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「第13回定時総会」開催 「第13回定時総会」開催 

平成21年6月7日（日）、全特協では長

野県諏訪市のRAKO華乃井ホテルにお

いて、第13回定時総会を開催しました。

冒頭、竹内会長のあいさつの後、総会

審議に入り、以下の各議案が原案通り

満場一致で承認されました。

第1号議案 平成20年度事業報告書（案）

平成20年度収支決算書（案）

監査報告書

第2号議案 平成21年度事業計画書（案）

平成21年度収支予算書（案）

総会終了後には、女流講談師である

神田すみれさんをお招きし、「美しくかが

やいて生きる心」と題した講演会を開催。

師匠である2代目神田山陽や3代目古今

亭志ん朝など、古今の名人衆のエピソー

ドを交えながら日本の伝統文化の魅力を

紹介されました。翌8日（月）は、フラン

スのガラス工芸家エミール・ガレの収蔵

作品で知られる北澤美術館を皮切りに、

霧ヶ峰高原、車山高原、諏訪大社など

信州の歴史と文化と自然を堪能するバス

見学会を開催しました。
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会長あいさつ

毎年暮れに清水寺で発表されている

「今年の漢字」という催し物がありますが、

昨年は日本の首相交代や“CHANGE”

をキーワードに当選したオバマ新大統領

等の影響で、変化の「変」の字が選ば

れるような変化の激しい一年でした。特

に、9月15日のリーマン・ショック以降

の百年に一度あるかないかの金融危機か

らの世界同時不況の影響で、特殊鋼の

最大需要先である自動車をはじめ建設機

械、産業機械等も大きく落ち込みました。

その結果、昨年度の特殊鋼熱間圧延鋼

材の生産高は、1837万トンと前年度比

15.5％減と大幅に落ち込み、粗鋼生産も

前年度比13.2％減の1億550万トンと、記

録に残る1948年からの統計では過去最大

の落ち込みとなりました。直近では、在

庫調整も進んできて底を打ったような感

じがいたしますが、早い段階での回復を

期待したいものであります。

当協会の平成20年度事業では、重要

事業の一つである特殊鋼販売技士研修

で新たに1～3級の合格者で1000名以上

を加え、延べ有資格者数は1万3000人を

突破いたしました。特殊鋼販売加工技

士を加えると、有資格者数は1万6000人

を超えるという喜ばしい実績になってお

ります。また、今年になって新たに初心

者を対象にした入門講座も開講され、好

評をいただいております。各委員会でも

活発な事業が行われたほか、財政面では

おかげさまで、4000万円の繰越金を残す

ことができました。

余談となりますが、この諏訪地区では

7年に一度、寅と申（さる）の年に日本三

大奇祭の一つ、御柱祭が行われます。こ

の御柱祭のある年は、景気は底ないしは

緩やかな上昇ですが次の年は大きく景気

が回復するジンクスがあります。ちなみに、

前回の御柱祭の平成16年末の日経平均

株価は1万1488円で、1年後には1万6111

円と40％上昇しています。さらに、前々

回の平成10年末には1万3842円だったも

のが、1年後には1万8934円と37％の上

昇をみせております。この3～5月と3か月

連続で、踊り場からわずかながら改善さ

れてきた景気動向ですが、御柱祭の年に

あたる来年以降はさらなる回復を期待し

たいところです。

先月、鳩山由紀夫民主党代表が「友

愛の日本を作る」と発表しました。友愛

とは「すべての人がお互いに人の役に立

ち、必要とされることで、社会につなが

っている絆や居場所を見つけられる世の

中」ということだそうです。ぜひ、全特

協もこの友愛の精神で、全員参加でお互

いに思いやりのある、温かい協会活動を

推進したいと思います。景気回復と皆様

のご健勝を祈念して、私のあいさつとさ

せていただきます。

全員参加で互いに思いやりのある、温かい協会活動を推進したい

会長あいさつ
（社）全日本特殊鋼流通協会 会長 竹内誠二
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講演会 
「美しくかがやいて生きる心」 

講演会 
「美しくかがやいて生きる心」 

総会終了後は、女流講談師・神田す

みれさんによる講演会「美しく輝いて生

きる心」が開催されました。まだ、女性

が珍しかったこの世界への入門のきっ

かけから、前座と呼ばれる修業時代や

【神田すみれ・プロフィール】
兵庫県神戸市出身。文学座付属演劇研究所演
劇集団「円」を経て、1980年4月2代目神田山
陽に入門。1983年5月二ツ目昇進、1989年9月
真打ち昇進。赤穂義士伝、各種怪談ものなど
古典を中心に、新作、創作と幅広い演題を持
ち、本牧亭、国立演芸場、上野広小路亭など
に常時出演中。講談協会所属。

子育てをしながら

芸を磨いていった

時代の苦労話な

ど、自身の体験談

と伝統文化への思

いを披露されまし

た。

寄席の楽屋裏の

雰囲気をたっぷり

味わえる話を堪能

した後は、聴衆か

ら一人ずつ登壇し

て講談体験教室を開講。パンと威勢よ

く演台を叩きながら語ったのは赤穂浪

士引き上げの一席で「ころは元禄十五

年十二月十四日……」と、グッと声を

張り上げ独特の節回しに苦労しながら

の読み聞かせとなりました。

講師、聴衆が一体となった楽しいひ

とときの後は、神田すみれ先生の講談

の一席を。後の大学者が貧乏している

時代の暮らしぶりを、面白おかしいエ

ピソードと人情噺をまじえて読み聞か

せる「徂徠豆腐」を披露。日本伝統の

話芸を間近でたっぷりと楽しんだ講演

会でした。
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懇談会・バス見学会 懇談会・バス見学会 

■北澤美術館
アール・ヌーヴォーを代表するフランスのガ
ラス工芸家、エミール・ガレ（1846～1904）の
代表作「ひとよ茸ランプ」を常設展示するほか、
1889年と1900年のパリ万博出品作などガレの代
表作を数多く収蔵することで知られる、諏訪湖
畔の美術館を見学。アール・ヌーヴォー、アー
ル・デコ期のガラスコレクションのほかに、東
山魁夷などの日本画も鑑賞した。

■車山高原
諏訪市と茅野市の境に位置し、標高1925mの
車山を最高峰に、霧ヶ峰高原から続く、なだら
かな草原。スキー場のリフトが夏季も運行して
いるので、時間があれば山頂近くまで簡単に登
頂が可能。伸びやかな展望とともに高原に吹く
風が梅雨の合間であることを忘れさせてくれ
た。

■諏訪大社
信濃国一宮で全国2万5000社といわれる諏訪
神社の本社である諏訪大社の下社秋宮に参拝。
社殿四隅にある有名な御柱をはじめ、社殿の配
置にも独特の形があるとされる神社。会社、業
界の景気回復と各人の健康を祈って諏訪路を後
にした。

