さんにご就任いただき、また専

務理事には仕幸さんが留任していただけ

るので大変心強く思っております。

さて、特殊鋼の市況は自動車、建設

機械、産業機械など、海外向けを中心

として需要が旺盛ですが、この先、難問

が山積していると思います。特殊鋼の原

材料、スクラップやレアメタルの高騰に

加え、1年前は1バレル60ドル前後であっ

た原油は、すでに2倍以上に値上りして

います。さらに、米国のサブプライム問

題による景気後退、原油値上りによる食

料品を含めた諸物価の値上り、また社会

面では凶悪事件の増加、教育の荒廃、

異常気象などがあり、何をより所にすれ

ば良いのかが問われております。このよう

な情勢のもとで、当協会が少しでもお役

に立てれば良いと思います。

そうした時代の要請か、来年のNHK

の大河ドラマは火坂雅志原作の「天地人」

に決まりました。これは、上杉景勝の筆

頭家老・直江兼続の話です。当時、最

大の実力者であった徳川家康に大げんか

を売った男で、直江状という書状で有名

です。この知将・猛将の兜には漢字の

“愛”の字が刻まれていました。この愛は、

LOVEではなく仏様の「慈愛」「思いやり」

「相手を思いやる愛」であると思います。

激動の戦国時代末期に、直江兼続はこ

の愛とともに生きぬいた武将であります。

全特協の活動もその精神で、協会に何

かを求めるだけではなく、私たちが協会

に何ができるか、何がお役に立つかを考

えながら、この殺伐とした世の中に潤い

のある良い協会活動を行っていきたいと

考えます。

すでに三上前会長のもと策定された中

期計画が実行され、来年が総仕上げの

年となります。

（1）団体のメリットを活用した、事業

の実施が可能な支援体制をとること。（2）

魅力ある協会づくりのため、積極的な事

業を推進する支援体制をとること。（3）

会員相互の密接な意見交換・連絡等が

行える支援体制をとること。（4）他業界

との積極的な交流を行うこと。

以上をしっかりと仕上げ、「入っていて

良かった全特協、そして参加してなお良

かった全特協」をモットーに、明るく、楽

しく、やりがいのある協会活動を行うた

め、会員および賛助会員の皆様、関係

各位の皆様には、今後とも一層のご指導

とご鞭撻を衷心よりお願い申し上げます。

「入っていて、参加していて良かった」
をモットーに
特殊鋼流通業界と社会に潤いのあ
る活動を行いたい

竹内新会長あいさつ

新任理事紹介新任理事紹介

第3号議案について、下表の役員が選任されました。新任理事として碓井
達郎（碓井鋼材（株）代表取締役社長）、齋賀芳光（扇鋼材（株）代表取締役
社長）、福原實晴（南海鋼材（株）代表取締役社長）、藤巻武利（（株）Ｆ＆Ｃ
ホールディングス 代表取締役社長）、新任監事として小澤伸幸（アスカ税理
士法人 税理士）の各氏が選出されました。

碓井達郎
碓井鋼材社長

齋賀芳光
扇鋼材社長

福原實晴
南海鋼材社長

藤巻武利
F&Cホールディングス社長

役職 氏名 勤務先・役職名 
理事（新任） 

理事 

理事（新任） 

理事 

〃 

〃 

〃 

理事（新任） 

理事 

理事（新任） 

理事 

〃 

〃 

〃 

碓井　達郎 

熊谷多津旺 

齋賀　芳光 

佐久間貞介 

仕幸　英夫 

竹内　誠二 

樋口　克彦 

福原　實晴 

 藤田　忠義 

藤巻　武利 

湊　　義明 

飯久保知人 

飯田　数美 

今井　明倫 

碓井鋼材（株） 

クマガイ特殊鋼（株） 

扇鋼材（株） 

佐久間特殊鋼（株） 

（社）全日本特殊鋼流通協会 

（株）竹内ハガネ商行 

（株）天彦産業 

南海鋼材（株） 

藤田商事（株） 

（株）F＆Cホールディングス 

野村鋼機（株） 

（株）大同分析リサーチ 

飯田法律事務所 

大同特殊鋼（株） 

代表取締役社長 

　　　〃 

　　　〃 

　　　〃 

専務理事 

代表取締役社長 

代表取締役会長 

代表取締役社長 

　　　〃 

　　　〃 

　　　〃 

理事 

弁護士 

常務取締役 

役職 氏名 勤務先・役職名 
理事 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃
 

 

監事 

監事（新任） 

◎退任理事 

 

 

 

◎退任監事 

榎本　哲也 

桐山　哲夫 

久保　邦男 

根来　龍之 

村上　嘉昭 

湯野沢栄勝
 

 

佐藤　泰久 

小澤　伸幸 

久木田一成 

小山　東輔 

田島　徹也 

三上　聰彦 

霜出　洋美 

城北伸鉄（株） 

山陽特殊製鋼（株） 

愛知製鋼（株） 

早稲田大学 

東部金属熱処理工業組合 

 

 

佐藤泰久会計事務所 

アスカ税理士法人 

櫻井鋼鐵（株） 

小山鋼材（株） 

（株）テクノタジマ 

ノボル鋼鉄（株） 

霜出洋美税理士事務所 

代表取締役社長 

専務取締役東京支社長 

常務取締役 

商学部教授 

専務理事 

特殊鋼販売加工技士検 
定試験委員会委員長 

公認会計士・税理士 

税理士 

代表取締役会長 

代表取締役社長 

代表取締役社長 

代表取締役社長 

税理士 

■新任理事名簿

【竹内誠二　略歴】
武蔵野工業大学経営工学部卒
昭和45年4月青山特殊鋼（株）入社、同50年4月（株）
竹内ハガネ商工入社、同55年11月取締役、同58年
11月取締役副社長、同63年11月代表取締役社長
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三上前会長退任のあいさつ三上前会長退任のあいさつ

わたくしが、第3代の会長に就任した
平成14年6月当時は、特殊鋼の生産高は

1,561万トンと、現在と比較すると約600
万トンも少ないものでした。その後の6年
間で、需要も生産も拡大し、特殊鋼の
復権などといわれる状況になりました。
そんな中、第2次中期計画では低迷し

ている特殊鋼流通業として何か提言でき
ないかということで、当時の調査研究委
員会委員長・藤原久芳氏と相談をして、
平成20年を目指した特殊鋼流通の将来
ビジョンをつくりました。金型業界や部
品関係が中国に移転されるなどの状況下
で、われわれ流通は生き残りをかけて、
どう取り組むべきか、ということを会員
の皆様方と模索しながら報告書にまとめ
ました。当時は、現在の好転があるとは
思っておらず、将来を厳しく想定した報
告書でありました。今後、現在の好業績