総会終了後の懇談会では、ご来賓の今井明倫様（大同特殊
鋼・常務取締役）が「不況期にこそ新しい技術革新や経営革新
がなされてきた。これからの特殊鋼業界の若い人たちのため
に、今もがき苦しみながらも夢と希望のある業界にすべく、
私たちが知恵を出して、この難局を乗り切っていこう」とあ
いさつ。樋口副会長が「かつてない不況からは、かつてない
革新が生まれる。かつてない革新からはかつてない飛躍が生
まれる」と、松下幸之助の『不況克服十か条』の一条を引用
し、乾杯。勇壮な諏訪太鼓も楽しみながらの歓談後は、佐久
間副会長の「これまでの拡大一辺倒の時代からマイナス成長
も考えなければいけない時代にさしかかり、協会の事業も工
夫が必要になってきた。難しい時代だが皆さんの役に立つ事
業を考えていきたい。ご支援、ご鞭撻をお願いします」のあ
いさつで中締めとなりました。

「北澤美術館から霧ヶ峰・車山高原、諏訪大社へ」「北澤美術館から霧ヶ峰・車山高原、諏訪大社へ」

懇談会懇談会

写真提供：特殊鋼産業新聞社
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支部だより

東京支部　6月26日（金） 於：東京銀行協会「銀行倶楽部」 76社出席（委任状含む）

大阪支部　6月16日（火） 於：新阪急ホテル 90社出席（委任状含む）

名古屋支部　6月25日（木） 於：キャッスルプラザ 58社出席（委任状含む）

支部総会開催

次の議案を審議、承認した。

①平成20年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件

②平成21年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件

湊支部長が、「これまで休会中だったブロック会議を昨年より再開したところ、

事業計画の参考になるさまざまなご意見があり、さらに事業への参加の反応も

よくなってきた。今年も7、8月に5地区での開催を予定しており、これを有効

活用して支部をより活性化していきたい」とあいさつ。総会後の懇談会では、

「いまだ厳しい経営環境だが、太陽光発電や電気自動車など新需要の期待が高

まっている。変化の急激な時こそ必要なのが情報であり、協会の事業に是非参

加して、各社の経営に役立てていただきたい」と竹内会長。また、三上顧問が

「執行部の皆様へは会員に役立つ事業を企画立案し、充実した活動をすすめて

いただき、会員の皆様へはその事業を元に横の連絡を密にし、支部の活性化か

ら全特協の活力を向上してもらいたい」とあいさつの後に乾杯となった。

次の議案を審議、承認した。

①平成20年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件

②平成21年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件

③役員および運営委員の件

定時総会終了後、大阪経済法科大学経営学部講師・中川政雄氏に

よる講演「やったらやれるで」が行われ、続いての交流会の冒頭

で熊谷支部長が「景気の方は足元が少しよくなってきましたが、

まだまだのようです。中川先生の言うように下期、来期には絶対

よくなるような気がしてまいります。また、そう思いながら仕事

をしないと沈んでしまいます。絶対よくなる、やったらやれるで。

そんな年にしたいと思いますので、皆さんご協力お願いします」

とあいさつした。

次の議案を審議、承認した。

①平成20年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件

②平成21年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件

③会員異動の件

冒頭、福原支部長が「自動車メーカーの在庫調整が終わり、政府

経済見通し発表でも『悪化』の文字が外れました。潮目は変わり

ましたが、満ち潮になる速度が遅い。大阪支部の協会活動も2年

目は色を変えてやりたいと思っていましたが、もう1年我慢し、

次年度はにぎやかに、鮮やかにしたいと思います」とあいさつ。

各議案が滞りなく承認され、閉会後の懇談会では、井上名誉顧問、

福嶋監事のあいさつを交えながら、中締めは久木田顧問が久々と

なる大阪締めを行い、そろって不況を乗り切る意気込みを新たに

した。
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北関東支部　6月14日（日） 於：ホテルエピナール那須 21名出席

静岡支部　6月17日（水） 於：静岡グランドホテル中島屋 22名出席

九州支部　6月26日（金） 於：セントラーザホテル博多 23名出席

次の議案を審議、承認した。

①平成20年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件

②平成21年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件

冒頭、宮内支部長があいさつに立ち、「このところ徐々

に景気浮揚指標に明るさが見え始め、日経平均株価も一

万円台を付けるなどした。しかし、我々にはその明るい

兆しの実態は見えてこない。こういう不況下のときこそ、

会員同志が情報交換し、アンテナを張り最善策を立てね

ば生き残っていけない。情報を収集するための支部活動

であり、それをフルに活かして仕事へのプラス活動にし

て欲しい」と支部の活性化を強調した。

次の議案を審議、承認した。

①平成20年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件

②平成21年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件

冒頭、原支部長があいさつに立ち、「昨秋から経済環境

は激変し、想像以上の景気後退で、この静岡地区も大打

撃を受けている。一部の業種では上方修正の景気感の報

告もあるが、特殊鋼流通には兆しも見えてこない。こう

した状況の下で静岡支部は全会員が心を一つにして活性

化を図っていかねばならない」と述べた。

次の議案を審議、承認した。

①平成20年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件

②平成21年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件

③平成21年度役員人事承認の件

色川支部長が6月末退職のため、新支部長に岡田副支部長が就任。

総会後の懇談会では岡田新支部長の「厳しい時ではありますが、

会員各社の協力を得て有意義な九州支部にしていきたい」と乾

杯のあいさつの後、楽しい懇談を行うことができた。

東北支部　6月4日（木） 於：ウェルサンピア仙台 16名出席

次の議案を審議、承認した。

①平成20年度事業報告書（案）・収支決算書（案）承認の件

②平成21年度事業計画書（案）・収支予算書（案）承認の件

小林支部長が開会に先立ちあいさつし、「昨秋よりの未

曾有の経済危機に直面し、かつてない大打撃の経営状況

におかれている。特殊鋼業界も大手ユーザーの生産減で、

流通の生存権が脅かされる状況だ。こういう時こそ、協

会のチームワークと結束をもってこの難局に耐え、乗り

切っていこう」と述べた。

▲静岡支部の活発な活
動を讃える竹内会長

写真提供：特殊鋼産業新聞社

写真提供：特殊鋼産業新聞社

▲握手する新旧支部長
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大阪支部　4月4日（土） 第5回ボウリング大会　於：桜橋ボウル 参加者数：100名

恒例となったボウリング大会を開催。久木田至大会委員長による始球式で競技スタート。
悲喜こもごもの2ゲームを終え、久木田大会委員長が「こうして皆様のお顔を拝見して、まだまだ若いパワーと熟練の技が融合して素
晴らしい業界に育って行くんじゃないかと思います。今後とも全特協を応援していただいて、また楽しい機会、勉強になる機会をどん
どん設けていきたいと思います」とあいさつ。過去2位、3位、2位、2位の南海鋼材が悲願の初優勝を成し遂げ、元気あふれるボウリン
グ大会となりました。

サキタハヂメ氏のノコギリ演奏に加え、巨大パイプオルガン（吹抜5階
高さ）やピアノとのジョイント演奏も交えて3回の演奏会を行った。美
しい調べが場内に響き渡り、多数のお客様が入場され、記念品450袋
（名前入りボールペン2本・STEEL WORLD冊子他）＋α（全特協ロゴ入
りチロルチョコ）は全て無くなってしまう程の盛況ぶり。
サキタハヂメ氏にはトークの中で、「このノコギリは特殊鋼のSK材で
作られて美しい音色を醸し出すことが出来ます」と特殊鋼にも大いに
触れて頂いた。
また壁面ボードには「STEEL WORLD」の特大パネル2枚を掲示。（社）
全日本特殊鋼流通協会名古屋支部主催をアピールしながら、会員各社
の方々も多数来場されて、和やかな雰囲気の中で大変楽しい一日とな
りました。

名古屋支部 4月4日（土） サキタハヂメ氏ミュージカルソウコンサート　於：松坂屋本店南館オルガン広場 入場者：合計約600名

前年を上まわる参加人数（女性6名を含む）の下、宮内支部長の合図で一斉にゲームが開催されました。表彰
式では、入賞者に感想を述べていただくとともに、特殊鋼販売技士1級の合格者の紹介も行い、なごやかな
会合となりました。

北関東支部　4月25日（土） ハガネの日記念ボウリング大会　於：佐野ゴールドレーン 参加者数：46名

清掃ボランティア活動の後、福岡ドームにて野球観戦を行った。

九州支部　4月26日（日） 清掃ボランティア活動　於：福岡ドーム周辺 参加者数：72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 南海鋼材（株） 南海サザン 1355ピン
準優勝 （株）白鋼 しろがね1号 1277ピン
3 位 井上特殊鋼（株） THE2軍 1260ピン

〔個人戦・男子〕
優 勝 藤井 信廣 南海鋼材（株） 360ピン
準優勝 福田 和彦 南海鋼材（株） 360ピン
3 位 早松 正裕 大同マテックス（株）355ピン

〔個人戦・女子〕
優 勝 東後 由希子 平和鋼材（株） 341ピン
準優勝 松浦 恵美 南海鋼材（株） 320ピン
3 位 出村 君子 佐々木鋼業（株） 318ピン

［成績］2ゲームトータルピン数（女性はH.C. 30ピン/1ゲーム）
〔総合〕
優 勝 照内 勝 小山鋼材（株） 335ピン
準優勝 久野 光龍 （株）鉄鋼社 332ピン
3 位 住吉 宏太 小山鋼材（株） 329ピン

〔女性〕
優 勝 大竹 友美 住商特殊鋼（株） 289ピン
準優勝 石塚 淳子 日立金属工具鋼（株）270ピン

東京支部　4月3日（金） 第5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：76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 清水特殊鋼（株） 1277ピン
準優勝 エスメタル（株） 1215ピン
3 位 加藤鋼材（株） 1109ピン

〔個人戦・男子〕
優 勝 平井 隆 エスメタル（株） 353ピン
準優勝 渡辺 匡 東京ハガネ（株） 352ピン
3 位 茂木 敬三 清水特殊鋼（株） 336ピン

第5回ボウリング大会を開催。山田実行委員長、大塚・田嶋両委員の3名による始球式で開幕。熱戦
の末、石野奈央子氏の活躍もあり清水特殊鋼が見事初優勝を果たしました。ボウリング終了後の懇
親会では和気あいあいの会食を楽しみ、大いに盛り上がりました。

〔個人戦・女子〕
優 勝 石野 奈央子 清水特殊鋼（株） 367ピン
準優勝 御代川 玲子 藤田商事（株） 287ピン
3 位 立川 由紀子 石原特殊鋼（株） 266ピン
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平成20年度 
「特殊鋼販売技士1級」資格認定式 

平成20年度 
「特殊鋼販売技士1級」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

この厳しい経済情勢の中、ピンチを
チャンスに変える意味でも企業にとって
人材育成は非常に重要なこととなってい
ます。本日、1級を取得された皆さんは、
いわばナンバー1の立場になられたわけ
ですから、勉強されたことを活かして、

それぞれの会社の重要なリーダーとして活躍されることを
願っています。この資格を仕事の中でどう活かしていくかに
ついては、ユーザーとのさらなる関係強化とともに需要回復
の中での新規開拓があります。これまでの特殊鋼は、自動車、
建機、産機などが中心でしたが、それ以外の新しい分野、例
えば電気自動車や国産の航空機関連、世界的に拡大していく
であろう原子力など新しい事業分野におのずと特殊鋼が必要
とされますから、是非積極的に取り組んでいただきたいと思
います。また、皆様はコンプライアンスの観点からも社内、
業界のリーダーになっていただくべき方々だと思いますので、
是非ともここで学ばれたことを活かして会社で活躍をしてい
ただき、特殊鋼流通業界の健全な発展とともに日本経済を盛
り上げる原動力になっていただくよう期待しております。

（社）全日本特殊鋼流通協会
会長　竹内 誠二

会長あいさつ

この特殊鋼販売技士資格制度は、「責任」「自覚」
「信用」を3本柱に、健全なる特殊鋼の流通業界
をつくるという目的で、全特協の前身のひとつ
である東京特殊鋼販売組合が今から34年前の1975
年に始めたものです。本日まで、3級から1級ま
での有資格者数は延べ1万3526名という多数に上

り、これは全特協の事業としても最大規模の中心事業となっています。
皆様方は、3級、2級、そして1級とステップアップして資格を取得され、
この度頂点に立たれたわけです。この間、皆様方の会社の同僚や先輩
たちの温かい支援の元、また講師の方々の適切なるご指導の元、栄え
ある合格者になられたことは感慨もひとしおのはずです。室町時代の
能楽の大家である世阿弥に、「初心忘るべからず」という言葉がありま
すが、皆様には本日のこの気持ちをいつまでも持ち続けていただいて、
1級資格を会社のため業界のため、そして社会のために役立ててご活躍
されることを祈念いたします。

中川特殊鋼（株）
資格取得者代表　眞嶋 里子

答辞

この度は、特殊鋼販売技士1級の資格をご認定
いただき誠にありがとうございました。特殊鋼
の販売、流通に携わる者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。こ
の間、各講師の方々には懇切かつ丁寧な講義を
していただき、ほんとう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、百年に一度という世界的な金融、経済の
大不況の嵐が吹き荒れて、誠に厳しいものがあります。また、商取引の
形態もお客さまのニーズが多様化してきており、受け身ではない提案型
の営業をしていかなければならないと思われます。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、情報をお客さまに迅速に
提供し、信頼されるお取引を目指していきたいと思います。