が何年も続くとは限りませんので、ある
いは3年先、4年先にあの報告書を読み
返していただければ、何かのヒントになる
のではないかと思っています。
また、任期中に協会法人化10周年を

迎え、盛大な記念式典の開催や法人化
10年の歩みをまとめた記念誌が発刊でき
るなど、感慨もひとしおです。
引き続き、新執行部のもとで今後の事

業を進めていっていただけるものと、大
変力強く感じております。皆様方にも、
従前にも増して新執行部並びに新支部
長などを支援していただけるよう、ぜひ
ご協力をお願いいたします。6年間ありが
とうございました。

景気動向の好転や法人化10周年など
感慨もひとしおな3期6年間

講演会 
中国経済の現状と展望―中国鉄鋼業を中心に― 

講演会 
中国経済の現状と展望―中国鉄鋼業を中心に― 

総会後は、多摩大学経営情報学部教授　沈才彬（シン サイヒン）氏に

よる講演会「中国経済の現状と展望　―中国鉄鋼業を中心に―」を開

催しました。

現代中国の政治・経済について語れば、日本で右に出る人がいない

といわれる屈指の論客が沈教授です。その、緻密で正確な分析と公平

な視点は、政財界からも高い評価を得ており、「中国問題最強のアナリ

スト」と呼ばれています。

当日も、中国経済の現状分析から政治経済への影響から、チベット暴

動や北京オリンピックなど時事問題との関連から、上海万博以降の見通

しなどを、豊富な現地情報と大胆で明確な分析から解説されました。

【沈才彬氏・略歴】
1944年中国江蘇省生まれ。1981年
中国社会科学院大学院修士課程（日
本経済史）を修了、直ちに同大学院
講師に就任。1984年東京大、早稲
田大の客員研究員、2001年から
2008年3月まで三井物産戦略研究所
中国経済センター長、本年4月より
現職。省庁、企業など精力的な講
演活動のほか、NHK「クローズ
アップ現代」など、テレビ・ラジオ
出演も多数。主な著書に「『いまの
中国』がわかる本」「中国沈没」「検
証　中国爆食経済」など。



4NO.35_2008.7／すてぃ～る

懇談会 懇談会 

経済産業省製造産業局鉄鋼課　課長補佐
松渕隆弘様

ご来賓あいさつ

鋼材の流通加工業は、在庫の保管や加

工などの機能を有し、きめ細かい対応で

需要家に滞りなく供給を行う重要な役割

を担っています。そうした中、有資格者

数延べ1万5000名にも達する特殊鋼販売技

士制度の充実は、各社人材の能力向上に大きく寄与してい

ると、経済産業省でも高く評価しています。今後も、新会

長の指導力のもと、さまざまな課題に積極的に取り組まれ、

業界一丸となり一層の発展を目指されんことを期待します。

愛知製鋼（株）常務取締役
久保邦男様

乾杯ご発声

三上前会長の6年間で、数量的には大き

く伸びたこの業界ですが、産業の構造と

しても大きな変化や想定外のことがいろ

いろ起きてきました。新体制におかれま

しても、この先は未体験のゾーンに入る

といった変化の波が予想されることを肝に銘じ、これまで

以上に製販一体の双方向コミュニケーションと情報交換を

密にした、変化に対応したかじ取りをお願いいたします。

（社）全日本特殊鋼流通協会
副会長　樋口克彦

中締め

想定外の価格問題が中小企業を苦しめ

ていますが、2008年の中小企業白書には、

原油高を9割近くがヘッジできないという

データがあります。鉄鋼の値上げの分も

はなはだ心配です。われわれ流通業の取

引先の大半は中小企業です。協会員が知

恵を絞るとともに、メーカーさんや商社

さんなど賛助会員のご協力もお借りしながら、不透明な先

行きを乗り切っていきたいと思います。

総会、講演会の後は、

ご来賓の経済産業省製造

産業局鉄鋼課・松渕課長

補佐よりご祝辞をちょう

だいし、協会理事でもあ

る愛知製鋼・久保常務に

よる乾杯のご発声で懇談

会を開催しました。新体

制の発足を祝うにぎやか

で和気あいあいとした雰

囲気のなか懇談が行われ、

樋口新副会長の中締めで

盛況のうちに散会となり

ました。
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▲議長の田島支部長 ▲総会風景

支部だより

東京支部

大阪支部

名古屋支部

東北支部

支部総会開催

開催日時：6月18日（水）
開催場所：東京銀行協会「銀行倶楽部」
出席者：75社（委任状含む）
次の議題を審議、承認した。
①平成19年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件
②平成20年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件
③支部役員の選任の件
新支部長に野村鋼機社長の湊義明、副支部長には長田富行（石原鋼鉄社長）、宮地時夫（大同マテックス社長）、中川有一
郎（中川特殊鋼上級執行役員）、山田雅郎（ヤマコー社長）の各氏が就任。湊新支部長は、「現在、中断しているブロック会
議を再開し、多数の会員の意見をくみ上げることで、支部活動を活発化させたい。東京支部が活性化するということは、全
特協が活性化するということ。そうして、竹内新執行部を盛り立てていきたい」とあいさつ。支部組織の改編も行い、調査
研究部会と経営効率化部会を新設。総務部会、人材育成部会、内外交流部会、広報部会の6部会体制となった。

開催日時：6月22日（金）
開催場所：プリンセスガーデンホテル
出席者：88社（委任状含む）
次の議案を審議、承認した。
①平成19年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件
②平成20年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件
③支部役員選任の件
総会後の交流会では、熊谷新支部長があいさつの中で今後の意気込みを高らかに語り、
竹内会長のあいさつ・乾杯の音頭により、大変な盛り上がりで会員皆様の交流がはかられ幕を閉じた。

開催日時：6月5日（木）
開催場所：鳴子温泉「鳴子観光ホテル」
出席者：24名
次の議案を審議、承認した。
①平成19年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件
②平成20年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件
③支部役員選任の件
総会後の懇親会は、佐々木正二氏（大同特殊鋼（株）工具鋼部主任
部員）及び深津和也氏（愛知製鋼（株）東京支店室長）の乾杯で楽し
い歓談に入り、会員皆様の交流がはかられ幕を閉じた。

▲あいさつする熊谷新支部長

▲総会風景

▲小林支部長あいさつ

▲20年度役員

開催日時：6月17日（火）
開催場所：ホテル阪急インターナショナル
出席者：95社（委任状含む）
次の議案を審議、承認した。
①平成19年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件
②平成20年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件
③支部役員選任の件
総会中の新任あいさつでは緊張のみられた福原新支部長だったが、その後の懇談会ではいつもの明る
いペースに。最後は井上会長、久木田会長、福嶋社長からのエールも受け明るい雰囲気で会を終えた。

蜷支部総会終了後の
懇談会であいさつに
立つ湊新支部長 ▲新部会の設置など新たな船出をした東京支部

▲福原新支部長あいさつ ▲突然の指名で壇上からエールを送る、井上会長、久木田会長、福嶋社長
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北関東支部

静岡支部

九州支部

開催日時：6月15日（日）
開催場所：鬼怒川温泉「あさやホテル」
出席者：21名
次の議案を審議、承認した。
①平成19年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件
②平成20年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件
③支部役員選任の件
宮内新支部長はあいさつの中で、支部の人心一新、世代
交代を強く訴え、長谷川副支部長に期待を寄せた。

開催日時：6月11日（水）
開催場所：焼津グランドホテル
出席者：18名
次の議案を審議、承認した。
①平成19年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件
②平成20年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件
③支部役員選任の件
総会終了後、妹尾信夫氏（日立金属（株）中部東海支店営
業副部長）、佐々木正二氏（大同特殊鋼（株）工具鋼部主任
部員）による市況講演が行われた。

開催日時：6月13日（金）
開催場所：リーガロイヤルホテル小倉
出席者：24名
色川支部長のあいさつ後、次の議案を審議、承認した。
①平成19年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件
②平成20年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件
③支部役員選任の件
総会後に懇談会を開催し、大同特殊鋼 福岡（営）林所長
の乾杯、ケイ・エス・スチール 岡田副支部長の締めで和や
かに終了した。

▲あいさつする色川支部長

▲総会風景

▲宮内支部長あいさつ ▲長谷川副支部長（実務担当）

▲原支部長あいさつ

▲総会風景

▲佐久間副会長あいさつ

▲岡田副支部長▲林所長による乾杯

東京支部　4月4日（金） 第4回ボウリング大会　於：東京ドームボウリングセンター 参加者数：100名

「はがねの日」記念行事－－「はがねの日」イベントレポート

［成績］2ゲームトータルピン数・4人1組
（女性はH.C. 10ピン/1ゲーム）
〔団体戦〕
優　勝 エスメタル（株）A 1173ピン
準優勝 （株）メタルワン特殊鋼 1126ピン
3 位 大同特殊鋼（株）A 1085ピン
4 位 加藤鋼材（株） 1082ピン
5 位 （株）プルータス 1051ピン

〔個人戦・男子〕
優 勝 小川 実 エスメタル（株） 372ピン
2 位 中川 和美 日立金属（株） 359ピン
3 位 渡辺 稔 東京ハガネ（株） 328ピン

第4回ボウリング大会を開催。竹内東京支部長と碓井実行委員長による始球式の後、ゲームスタート。
熱戦の中、男子個人優勝の小川実氏の活躍もあり、エスメタルが見事優勝を果たした。女子個人戦は、愛
知製鋼・渡辺文乃氏が他を大きく引き離して優勝。
ボウリング終了後の懇親会と併せ、例年にも増して盛り上がりました。

〔個人戦・女子〕
優 勝 渡辺 文乃 愛知製鋼（株） 331ピン
2 位 橋爪 久美 伊藤忠丸紅特殊鋼（株） 267ピン
3 位 田村 佳奈子 石原鋼鉄（株） 261ピン

▲優勝したエスメタルチーム ▲始球式

▲竹内支部長が乾杯の発声
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大阪支部　4月7日（土） 第3回ボウリング大会　於：桜橋ボウル 参加者数：100名

井上特殊鋼が連覇！
恒例となったボウリング大会を開催。福原広報部会長による始球式で幕を開けました。
黄色い声援が飛び交い熱戦が繰り広げられましたが、戦前の予想通り、井上特殊鋼・南海鋼材・白鋼の争いの末、井上特殊鋼が連覇を達成。
その後の懇談会では、「今後最低6年はやる。また来年お会いしましょう」と福原社長が締めくくり、盛況のうちに散会しました。

第4回となる今回も予想をはるかに超える多
数の参加でした。順位は、ボウリングの得点
に、思考を凝らした「くじによるポイント加算
と減算」を加味したものにしました。
くじは、チーム代表が引き、支部長とのジャン
ケン・サイコロの出た目・他チームからポイント
をもらうなど10種類。中には残念賞も用意し、
くじを引くたびに歓声があがり盛況のうちに終
了しました。

名古屋支部　4月10日（木） クイズ＆ボウリング大会　於：ブランズウィックスポルト 参加者数：102名

［成績］2ゲームトータルピン数＋特殊鋼クイズ10問・3人1組
（女性はH.C. 40ピン/1ゲーム）

〔総合〕 優 勝 （株）メタルワン特殊鋼 Bチーム 990点
準優勝 桜井興産（株） サクライーAチーム 968点
3 位 辰巳屋興業（株） OB会 960点

〔ボウリング〕優 勝 （株）メタルワン特殊鋼 Bチーム 990点

40名（女性1名）の参加により盛況に執り行われました。支部長のあいさつ、競技説明につ
づいて開催。競技終了後、軽食を取りながら表彰式が行われ、大いに盛り上がりました。

北関東支部　4月26日（土） 第3回ボウリング大会　於：両毛ゴールドレーン 参加者数：40名

［成績］2ゲームトータルピン数 個人戦
（女性はハンディキャップ有り）
優 勝 大関　文男 （株）鐵鋼社 396ピン
準優勝 大関　佑太 小山鋼材（株） 365ピン
3 位 鈴木　至典 （株）鈴木機械 309ピン
4 位 照内　勝 小山鋼材（株） 308ピン
5 位 鈴木　大河 日立金属工具鋼（株） 302ピン

曇り空の中40名の参加を得て、佐賀県鳥栖
駅周辺の清掃活動。その後、鳥栖スタジア
ムでJ2のサガン鳥栖 VS ザスパ草津のサッ
カー観戦を行いました。今年で4回目です
が、九州支部では、清掃活動とスポーツ観
戦が「ハガネの日」記念行事として定着し
た感があります。

九州支部　4月13日（日） 地域ボランティア活動　於：佐賀県鳥栖駅周辺 参加者数：40名

［成績］2ゲームトータルピン数・4人1組
（女性はH.C. 30ピン/1ゲーム）
〔団体戦〕
優　勝 井上特殊鋼（株） アリ 1428ピン
準優勝 南海鋼材（株） 南海サザン 1423ピン
3 位 （株）白鋼 白 1246ピン
4 位 （株）天彦産業 B 1221ピン
5 位 菱光特殊鋼（株） 菱光 1209ピン

〔個人戦・男子〕
優 勝 太田 敏章 南海鋼材（株） 424ピン
2 位 中川 和美 大同マテックス（株） 400ピン
3 位 渡辺 稔 井上特殊鋼（株） 392ピン