蜻検定試験委員会の鶴見州宏委員は、「1級を取得した
とはいえ、これで“上がり”ではありません。これか
ら一人前になって世の中へ出ていくスタートラインに
ついたという意識で、世界の荒波を乗り切ってもらい
たい。そのためにも、テキストは座右の銘として常に
かたわらに置き、機会あるごとに勉強を継続して欲し
い」と講評されました。

蜻懇談会で佐久間人材育成委員会委員長は「現在のよう
な厳しい時代になればなるほど特殊鋼の出番は増えて
くるはずです。われわれの経済活動は、世の中を幸せ
にするためのものです。本日、資格を取得された皆さ
んは世界中の人々を幸せにするという大きな気概を持
ち、特殊鋼の販売に携わってください」とあいさつ。

全特協では平成21年5月15日（金）、東京・鉄鋼会館において特殊鋼
販売技士1級の資格認定式を開催しました。新たに認定された有資格
者は330人。これにより、特殊鋼販売加工技士と合わせた累計有資格
者数は1万6230人となりました。平成20年度の全合格者は別掲のとお
りです。
認定式当日は、石原鋼鉄・一ノ宮哲氏（東京支部）、ウメトク・波

多野敬之氏（大阪支部）、秋山精鋼・朝日靖英氏（名古屋支部）、ノボ
ル鋼鉄・小野裕介氏（東北支部）、井上特殊鋼・佐藤貴則氏（北関東支
部）、平井・前島健氏（静岡支部）が各支部を代表して竹内会長より資
格認定証を授与され、中川特殊鋼・眞嶋里子氏が全員を代表して答
辞を述べました。認定式終了後は、合格者を称えて祝賀懇談会が開
催されました。
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■平成20年度特殊鋼販売技士
1級検定試験