〔個人戦・女子〕
優 勝 岡本 三枝子 三和特殊鋼（株） 334ピン
2 位 出村 君子 佐々木鋼業（株） 324ピン
3 位 比嘉 香奈子 ウメトク（株） 314ピン
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平成20年6月20日、全特協・青年部会は大阪市・ホテルヒルトン大阪「飛鳥の間」にて部会員24名の参加を得て、第8回定時総

会を開催しました。

総会では、運営委員および役員の変更が行われ、第5代部会長の濱田訓通（浜田ハガネ店社長）に代わり、山鋼精機（株）代表

取締役である山村弥が第6代部会長に選出、就任されました。

総会終了後は、のこぎり演奏の若手注目株・サキタハジメさんの講演とミニライブ「ノコギリと特殊鋼」を開催。バンドソー（西

洋のこぎり）の鋼板を共振させて奏でる、幻想的で美しい調べにしばし魅了されました。

■新部会長に名古屋から山村弥氏を選出

■新旧部会長あいさつ

青年部会｢第8回定時総会｣を開催 青年部会｢第8回定時総会｣を開催 

■平成20年度 青年部会 運営委員、特別顧問および顧問名簿
勤務先・役職名 氏名 役職 

常務取締役 浅野鋼材 （株） 浅野　薫仁 

代表取締役 井上特殊鋼 （株） 井上　寿一 

代表取締役 碓井鋼材 （株） 碓井　達郎 副部会長 

代表取締役 川北特殊鋼 （株） 川北　　誠 〃 

取締役調達部長 深江特殊鋼 （株） 木村　貴俊 （新任） 

代表取締役社長 櫻井鋼鐵 （株） 久木田　至 副部会長 

代表取締役 テービーケー （株） 小林　卓司 （新任） 

代表取締役 五味渕鋼鉄 （株） 五味渕　努 副部会長 

代表 （資） 近藤ハガネ商店 近藤　泰幸 

代表取締役副杜長 櫻井鋼鐵 （株） 櫻井　　透 副部会長 

代表取締役 サハシ特殊鋼 （株） 佐橋健一郎 

代表取締役 （株） 司鋼商会 澤津橋聖司 

代表取締役 （株） 鈴木機械 鈴木　至典 （新任） 

専務取締役 東和ハガネ （株） 鈴木　裕人 

専務取締役 （株） 鉄鋼杜 田嶋　　直 

代表取締役 ス チ ー ル テ ッ ク デ グ チ （株） 出口　弘親 

専務取締役 中島特殊鋼 （株） 中島　伸夫 

取締役営業部次長 （株） 天彦産業 樋口　威彦 

代表取締役 （株） 三悦 樋田　浩三 副部会長 

勤務先・役職名 氏名 役職 

代表取締役 （株） 福岡ハガネ商店 福岡　敬司 

取締役営業部長 藤田商事 （株） 藤田　剛義 

専務取締役 古池鋼業 （株） 古池　　晃 副部会長 

常務取締役 （株） 白鋼 八木　栄治 〃 

取締役社長室長 トクホウ精鋼 （株） 保田　憲秀 

代表取締役杜長 保田特殊鋼 （株） 保田　嘉嗣 

代表取締役 （株） ヤマコー 山田　雅郎 副部会長 

代表取締役 山鋼精機 （株） 山村　　弥 部会長 

代表取締役 （株） 横山鋼業 横山　　大 （新任） 

常務取締役 深江特殊鋼 （株） 木村　雅昭 顧問 

代表取締役 （株） 堀田ハガネ 堀田　　靖 〃 

代表取締役 （株） トーキン 松岳　大樹 〃 

代表取締役 小山鋼材 （株） 宮内　　保 〃 

代表取締役 （有） 浜田ハガネ店 濱田　訓通 〃 

会長 （社） 全特協 竹内　誠二 特別顧問 

副会長 〃 樋口　克彦 〃 

〃 〃 佐久間貞介 〃 

専務理事 〃 仕幸　英夫 〃 

18世紀に西洋の大工
が叩いて音を出したの
が発祥とされるのこぎ
り音楽。現在では、バ
イオリンの弓で弾いた
り、マレット（ばち）で
叩いて演奏する。サキ
タハジメさんは、NHK
ドラマ「鞍馬天狗」の
エンディングテーマや

資生堂「パーフェクトホイップ」のCM音楽などを担当、「のこぎ
り音楽世界大会」で2度優勝の実績もあるアーティスト。天上
からの響き、といわれる幻想的な音色に聞きほれるとともに、
軽妙なトークやのこぎり音楽体験などもあり、楽しい雰囲気に。

青年部会　新部会長
山村　弥

濱田さんの後を受けて、任期

1年間というお約束で部会長を

お引き受けいたしました。

ひとまずは、前部会長の意向を正しく引き継ぎな

がら、次期部会長へしっかりとお渡しできるよう務め

させていただく所存です。ただ、短い期間ではござ

いますが、青年部会ならではの若い感覚の発想、新

しい風を吹かせ、全特協に貢献できるよう心がけて

まいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。

青年部会　前部会長
濱田訓通

昨年6月より、皆様方のご協力

に支えられながら、なんとか部

会長としての努めを果たせたと

感じております。思えば、設立当初から青年部会に

出席させていただいておりますが、こうして皆様とと

ても仲良くさせていただいたことが何よりの収穫で

す。「入ってよかった青年部会、やってよかった部会長」

ということで、たいへんありがたく思っております。
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第6回　特殊鋼販売加工技士(実務編) 
資格認定式 

第6回　特殊鋼販売加工技士(実務編) 
資格認定式 

経済産業省製造産業局鉄鋼課長
石川 正樹様

ご来賓祝辞

自動車や飛行機、携帯電話などハイテク分野

への用途に代表されるとおり、特殊鋼は鉄やハガ

ネの中で最も技術レベルの高い分野です。近年、

製造業全体の好調を受け、特殊鋼の需要も拡大

を続けていますが、各ユーザーへの製品供給を

行い、ジャストインタイムに代表される日本の生産

体系を担っているのが、まさにこの流通業界であり、日本全体の発展のた

めにも皆様方の仕事は極めて重要です。

それとともにこの分野でも、今後ますます技術のレベルが上がり、製品

の内容についても専門的な知識や技術が必要になります。さらに、ユー

ザーの側でも研究が進み、技術がより一層高まっていくことでしょうから、

ユーザーニーズの観点からも、流通の方々は技術の専門的知識や用途に

ついて勉強することが必要な時代です。まさにここにいらっしゃる皆様方

は、そうしたニーズに応えるためにしっかり勉強をされて合格されました。

今後のご活躍を強くお祈りするとともに、期待する次第です。

（社）全日本特殊鋼流通協会
会長　三上 聰彦

会長あいさつ

特殊鋼の素材は加工、熱処理とさまざまな形で使われ、

いろいろな“ものづくり”の中で“縁の下の力持ち”的な存

在です。特殊鋼の流通にある者にとっては、特殊鋼の特

性や技術について、販売ツールのひとつとして習得しな

ければいけないのはもちろんのこと、近年のユーザーが

素材を求められるだけでなく、ニア・ネット・シェイプのよ

うに、少しずつ需要が変わってきており、特殊鋼の流通に携わる営業マンとして

は、機械加工、図面あるいはその他の加工品への理解がますます重要になって

います。

そうした中、皆様方はこの検定試験に合格したわけですが、合格というのはひ

とつの通過点です。この合格を機に、加工分野などに奥深く知識の研さんを高め

られ、ぜひこれからの仕事に生かされれば、お客様の信頼を得、それぞれの会社

の業績にもつながり、さらには特殊鋼業界全体のレベルアップにもつながります。

どうかこれをひとつの通過点として、大いに知識を増やされるよう願っております。

大洋商事（株）
資格取得者代表　丹野 正博

答辞

特殊鋼の流通・販売に携わるものとして、今

回の資格認定は大変名誉であり誇りに思ってお

ります。機械図面の読み方の基礎講座から始ま

り、機械加工の実務研修を含めた実務編まで、

延べ37時間受講して参りましたが、この間、湯野

沢、杉浦両先生には、実体験に基づいたご親切

な講義をしていただき、本当に感謝しております。また、業務多忙の中、

講習会に快く送り出してくれた会社の上司、同僚の方々にも感謝の気持

ちでいっぱいです。

現在の特殊鋼業界を取り巻く環境は、世界的な資源高騰による価格

の上昇や品不足など、誠に厳しいものがあります。また、商取引の形態

も年々お客様のニーズが多様化してきており、材料を右から左へ動かす

だけでは満足していただけない状況になっております。

この激変の時代を勝ち抜くためには、受け身でない、提案型の営業

をしていかなければならないと考えます。そのためにも、より高い知識

を身につけ、付加価値を高めた商品や情報をお客様に迅速に提供し、

お客様から信頼される営業マンを目指してまいります。

蜻検定試験委員会委員長の湯野沢栄勝氏は、「本来の基礎ができていない、
簡単なことをつい忘れてしまう、という傾向が見うけられた。技術的に
非常に高度な時代に入ってきているからこそ、基礎編を見直しながら今
日を起点として勉強し直し、実際の仕事に役立ててほしい」と講評。

▲祝賀懇親会のあいさつで、佐久間貞介人材育成委員会委員長は「当協会において重要性を
増している特殊鋼販売加工技士制度だが、中期3年計画の中で、時代に合わせた内容の見
直しも図っている。本制度のさらなる充実を目指して、さまざまなご意見と支援をちょう
だいしたい」と、熊谷多津旺副会長は「せっかく習得した資格も、普段使わなければ忘れ
てしまいがちだ。勉強の成果を見直しながら、新しい知識にも気を配りながら仕事に役立
ててほしい」とコメント。

全特協では平成20年5月16日、東京・鉄鋼会館において平成

19年度の特殊鋼販売加工技士（実務編）の資格認定式を開催しま

した。

平成19年度の本資格合格者76名は別表の通りで、ナチ鋼材

（株）の永原亘氏（東京支部）、（株）竹内ハガネ商行の小山洋基氏

（大阪支部）、佐久間特殊鋼（株）の竹野内敦氏（名古屋支部）が各

支部を代表して三上聰彦会長より資格認定書を授与され、大洋

商事（株）の丹野正博氏が全員を代表して答辞を述べられました。

認定式後には、資格取得の成果を称えて祝賀懇談会を開催。参

加者は、和気あいあいとした歓談の中、取得した技能を生かして

会社と業界の発展のために力を尽くすことを誓いあいました。
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■平成20年度特殊鋼販売加工技士（実務編）合格者数

小山　洋基 （株）竹内ハガネ商行
伊藤　一成 （株）天彦産業
末永　嘉彦 〃
嶋　和明 （株）中田特殊鋼商会
坂本　光正 日星精工（株）
奥野　直之 林田特殊鋼材（株）
梅田　司 阪神特殊鋼（株）
福田　孝雄 〃
原田　英俊 〃
真倉　庸好 〃
井畑　保浩 （株）堀田ハガネ
植田　達也 （株）メタルワン鉄鋼製品販売
小野　将之 （株）メタルワン特殊鋼
石森　健司 〃
朝井喜太郎 〃
渡邊　順平 山野鋼材（株）

蒔田　友晴 浅井産業（株）
服部　俊二 〃
伊佐治　勝 小木曽工業（株）
山崎　大介 〃
佐藤　彰浩 川本鋼材（株）
弓削　立夫 佐久間特殊鋼（株）
竹野　内敦 〃
堀部信一郎 孟鋼鉄（株）
村瀬　賢人 東北特殊鋼（株）
谷畑　敬士 日本金属（株）

新飯田英志 野村鋼機（株）
上杉　勉 〃
岩田　英治 林精鋼（株）
池淵　誉央 日立金属工具鋼（株）
松尾　達也 （株）平井
澤田　素宏 〃
長峰　徹 （株）不二越
森田　雅樹 森田金属工業（株）
河村　康史 （株）ヤマコー
小林　清孝 ヤマト特殊鋼（株）
金子　謙二 〃

赤木　克行 ウメトク（株）
緒方　明 〃
森　直人 〃
堀　大輔 〃
福井　友貴 〃
持田　彰 扇鋼材（株）
森　公輝 小山鋼材（株）
杉山賀津広 〃
山村　努 三利特殊鋼（株）
河南　陽一 〃
谷口　友和 三和特殊鋼（株）
伊藤　直哉 〃
石川　征孝 （株）シルド
紅野　秀樹 〃
山崎　清隆 大同マテックス（株）
博多屋星悟 大洋商事（株）

白鳥　司 麻布鋼鉄（株）
大野　栄伸 石原鋼鉄（株）
首藤　崇 〃
喜多　大輔 井上特殊鋼（株）
山本　真也 〃
岩科　孝典 佐藤商事（株）
加辺　祐樹 〃
山田　剛 〃
松田　裕樹 〃
池田　知史 〃
高瀬　寛之 三五金属（株）
太田　昌男 〃
上田　淳奈 城北伸鉄（株）
平栗　真大 〃
本間　悟朗 住商特殊鋼（株）
土肥　正和 大同興業（株）
西沢　弘晃 〃
丹野　正博 大洋商事（株）
渡辺　弘章 〃
押切　祐治 東京ハガネ（株）
永原　亘 ナチ鋼材（株）
堀川　隆二 ノボル鋼鉄（株）
岩瀬　俊介 〃