実 施 日：平成21年3月26日（木）
13:30～15:30

実施支部：東京・大阪・名古屋・東
北・北関東・静岡の6支部

成績優良者：21名
〔東京支部〕

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕

安田　洋輔 大同興業（株）

神谷　裕美 大同特殊鋼（株）

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕

加藤　健二 愛知製鋼（株）

伊藤　陽子 大同特殊鋼（株）

児玉　和哉 〃

〔大阪支部〕

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕

犬飼　信明 ウメトク（株）

波多野敬之 〃

横山　映一 〃

松山　泰典 扇鋼材（株）

〔名古屋支部〕

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕

西村　直史 大同特殊鋼（株）

山田　良恵 〃

位田　英二 〃

田中　崇介 〃

佐藤　　大 〃

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕

丸山　直希 大同特殊鋼（株）

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕

深川　竜一 愛鋼（株）

朝日　靖英 秋山精鋼（株）

〔東北支部〕

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕

田中美百合 （株）佐藤忠蔵商店

小野　祐介 ノボル鋼鉄（株）

〔静岡支部〕

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕

前島　　健 （株）平井

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕

中野　邦昭 青山特殊鋼（株）

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者43名
糀　　龍吾 愛知製鋼（株）

河合　信彰 〃

大畑　朋之 朝日工業（株）

水谷　久美 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）

山本　真也 井上特殊鋼（株）

喜多　大輔 〃

縣　　直和 〃

中村　哲章 〃

塚原　大輔 〃

早川　明良 岡谷鋼機（株）

梅田　健吾 山陽特殊製鋼（株）

山根　寛基 〃

井村　　賢 JFE商事（株）

平島　　研 〃

菅原　　聡 城北伸鉄（株）

横田　幸広 （株）シルド

田端　匠磨 住商特殊鋼（株）

山口　　潤 大同興業（株）

安田　洋輔 〃

神谷　裕美 大同特殊鋼（株）

伊藤　公一 〃

小池　陽介 大洋商事（株）

丹野　正博 〃

井上　正行 〃

青木　美紗 中川特殊鋼（株）

齋藤　妙子 〃

佐伯麻木子 〃

眞嶋　里子 〃

川出　祐樹 〃

野澤智恵子 〃

杉田　博子 〃

一山　貴史 〃

中坂　智史 〃

金井　　俊 野村鋼機（株）

矢向　博康 林精鋼（株）

金村　　悟 〃

山原　直樹 メタルワン特殊鋼（株）

加藤　　淳 〃

池谷　良一 〃

小林　清孝 ヤマト特殊鋼（株）

松井　淳也 〃

川口　　茂 〃

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者18名
大原　広樹 青山特殊鋼（株）

一ノ宮　哲 石原鋼鉄（株）

横山晃太郎 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）

高瀬　寛之 三五金属（株）

渡辺　　瞬 大同興業（株）

牧野　宏幸 大同特殊鋼（株）

荒木　健太 （株）鐵鋼社

原　　達徳 東榮特殊鋼材（株）

白石　竜大 東京ハガネ（株）

小河原洋平 中山商工（株）

小杉　信博 〃

小林　正人 〃

佐々木　仁 〃

山下　　毅 〃

野口　雅子 日本高周波鋼業（株）

田村　　臣 日立金属（株）

森　　真一 〃

松縄　英明 （株）松縄文五郎商店

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者21名
加藤　健二 愛知製鋼（株）

平松　久幸 〃

坂本　利雄 （株）UEX

浦川　政輝 岡谷鋼機（株）

秋山　幸貴 下村特殊精工（株）

木村　庸一 〃

滑川　　昌 〃

手嶋　智之 （株）シルド

平　　雅巳 住商特殊鋼（株）

野坂　一貴 〃

村上　忠行 〃

小泉　浩之 大同興業（株）

芹野　勝彦 〃

伊藤　陽子 大同特殊鋼（株）

甲斐　瑞樹 〃

河野　俊介 〃

児玉　和哉 〃

高橋　利宜 〃

渡邊　光平 〃

西山　栄一 （株）西山商店

加藤　恵美 日本高周波鋼業（株）

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者65名
佐藤　友彦 愛知製鋼（株）

中村　光伸 〃

福島　光徳 青山特殊鋼（株）

今川　雅博 井上特殊鋼（株）

木本　敦史 〃

鯉川　章平 〃

河野　雅弘 〃

小松　仁司 〃

狭　　敏基 〃

村重　英明 〃

八木　稔城 〃

安達　和範 大阪ミガキ（株）

鎌田　裕貴 鎌田特殊鋼（株）

川口　善彦 川上ハガネ（株）

福井　智章 京都磨鋼材（株）

平山　恭彦 合鐵産業（株）

安藤　　悟 山陽特殊製鋼（株）

竹原　直輝 〃

山本　洋三 〃

辻　　明寛 三利特殊鋼（株）

山村　　努 〃

大平　俊介 JFE商事（株）

川原　　純 〃

栩木　弘治 〃

山下　晋輔 〃

小倉　一晃 住金物産特殊鋼（株）

前井　貞雄 〃

加藤　隆士 大同興業（株）

高橋　佑季 〃

名古路大輔 〃

樋口　真衣 〃

榎本　和馬 大同特殊鋼（株）

澤田　浩一 太平鋼材工業（株）

田村　隆明 〃

立島　　徹 大洋商事（株）

廣瀬　　梓 〃

渡辺　泰介 〃

渡辺　弘章 〃

吉田　慎治 辰巳屋興業（株）

伊藤　美保 （株）天彦産業

金　　成俊 〃

柴田健太郎 中川特殊鋼（株）

土井　清隆 〃

島池　泰徳 日本金型材（株）

村上　篤之 日本ファスナー工業（株）

中畑　貴博 ハクロスティ－ル（株）

川上　一博 白鷺特殊鋼（株）

栄　　康人 〃

西川　譲二 〃

沼田　圭司 〃

前川　昭彦 〃

松本　幸治 ハクロマシナリー（株）

河本　直穂 林田特殊鋼材（株）

西川　祐貴 〃

和川　直子 〃

尾闢 英次 （株）阪神メタリックス

塩沢　　聡 〃

三原　　学 （株）堀田ハガネ

鈴木　洋一 三井物産スチール（株）

渡　　貴弘 〃

綿谷　悠吾 （株）ミヤジマ

石川　由直 （株）メタルワン特殊鋼

古川　明広 〃

村上　伸幸 〃

渡邊　順平 山野鋼材（株）

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者23名
阪口　雅登 青山特殊鋼（株）

奥村　達矢 〃

前田　　博 井上鋼材（株）

赤木　克行 ウメトク（株）

犬飼　信明 〃

貴田　　浩 〃

武田　翔伍 〃

波多野敬之 〃

藤野　哲也 〃

横山　映一 〃

松山　泰典 扇鋼材（株）

穂積　克浩 〃

中川　周治 （株）越智製作所

重見　浩司 〃

西野　一城 加藤鋼材（株）

山闢 徹 佐々木鋼業（株）

谷口　友和 三和特殊鋼（株）

伊藤　直哉 〃

山崎　清隆 大同マテックス（株）

宮下　卓也 〃

福原　健史 （株）テクノフロント

萩野谷　聡 日本高周波鋼業（株）

伊藤　哲也 （株）メタルワン特殊鋼

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者12名
宇都宮浩道 愛知製鋼（株）

道家　忠義 青山特殊鋼（株）

居相　浩介 アベル（株）

河野　静生 伊勢鋼材（株）

川戸　利彦 ウメトク（株）

平賀　崇嗣 〃

瀬戸　　洋 川上ハガネ（株）

塔山　　修 〃

道下　晋作 山陽特殊製鋼（株）

山川　幸志 大同特殊鋼（株）

野村　周平 日本高周波鋼業（株）

富澤　　弘 松井鋼材（株）

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者43名
加藤　恭一 愛鋼（株）

皿井　一之 〃

河合　恵悟 愛知製鋼（株）

榊原　英樹 〃

佐藤　直生 〃

岸　　大貴 浅井産業（株）

前田　敬太 〃

前川　健太 大阪ミガキ（株）

支部名 受験者数 合格者数 
東 　 京 89 82 
大 　 阪 105 100 
名古屋 102 93 
東 　 北 18 18 
北関東 14 14 
静 　 岡 24 23 
合 　 計 352 330 