受験者数

40名

34名

12名

86名

合格者数

34名

32名

10名

76名

平成20年度
特殊鋼販売加工技士（実務編）

合格者名簿

東京支部

大阪支部

名古屋支部

平成20年度 特殊鋼販売加工技士（実務編）合格者名簿平成20年度 特殊鋼販売加工技士（実務編）合格者名簿

支部名

東　京

大　阪

名古屋

合　計

■特殊鋼販売技士支部別有資格認定者

1級

2級

3級

合計

884

1,453

2,318

4,655

796

1,362

1,591

3,749

450

860

1,440

2,750

57

74

128

259

49

95

156

300

48

103

220

371

16

66

86

168

1

40

211

252

2,301

4,053

6,150

12,504

東京 大阪 名古屋 東北 静岡 九州 その他 計

■特殊鋼販売加工技士支部別有資格認定者

実務編

基礎編

計

200

684

884

145

615

760

98

453

551

100

100

22

22

26

26

40

40

72

72

367

1,957

2,324

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 静岡 九州 その他 計

■特殊鋼販売技士・販売加工技士支部別有資格認定者累計表

平成20年4月11日現在

昭和51年（1976年）よりの累計数

平成7年（1995年）よりの累計数

5,539 4,509 3,301 359 322 397 208 324 14,959

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 静岡 九州 その他 合計

北関東

合計
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■鍛造品精密加工を主として事業展開
山村社長は昭和39年3月生まれ。現

在44歳になる。同じ名古屋支部の（株）

トーキン代表取締役、松岳大樹氏と小

学校で同期だったこともあるという、生

粋の名古屋っ子だ。

中部大学工学部を卒業後、5年間ほ

ど他社で勤務。平成5年に父淑郎氏が

経営されていた山鋼精機に入社。

山鋼精機は先代淑郎社長により昭和

44年に創業。特殊鋼および鍛造品の

販売、機械部品加工を手がけている。

「鍛造品は、産業設備関連の保全・

保守のパーツが中心です。例えば、金

型を留めるホルダーとか消耗部品など」

と山村社長は説明される。NC旋盤、

NCフライス、バンドソーなどが配置され

た工場では、それら鍛造品の精密機械

加工が行われている。

「鍛造品加工関連が6割、工具鋼を

中心とした特殊鋼販売が4割といった

構成です」というのが、山鋼精機の業

容。

弥氏は、昨年7月の父淑郎社長の逝

去を受け、8月に社長に就任。

「社員数は自分も含めて10名。切断、

加工、デリバリーといった現場が7名、

事務職が3名です。小さな会社ですか

ら、営業、現場となんでもやっています

が、代表になってからは銀行とのやりと

りや経理関係の仕事が増えましたね」

と語る。名実ともに会社を背負う責任

感に身の引きしまる思いを新たにしてい

る、とのことである。

「また、当社のような小さな会社とし

ては、大きな問屋さんと広くお付き合い

できる機会が増えたことで、多くの知識

が得られるようになった」と協会活動へ

の手ごたえを実感するという。

昨年来より、社長就任に加え協会活

動の充実と、忙しさが増す山村社長だ

が、さらにこの6月の改選で青年部会の

部会長にも就任することになった。

「まだその器ではない、と一度は固

辞させていただいたのですが、元部会

長の松岳さんなどの強いすすめもあっ

てお受けすることにしました。親会の方

でも取り上げていただけるような、若い

者ならではの価値ある情報や意見をど

んどん発信していければと思っています

ので、みなさまよろしくお願いいたします」

新部会長としての抱負にも燃える、青

年社長の今後の活躍に要注目だ。

■信頼をモットーに現有顧客を大切に
ここ数年、好況に沸く特殊鋼業界だ

が、山鋼精機も「おかげさまで、この景

況に引っぱられるように業績は伸びて

いる」という山村社長。

「もっとも、当社の取扱品はメンテナ

ンス用途のものが多くを占めますから、

需要に波があり不透明な部分が多い。

先行きが読みづらい中で、いまあるユー

ザーさんを大切にして、仕事をふくらま

せていくことを第一に考えています」と

信頼と誠実をモットーにした営業方針

を基本とする。

「個人的には、いろいろ考えて『やっぱ

り無理だな～、これはできないな～』とい

うことがままあるので、実行力、アクション

をつけていくこと」と、抱負を語られた。

■より協会活動の幅を広げ
全特協へは平成13年、設立当初の

青年部会への参加を手始めに、平成

16年には副部会長に就任。若手経営

者との交流を主に活動されてきた。

「支部活動よりも青年部会が先になっ

てしまいましたが、平成19年より名古屋

支部でも総務部会の委員を務めさせて

いただいています」と、社長就任とともに

協会活動の場も広がってきている。

「全国に広がる交流の輪」が全特協

の魅力であり、たとえば「材料を探すと

きなど、今までは名古屋だけでモノを探

していたのが、東京や大阪など大きな

市場とやりとりができるキッカケになっ

た」のも全特協あってのことだと山村社

長は振り返る。

突然おじゃま 
山鋼精機（株）代表取締役／山村　弥
名古屋市南西部に位置し、国際港湾名古屋港に面する港区は“ものづくりの街な

ごや”を代表する製造業の集積地。この町の一角、4年前に開通した新路線「あお
なみ線」の荒子川公園駅からほど近くに立地し、特殊鋼や精密鍛造品の販売を手が
けるのが山鋼精機（株）である。青年部会副部会長をはじめ、全特協でも活躍され
る2代目社長の山村弥氏を訪ねた。

社業、協会活動の両輪で、飛躍と充実に賭ける青年社長

今年4月、近藤泰幸氏（近藤ハガネ代表）ご家族と静
岡・山中湖畔で

名古屋市港区、山鋼精機社屋外観
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■夢は大きく「第九」なんてどう？
「ステージでのほどよい緊張感と、歌