東京支部

大阪支部

平成20年度
特殊鋼販売技士１級

合格者名簿

大阪支部

名古屋支部
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森下　文雄 〃

下河原　渉 岡谷鋼機（株）

中山　和久 （株）岡谷特殊鋼センター

高倉　綾子 小木曽工業（株）

石黒　敬史 川本鋼材（株）

石川　元輝 （株）交邦磨棒鋼センター

岡田　成広 〃

紀平　大輔 〃

西澤　一彦 〃

上田　章裕 サハシ特殊鋼（株）

大石　啓嗣 〃

田代　博和 〃

角田　彦弥 〃

河　　三植 〃

酒井　拓也 大同興業（株）

寺田　隆之 〃

永井　　更 〃

井口　英士 大同特殊鋼（株）

木下　敬士 〃

増田　有佑 〃

吉村　　始 〃

桐原　里実 〃

澤野　祐司 〃

西村　直史 〃

山田　良恵 〃

位田　英二 〃

田中　崇介 〃

佐藤　　大 〃

竹田　和喜 永田鋼材（株）

生田　貴史 （株）ハヤカワカンパニー

菊地登志子 〃

岸　　恒吾 〃

内田　　誠 （株）メタルワン特殊鋼

逆水　克巳 〃

長谷川浩司 若杉鋼材（株）

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者30名
大津　光生 ウメトク（株）

片山　　徹 〃

金井謙太郎 〃

中村　伸浩 〃

深谷比呂志 小山鋼材（株）

加藤　公平 加藤鋼材（株）

三石　一智 グリーンスチール（株）

田中　利章 高周波精密（株）

丸山　直希 大同特殊鋼（株）

芦田　敏雄 大同マテックス（株）

作田　明應 〃

片平　　雄 孟鋼鉄（株）

西川　邦秋 〃

神谷雄一郎 中野ハガネ（株）

図師　佑一 〃

山田　和裕 〃

中西　央人 名古屋特殊鋼（株）

中室　卓也 〃

矢田　雅之 〃

淺越　裕一 日立金属アドメット（株）

大内　利浩 〃

後藤　俊幸 松岡特殊鋼（株）

森　　真人 〃

大場　康晴 （株）山一ハガネ

久野　貞昭 〃

近藤　　彰 〃

近藤　将樹 〃

鈴木　恒宏 〃

谷口　敏一 〃

濱口　誠和 〃

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者20名
深川　竜一 愛鋼（株）

朝日　靖英 秋山精鋼（株）

植田　昌弘 佐久間特殊鋼（株）

大久保真也 〃

奥　　大輔 〃

杉野　和博 〃

鈴木　裕一 〃

竹野内　敦 〃

平塚　哲雄 〃

水谷　幸博 〃

単　　嘉 サハシ特殊鋼（株）

水谷　洋敏 （株）三悦

篠田　道成 大同特殊鋼（株）

杉本　明彦 〃

長谷川剛士 〃

村瀬　賢人 東北特殊鋼（株）

小林　由起 （株）メタルワン

滝　　升博 大和特殊鋼（株）

村若　智里 〃

矢部　康之 〃

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者8名
田中美百合 （株）佐藤忠蔵商店

佐々木涼子 〃

小野　和也 ノボル鋼鉄（株）

小野　祐介 〃

佐藤　博友 〃

大宮　智史 （株）プルータス

伊藤　勇輔 ヤマト特殊鋼（株）

片桐　健一 〃

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者10名
蟹江　篤史 青山特殊鋼（株）

吉家　秀夫 （有）菊地ハガネ

浦山　洋平 （株）北山スチール

横川　秀明 日立金属工具鋼（株）

阿蘇　友彦 〃

飯沼　　聡 〃

菅原　　潤 〃

野崎　博邦 〃

大友　　勲 （株）メカパーツ

伊藤　　淳 （株）メタルスプレート

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者7名
佐藤　貴則 井上特殊鋼（株）

阿部　裕一 （株）平井

田上　良真 〃

加藤　真也 （株）マクシスコーポレーション

篠原　友和 〃

富田　浩章 〃

小野瀬康大 〃

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者7名
住吉　宏太 小山鋼材（株）

平山　利行 〃

伏木　　満 〃

熊倉　文仁 （株）カムス

太田　　誠 〃

生越　勇樹 〃

成田憲士郎 大同マテックス（株）

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者10名
榊原　健康 井上特殊鋼（株）

柴田　幹夫 〃

長沢　　修 〃

内藤　利樹 ノボル鋼鉄（株）

阿部　修平 〃

阿部　一哉 〃

森下　　純 〃

福崎　将規 〃

前島　　健 （株）平井

栗田　大辞 〃

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者10名
中野　邦昭 青山特殊鋼（株）

竹内　雅人 〃

鳩野　浩範 ウメトク（株）

西坂　直人 〃

白藤　太一 小山鋼材（株）

河合　　誠 （株）サンコー

横山　大樹 〃

千崎　譲治 大同マテックス（株）

橋口　　亮 ノボル鋼鉄（株）

石垣　和孝 〃

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者3名
杉村　圭史 佐久間特殊鋼（株）

高林　良有 〃

日比　繁寿 〃

東北支部

静岡支部

北関東支部

特殊鋼販売技士入門編を開講
人材育成委員会　研修制度の内容を検討するワーキンググループ

全特協では今年度より特殊鋼販売技士入門編を研修制度に加えました。この
入門編は、元素記号や材料記号を知らない一般職や新入社員にも、幅広く特
殊鋼の知識に触れてもらいたいと、新設されたものです。必須講座ではない
ものの、特殊鋼販売技士3級を受講する前の予備知識の習得にも最適です。
4月10日（金）に名古屋支部（83名参加）、4月18日（土）に東京支部（66名参加）、
4月25日（土）に大阪支部（65名参加）で開催。東京支部では、ノボル鋼鉄の関良
介氏を講師にテキストとスライドを使って、特殊鋼を中心に金属全般の基礎
知識を学びました。開講に先立ち、竹内誠二会長は「従来の講座は、大学工
学部のような専門的なカリキュラムで難しい検定試験です。この講座はその
ようなこともなく、肩の力を抜いて受講できるものとなっている。まずは本
講座を聴いて、特殊鋼を身近に感じながら理解をし、仕事への興味をより一
層高めてもらいたい」とあいさつしました。
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日本ハンドボール界きっての理論
派である酒巻清治ハンドボール日
本代表監督は、指導者が学ぶこと
の重要性を説き、“リーダーシップ”
“マネジメント”“覚悟”の3つの
観点からコーチングの方法につい
て解説。また、戦略と戦法、戦術
の関係でも「戦略の失敗は戦法で
は補えず、戦法の失敗は戦術では
補えない」など、興味深い知見の
数々をご披露いただきました。

平成21年6月17日（水）、全特協・青年部会は名古屋市・名古屋
観光ホテルで部会員25名の参加を得て、第9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6代部会長
の山村弥氏（山鋼精機・代表取締役）に代わり、碓井達郎氏（碓井
鋼材・代表取締役）が第7代部会長に就任しました。副部会長に
は中島伸夫（中島特殊鋼・専務取締役）、木村貴俊（深江特殊
鋼・取締役調達部長）の2氏が、また運営委員には石田晶敬（石田
特殊鋼・取締役）、奥村友康（永田鋼材・専務取締役）、桑原将敏
（貝坂特殊鋼・代表取締役）、森晋吾（豫州短板産業・代表取締役
社長）の各氏が新任されました。

また、今期より粟井邦英（粟井商事・取締役）、岩井大晶（巴鋼鉄・専務取締役）、山内英司（山進産業・専務取締役）、山内貴
司（同・取締役）、森高臣（関東鋼鉄・代表取締役）、菊池一（菊池ハガネ・専務取締役）の各氏が新規会員として加入しました。
総会終了後は、ハンドボール日本代表監督・酒巻清治氏の講演会「ハンドボールを通じて学んできたこと」を開催。湧永製
薬、日本代表として活躍された選手時代からスウェーデン留学で学ばれたことを通じて、コーチングの重要性などについてお
話しいただきました。

■碓井達郎氏を新部会長に選出

■新旧部会長あいさつ

青年部会｢第9回定時総会｣を開催 青年部会｢第9回定時総会｣を開催 

■平成21年度 青年部会 運営委員、特別顧問および顧問名簿
役職 氏名 勤務先・役職名 

浅野　薫仁 浅野鋼材 （株） 常務取締役 
石田　晶敬 石田特殊鋼 （株） 取締役 

部会長 碓井　達郎 碓井鋼材 （株） 代表取締役 
奥村　友康 永田鋼材 （株） 専務取締役 

副部会長 川北　　誠 川北特殊鋼 （株） 代表取締役 
〃 木村　貴俊 深江特殊鋼 （株） 取締役調達部長 
〃 久木田　至 櫻井鋼鉄 （株） 代表取締役社長 

桑原　将敏 貝坂特殊鋼 （株） 代表取締役 
小林　卓司 テービーケー （株） 代表取締役 

副部会長 五味渕　努 五味渕鋼鉄 （株） 代表取締役 
近藤　泰幸 （資） 近藤ハガネ商店 代表 

副部会長 櫻井　　透 櫻井鋼鉄 （株） 代表取締役副社長 
佐橋健一郎 サハシ特殊鋼 （株） 代表取締役 
澤津橋聖司 （株） 司鋼商会 代表取締役 
鈴木　至典 （株） 鈴木機械 代表取締役 
鈴木　裕人 東和ハガネ （株） 専務取締役 
田嶋　　直 （株） 鉄鋼社 代表取締役社長 
出口　弘親 スチールテックデグチ （株） 代表取締役 

副部会長 中島　伸夫 中島特殊鋼 （株） 専務取締役 
樋口　威彦 （株） 天彦産業 取締役 

役職 氏名 勤務先・役職名 
副部会長 樋田　浩三 （株） 三悦 代表取締役 

福岡　敬司 （株） 福岡ハガネ商店 代表取締役 
藤田　剛義 藤田商事 （株） 専務取締役 

副部会長 古池　　晃 古池鋼業 （株） 専務取締役 
森　　晋吾 豫州短板産業 （株） 代表取締役社長 

副部会長 八木　英治 （株） 白鋼 常務取締役 
保田　憲秀 トクホウ精鋼 （株） 取締役社長室長 
保田　嘉嗣 保田特殊鋼 （株） 代表取締役 

副部会長 山田　雅郎 （株） ヤマコー 代表取締役 
横山　　大 （株） 横山鋼業 代表取締役 

顧問 木村　雅昭 深江特殊鋼 （株） 常務取締役 
〃 堀田　　靖 （株） 堀田ハガネ 代表取締役社長 
〃 松岳　大樹 （株） トーキン 代表取締役 
〃 宮内　　保 小山鋼材 （株） 代表取締役 
〃 濱田　訓通 （有） 浜田ハガネ店 代表取締役 
〃 山村　　弥 山鋼精機 （株） 代表取締役 

特別顧問 竹内　誠二 （社） 全特協 会長 
〃 樋口　克彦 〃 副会長 
〃 佐久間貞介 〃 〃
〃 仕幸　英夫 〃 専務理事 

青年部会　新部会長
碓井達郎

皆さんもご承知のとお
り、大変厳しい経済環境
の中ではございますが、
青年部会という文字のご

とく、若者らしく力強く、新しい発想を
もって親会にもいろいろなアイデアを提案
して、活発な活動を行っていきましょう。
そのためにも、副部会長と運営委員の皆様
には是非お力を十分にお貸しいただきた
く、この場を借りてよろしくお願いいたし
ます。とにかく活動するからには、全員で
楽しく充実した青年部会にしたいと思って
おりますので、新部会長として微力ながら
がんばっていく所存です。

青年部会　前部会長
山村　弥

昨年の総会で青年部会
長に選任されてからの一
年で、全国の方々からた
くさんのご意見を頂戴し、

さまざまな考え方や文化の違いを知ること
ができました。そういった意味では、青年
部会ならではの親密なお付き合いをさせて
いただきました。皆様に温かく支えていた
だき、「入っていてよかった青年部会、
やってよかった青年部会長」であったと
思っております。
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新・支部長訪問
クマガイ特殊鋼株式会社　
代表取締役社長　熊谷多津旺

若手の取り組みで広く社会に
特殊鋼が認識されることを期待

■若手中心で活気あふれる名古屋支部
「うちの最大の特徴は、世代交代がひ
とまず完了し、若い人たちならではの
発想力と行動力で支部を引っ張って
いってくれているところ」
開口一番、熊谷支部長は名古屋支部
の長所をそう話してくれた。
「40代の人たちがほんとうに一生懸命
やってくれている。サハシ特殊鋼の佐
橋さん、三悦の樋田さん、トーキンの
松岳さんといった副支部長がその代表
で、支部活動の企画立案、推進の中心
となっています」
たとえば、この4月の「はがねの日」
のイベントでは、のこぎり演奏家・サ
キタハヂメ氏のミニコンサートが行わ
れたが、これなども「われわれオール
ド世代には、なかなか思いつかないす
てきな形にしていただいた」とのこと。
「松坂屋名古屋本店の、数フロアが吹
き抜けになったイベント広場で行われ
たのですが、各階から買い物途中に耳
を傾けるお客さんが多く、当日は3回の
演奏とも満員。とても大きな反響があ
りましたね」
これまで「はがねの日」にはボーリ
ング大会などを行っていたが、内輪で
楽しむだけにとどまらず、特殊鋼とい
うものを広く知ってもらうための“つ
ながり”を重視しようと、このサキタ
氏のコンサートが
行われた。
「会場選定やイ
ベントの詳細を詰
めて進めてくれた
のは、若い人なら
ではの行動力。コ
ンサート会場には
特殊鋼を紹介する
パネルの展示もあ
り、立ち止まって
目を凝らす人もあ
りました。特殊鋼
業界のアピールに
もひと役買ったの
ではないでしょう
か」
エリア的な面で

そのひとつとして取り組んだのが、社
内の業務改善。事務職員も含めた“多能
工化”にチャレンジし、一定の成果を得
たのだ。
「これまでは、各設備に専属の社員を
配置していましたが、稼働状況に余裕
があるこの時期に全員がすべての設備
の操作を覚えるとともに、事務職員の
一部にも訓練を行いました」
これにより、需要回復があり増産が
必要となった場合でも、現状の要員で
対応可能な部分が多くあったと熊谷社
長はみている。また、各部署を全員で
行き来したことによる思わぬ効果も
あったという。
「簡単そうに見える部署でもかなり大
変な作業だったり、工程管理の人間が
実際に工場に入ってみると現場の苦労
が身にしみたりと、社員同士の仕事に
対する意識の共有や、コミュニケー
ションにも役立ちました」
需要に好転の兆しがみえてくるのは
この夏場以降か。
「余分なものを省くことや社員教育な
ど、こんなときにしかできないことも
たくさんあるはずです。経済環境が
戻ったときに素早く立ち上がれるよう、
今はじっくり体力をつけるときではな
いでしょうか」

も、メンバーがまとまりやすいのが名
古屋の強みだと熊谷支部長はいう。
「活動の内容や予算の了解でも、意思
の疎通が図りやすいですね。受益者負
担などがある場合も合意が得やすい。
今回のコンサートの成功をきっかけに、
ほかの音楽イベント、たとえば名古屋
フィルハーモニーはどうだろう、ある
いは寄席などもいいかもね、とアイデ
アを出し合っています」
6月30日にはタイムリーな企業防衛の
一環として、セミナー「企業の新型イ
ンフルエンザ対策」も開催された。
「今後は、東海地震など災害も含めた
企業の危機管理を考える講習会などを
考えています。不況の今だからこそ、
知恵を出し合いながらやっていきたい
ですね」

■今だからしかできない工夫で実力を蓄
える時期
昨秋からの金融危機に伴う景気後退
は、輸出企業が集積している東海地方
の業績を直撃した。
「3～5月が大底で、6月ごろから注文
が戻る兆しはありますが不透明感は否
めません。逆に、時間的に余裕がある
この時期に、いろいろな触手を伸ばし、
工夫をこらして次の成長に備えなけれ
ばいけません」

先代、先々代の肖像と熊谷社長。大正2年創業、4年後に100周年を迎える
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新・理事訪問
株式会社F&Cホールディングス
代表取締役社長兼CEO 藤巻武利

「業界のため汗をかかせてもらいたい」
そんな思いで取り組んでいる、協会理事という仕事

■［会社］フリーサイズ、オーダーメー
ドのプレート専業メーカー
1948年に藤巻商店として創業。特殊
鋼販売から、この20年間でプレート専
業メーカーとして大きく飛躍した。
「30年ほど前に規格プレートというも
のが他業種の参入で登場し、材料屋の
脅威となりました。付加価値をつけ、
競争力を上げるために少しずつ自社加
工に取り組んできたのです」
現在、持株会社のF&Cホールディン
グスを中核に、藤巻鋼材、藤巻工範、
フリーズ、スチールポリッシュ、藤巻
鋼材大阪、プレートワークスの6社14拠
点で、中日本と西日本に特殊鋼・非鉄
プレートの製造販売体制を敷く。
その製品の特徴は、「フリーサイズプ
レートの提供」「365日24時間製造によ
る即納対応」「高品質」の3点。金型
メーカーや機械メーカーの設備関連で
大きく業績を伸ばしてきた。