い終えた後の爽快感ですね」

名古屋東南ロータリークラブ内の

コーラス同好会、「メール・アカンターレ」

を主催する熊谷社長は合唱の魅力を

そう語る。

「メール（male）とは男声のこと。そこ

に、歌うように演奏する、という意味の

演奏記号“カンタービレ”と大阪弁のダ

メな人“あかんたれ”をかけてみたんで

す」が会名のいわれだというメール・ア

カンターレは、ロータリークラブの有志

による男声合唱団で平成13年に結成。

「第九が歌えたらイイね、なんて無謀

なことをいいながら8名で始めました」。

現在は18名のメンバーで、年代も40代

から70代までと幅広い。

「みな合唱は初体験だったので、当

初は高音と低音の二部構成から始め

ました。最近になって男声四部構成が

整い、ようやく本来のハーモニーが奏

でられるようなりました」と、熊谷社長は

ここ数年の手ごたえを実感している。

■曲アレンジから練習用テープ作りまで
メンバーそろっての練習は、2週に1

回が基本だが、発表会の前には1週間

に1回と集中して行う。場所は熊谷社

長の自宅で、社長の奥さんのピアノの伴

奏に合わせて声を出す。社長職をはじ

め、多忙な地元有志の集いながら、会

の本気度、充実ぶりがうかがえる。

「時間は18時30分から20時までみっ

ちりと。その後は居酒屋で、『あそこは

うまくハモれなかったね』なんて反省会

をやる。これが楽しみで続いている、

という声もあります」

曲のチョイスからアレンジ、歌のパー

トごとに手本となる練習テープも、熊谷

リスマス会などロータリークラブのイベ

ントのほか、ボランティア団体に招かれ

るなどして発表を続けている。

「全国25団体ほどが集まる、全日本

ロータリークラブ親睦合唱祭には、不

定期ながら4回参加。この6月にも、松

江での合唱祭を無事終えました」

目下の目標は、この親睦合唱祭を名

古屋に誘致することだという。

「その上で、一度集大成をやりたい

な、と思っています」。これまでメール・

アカンターレが練習してきた楽曲は50

曲ほどもあるという。

「ボイストレーナーなどプロの先生に

指導してもらって、ちゃんとした合唱団

として力をつける。そうしたら、1時間

ほどのプログラムを組み、聴衆を集め

てリサイタルを開いてみたいですね」。

ステージに上がる者にとっては、一度

は夢みる華やかな目標だ。

「ひと区切りってこともあるけど、同好

会は今後も続いていくことに意義があ

ります。プロの指導についてもそう。ア

マチュアだけじゃ限界があるし、次の

世代にお渡しできるほどのメール・アカ

ンターレに、という思いです」

歌の楽しさ、歌う楽しさをより多くの

人に伝えられれば。熊谷社長の思い

は、ひとえにその一点にかかっている。

社長自らが録音してメンバーに渡す。

「練習曲が決まると、トップ、セカンド

の各パート、バリトン、ベースとわたし

が歌って吹き込むんです。ビールを一

杯やって、ほろ酔い気分でね」と笑う

が、コーラスマスターとして、文字通り会

の指導を一手に引き受けている。

■「東海の熊谷」として鳴らし、社会人
時代には全国優勝も
メール・アカンターレの活動を支える

熊谷社長には確かなバックボーンがあ

る。高校時代には、名門クラブの呼び

名も高い東海高校男声合唱団に所属。

「2年生の終わりごろには、地元の学

生コーラス界で『東海高の熊谷を知ら

ないとはモグリだ』といわれるほど、の

めり込んでいました」

当時も今も、熊谷社長が担当するの

はトップテノールという主旋律を奏でる

最も高音のパートだ。

「メロディを歌うため、一番気持ちが

いい。長くこの趣味を続けられた理由

に、このパートを担当したことが大き

かったと思います」。合唱団をリードす

る心地よさ。それが、熊谷社長が今で

も男声合唱にこだわる魅力のひとつだ

という。

大学時代はアマチュア合唱団に、三

菱商事時代は会社のコーラス同好会

に所属した。

「三菱の2年目には、朝日新聞主催の

コンクールで全国優勝を果たし、社長

表彰を受けました。たまたま名古屋で

開催されたので、父親が張り切ってメ

ンバー全員に昼食をごちそうしてくれ

たりと、いい思い出ですね」

■単独でのリサイタルを目標に
現在の同好会では、長寿の会やク

私の愉しみ
クマガイ特殊鋼（株）代表取締役社長／熊谷多津旺

すばらしさと楽しさたっぷりの、
歌の魅力をみなと分かちたい

平成16年秋、千種文化小劇場の楽屋で仲間と
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理事会・委員会報告理事会・委員会報告

第29回理事会
日　時：平成20年5月16日　15：00～16：20 於：鉄鋼会館
内　容：1．議題

第1号議案　平成19年度事業報告書（案）及び収支決算書
（案）について

第2号議案　平成20年度事業計画（案）及び収支予算書（案）
について

第3号議案　役員選任の件
第4号議案　顧問推薦の件
第5号議案　会員の入・退会承認の件
第6号議案　内部規程整備の件

2．報告事項
（1）委員会報告 （2）事務局報告

第47回運営委員会
日　時：平成20年3月6日　12：30～14：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．協議事項

平成20年度事業計画と予算について
2．報告事項
（1）支部報告 （2）委員会報告

第48回運営委員会
日　時：平成20年5月16日　12：00～14：30 於：鉄鋼会館
内　容：1．審議事項

第29回理事会に同じ（第1号議案～第6号議案）
2．報告事項
（1）支部報告 （2）委員会報告 （3）事務局報告

第30回調査研究委員会
日　時：平成20年3月6日　12：00～14：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．平成19年度事業実績見込及び平成20年度事業計画・予算案

について
2．第45回景況アンケート（19年度第4四半期）設問について

第27回内外交流委員会
日　時：平成20年2月27日　12：00～14：00 於：大阪鉄鋼会館
内　容：1．平成19年度事業実績・収支見込み

2．平成20年度事業計画（海外視察訪問先他）

第28回人材育成委員会
日　時：平成20年2月28日　12：00～14：00

於：名鉄ニューグランドホテル
内　容：1．平成20年度事業計画案について

2．平成20年度予算案について

第29回人材育成委員会
日　時：平成20年6月19日　12：00～14：00

於：名鉄ニューグランドホテル
内　容：1．平成20年度事業計画・予算について

2．研修制度の内容を検討するWG・活動報告
3．特殊鋼販売加工技士研修講座・新講師委嘱

第34回総務委員会
日　時：平成20年5月9日　15：00～17：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．議題；第29回理事会に同じ

人材育成委員会
特殊鋼販売加工技士検定試験委員会
日　時：平成20年4月11日　12：00～14：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．特殊鋼販売加工技士（実務編）検定試験の合否判定（76名が

合格）
2．講師講評

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：平成20年4月22日　15：00～17：00 於：鉄鋼会館
内　容：特殊鋼販売技士3級研修講座の講師間事前打合せ

人材育成委員会
特殊鋼販売加工技士（実務編）資格認定式
日　時：平成20年5月16日　17：00～19：30 於：鉄鋼会館
内　容：認定式には、合格者76名のうち23名を含め50名が出席。協会

関係者のほか、経済産業省製造産業局鉄鋼課・石川課長様、
松渕課長補佐様、芳澤係長様が来賓として出席された。

人材育成委員会
第5回研修制度の内容を検討するワーキンググループ会議
日　時：平成20年2月27日　12：00～15：00

於：名鉄ニューグランドホテル
内　容：特殊鋼販売技士（企業側・資格取得者）アンケート集計・解析

人材育成委員会
第6回研修制度の内容を検討するワーキンググループ会議
日　時：平成20年4月24日　12：00～15：00

於：名鉄ニューグランドホテル
内　容：1．平成19年度 ワーキンググループ活動報告書の承認について

2．有資格者及び企業側アンケート内容についての質疑

人材育成委員会
第7回研修制度の内容を検討するワーキンググループ会議
日　時：平成20年6月26日　12：00～15：00

於：名鉄ニューグランドホテル
内　容：1．販売技師制度改善案についての検討

2．販売加工技士制度への改善案取組みについて
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第31回調査研究委員会
日　時：平成20年6月25日　12：00～14：00

於：名鉄ニューグランドホテル
内　容：1．平成20年度事業計画・予算について

2．第46回景況アンケート（20年度第1四半期）設問について

第17回広報委員会
日　時：平成20年7月8日　12：00～14：00 於：大阪鉄鋼会館
内　容：1．平成20年度事業計画・予算について

2．「すてぃーる35号」の校正・確認について

第10回青年部会運営委員会
日　時：平成20年3月14日　12：30～18：15 於：第一ホテル錦
内　容：1．工場見学；オークマ（株）可児工場

2．平成19年度事業・収支実績見込み

第11回青年部会運営委員会
日　時：平成20年6月20日　15：30～15：45 於：ホテルヒルトン大阪
内　容：審議事項　部会長・副部会長選任（案）承認の件

第21回青年部会正副部会長会議
日　時：平成20年5月23日　15：00～17：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．平成20年度事業計画の検討（運営委員のアンケートで討議）

2．第8回定時総会について（新役員候補決定）

第8回青年部会定時総会
日　時：平成20年6月20日　15：00～18：00 於：ホテルヒルトン大阪
内　容：第1号議案　平成19年度事業報告及び収支報告承認の件

第2号議案　平成20年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認
の件

第3号議案　運営委員の選任（案）承認の件
第4号議案　顧問（候補）及び特別顧問（候補）承認の件
（第2部） 講演会；「ノコギリと特殊鋼」

講師；サキタハジメ氏

第11回経営効率化委員会
日　時：平成20年2月26日　12：00～14：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．平成20年度事業計画（玉掛け技能講習、切断原価に関する

勉強会）
2．平成20年度予算案について

第12回経営効率化委員会
日　時：平成20年6月10日　12：00～14：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．平成20年度事業計画・予算について

2．玉掛け技能講習会（アンケート結果報告、補助金の検討）

■「はがねの日」記念切手の会員寄付金20万円を、日本赤十字社に寄贈

平成20年5月13日、全特協は日本赤十字社に慈善事業に活用していただく目的で20万円を寄付しました。

この義援金は、本年の「はがねの日」記念事業の一環として製作し、会員の皆様に有償配布したオリジナル切手

の会員寄付金分を寄贈したものです。

今後も、全特協では機会を得ながら、広く社会に貢献できるような活動に注力していきます。

当日は、竹内広報委員長と仕幸専務理事が東京・港区芝大門の日本赤十字本部を訪れた。 寄付金20万円の目録を渡す、竹内広報委員長。
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事務局だより
経済産業省製造産業局鉄鋼課の人事異動

当協会の担当でありました野辺裕係長が、平成20年5月1日付けで、中小企業庁事業環境部取引課官公需専門

官にご栄転となりました。

後任は芳澤美登里氏（同局通商室より）。

野辺係長様には、平成18年6月19日より当協会の運営等についてご指導をいただきました。有難うございまし

た。新天地でのご活躍を祈念しております。

大阪支部事務局長が亀岡重治氏から吉田皓治氏に交代
1964年 山陽特殊製鋼（株）入社

1992年 大阪支店　ステンレスグループ長（課長）

1996年 大阪支店　次長・ステンレスグループ長

2004年 陽鋼物産（株）九州支店　部長

趣　味 読書、音楽鑑賞

名古屋支部事務局長が垣内道宏氏から森幸生氏に交代
1964年 愛知製鋼（株）入社

1993年 名古屋支店第1営業室　課長

1995年 名古屋支店第1営業室　室長

2001年 トヨタ営業部第1営業室　GL

趣　味 ソフトテニス、音楽鑑賞

JISハンドブック及び定期刊行物購入斡旋のお知らせ
日本規格協会発行の「JISハンドブック」及び定期刊行物の購入斡旋を継続しております。是非ご利用下さい。お問い合わせは、

事務局までお電話下さい。（Tel：03-3669-5803）

共通通い箱・鉄鋼製「おかよちゃん」について。（経営効率化委員会）
鉄鋼価格の値上げに伴う製品の値上げ要請があり、交渉の結果7月発注分より下記内容の値上げとなりました。ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。

鉄鋼製（大）10,000円→10,800円、（中）8,000円→8,500円、（小）5,000円→5,300円

（納期：約10日間）Tel：03-3669-2777

■編集後記■
35号より「すてぃ～る」の発行責任者になりました福原です。

今号は各支部の定時総会の模様や本部役員、支部役員の改選な

ど記事が盛りだくさんになっております。

役員改選により、三上会長が勇退されました。三期六年間の

重責を果たされたことに敬意と感謝を込めてお礼申し上げま

す。竹内新会長のもとで今後の事業を力強く進めてまいります。

「すてぃ～る」の記事、編集につきましても新たな発想と感性

を織り交ぜていければと思っております。読みたくなる記事・

知りたい情報・楽しみな企画などなど。

全国の広報部会の皆様にお知恵を借りて頑張ります。広報委

員会は東京・名古屋・大阪の三地区で順番に開催しますので、

できるだけ多くの委員の方の出席をお願いします。

広報委員会委員長・広報誌発行責任者／福原實晴

「法律無料相談窓口」（何でも相談窓口）を気軽にご利用下さい。（経営効率化委員会）6
飯田法律事務所と法律顧問契約を結び、会員の皆様を対象に「法律無料相談窓口」を開設しております。「何でも相談室」として

会員企業の一般社員の皆様のプライベートな法律相談や助言を無料で対応させていただきます。

ご相談先：飯田法律事務所　Tel：03-3666-3838（窓口：高橋氏）

ご相談の流れ：①全特協「法律無料相談窓口」を希望とお伝え下さい。

②所属支部と会社名をお伝え下さい。

③相談内容を簡単にお伝え下さい。

④その後、弁護士の先生と直接具体的な相談をして下さい。

⑤必要なら、地方在住の弁護士さんを紹介してもらえます。

ご相談内容は守秘義務があり協会には一切報告されません。

芳澤美登里氏

吉田皓治氏

森幸生氏