■［市況、経営環境］不況を契機に、次
世代への継承を考えていく
「昨秋の世界同時不況以降、当社も売
り上げ6割減という厳しさで、ちょうど
5年前の規模に戻った形です。工場の統
廃合や設備移管など固定費削減を進め
るとともに雇用調整助成金の活用など
で、売上減の中でも収益確保のめどを
立てています」
最悪の1～3月期を脱し、景気の底は
打ったかと思われる昨今だが、決して
明るい未来が待っているわけではない
と藤巻社長は考えている。
「今回の不景気で、外需依存、産業の
空洞化がはっきりとしたわけです。さ
らに、環境技術の加速化で特殊鋼業界
は大きな転換を迫られるばかりでなく、
これまでの構造の質的変化や断裂の可
能性もあるからです」
こうした情勢の中、藤巻社長が重要
視しているのが「若い世代への転換」
ということである。
「必ずしも明るい展望が描けないなが
ら、私たち世代が材料屋から加工メー
カーに変化して成功してきたように、
これからの時代に応じたビジネスチャ

毎月会員にお届けするということは業
界の経営に資する事業であり、しっか
り継続していきたい」
基本的なデータをきちんと作りあげ、
それをどう切り口として会員にイン
フォメーションしていくか。それが、
調査研究委員会の今後の取り組みだ、
と考えているという。

■経歴
1950（昭和25）年1月、愛知県新城市

生まれ。愛知大学卒業後、一般企業に勤
務。先代の女婿であったことが縁で1978
年に藤巻本店入社。豊川営業所長などを
経て、1988年に2代目社長に就任。

■クルマ
若いころより無類のクルマ好き。特に、
ポルシェに造詣が深く、最後の空冷車
993型や420馬力を誇った996ターボを所
有した。東京で共同経営するのも中古の
スーパーカーを取り扱う会社で、マニア
垂涎の車種に触れることが多い。「印象
が強烈だったのはフェラーリ599。とて
も速くてよく曲がり、そしてしっかりと
止まる」とのこと。現在は、メルセデス
ベンツS65 AMGを社有車にする。

■ゴルフ
最近ではアクセルを踏み込むのは控え

めにして、ゴルフが趣味の旬に。「名古
屋は30分圏内にいくつもゴルフ場がある
ので便利。永田鋼材の永田裕通氏を師匠
に、名古屋特殊鋼の鷲野光司氏とよく
回っています」

ンスも必ずあるはずです」
そんなチャンスを見つけ、果敢に行
動するには若い人のバイタリティや感
性にシフトしなければいけないと藤巻
社長は思うのだ。
「たまたま、昨年の7月に息子を専務
代行にしたのをきっかけに、若い社員
を責任のあるポストに引き上げたとこ
ろでした」
そう思えば、この不況は次の世代へ
の準備期間としてはいいタイミング
だったのではないか、という。
「責任感をもって取り組んでいっても
らう。その気があるかないかでは大違
いですからね」

■［協会］業界の経営に資する目的で重
要な、調査研究事業
これまで、名古屋では長く副支部長
を勤めてきた。支部長に、と推す声も
あったが「リーダーの器ではないから」
と固辞したという。一方、親会に名古
屋からもうひとり理事を出してほしい、
という声があがってきた。
「実は、東京に本業とは別の会社をひ
とつ出しておりまして、そのため、ひ
と月に1～2度は東京に行く。そこで、
『そういう負担の軽い人にぜひやっても
らいたい』と頼まれました。私はこれ
をやりたい、という理想がないから
リーダーにはなれませんが、お手伝い
や汗をかかせていただくことはできま
すので、引き受けさせていただいた次
第です」
現在、親会では調査
研究委員会の委員長を
勤める。
「特殊鋼というニッチ
な業界で、景況等の
データを連続的に収集
することは、地味なが
ら非常に重要な仕事だ
と思います。データの
活用に、まだ未消化な
部分がありますが、大
変参考になるという声
もお寄せいただいてい
る。そうしたものを、 24時間・オーダーメード対応でプレート生産する藤巻グループの小牧工場
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理事会・委員会報告理事会・委員会報告

第29回内外交流委員会
日　時：平成21年3月13日　12：00～14：00 於：大阪・鉄鋼会館
内　容：1．平成20年度委員会事業・収支実績見込

2．平成21年度事業計画（含海外研修先選定）及び予算（案）
について

第31回人材育成委員会
日　時：平成21年3月5日　12：00～14：00

於：名鉄ニューグランドホテル
内　容：1．平成20年度委員会事業・収支実績見込

2．平成21年度事業計画及び予算（案）について（含WG改善
案実施の予算化）について

第31回理事会
日　時：平成21年5月15日　15：00～16：30 於：鉄鋼会館
内　容：1．議案

第1号議案：平成20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21年度事業計画書（案）及び収支予算書
（案）について

第3号議案：第13回定時総会について
第4号議案：会員の入・退会について
第5号議案：密接特民法人への該当性について

2．報告事項：委員会報告、事務局報告

第51回運営委員会
日　時：平成21年3月27日　12：30～14：30 於：鉄鋼会館
内　容：1．平成21年度事業計画と予算について

2．第13回定時総会について
3．その他

第37回総務委員会
日　時：平成21年4月28日　12：00～14：30 於：鉄鋼会館
内　容：（第31回理事会・議案に同じ）

第52回運営委員会
日　時：平成21年5月15日　12：00～14：30 於：鉄鋼会館
内　容：（第31回理事会・議案に同じ）

人材育成委員会
第12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21年4月22日　12：00～15：00 於：安保ホール
内　容：1．特殊鋼販売技士「指導要領書」の内容について

2．特殊鋼販売加工技士「改善案及び課題」について
3．特殊鋼販売技士「入門編」の開講結果について

人材育成委員会
第13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21年6月23日　12：00～15：00 於：安保ホール
内　容：1．特殊鋼販売技士2～3級「指導要領書」について

2．特殊鋼販売加工技士研修制度改善について

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21年4月14日　15：00～17：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．特殊鋼販売技士1級検定試験の合否判定

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21年4月23日　15：00～17：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．特殊鋼販売技士3級研修講座の講師事前打合せ

2．試験問題改善の考え方

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21年6月16日　15：00～17：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．特殊鋼販売技士3級検定試験の問題選定

2．新規問題について

第35回調査研究委員会
日　時：平成21年6月23日　15：00～17：00 於：安保ホール
内　容：1．第49回景況アンケートの結果報告（回答率46％）

2．第50回景況アンケート（4～6月）の設問について

第25回青年部会正副部会長会議
日　時：平成21年5月22日　15：00～17：00 於：鉄鋼会館
内　容：1．第9回総会の内容について

2．その他

第12回青年部会運営委員会
日　時：平成21年3月6日　16：00～17：00 於：第一ホテル両国
内　容：1．平成20年度事業及び収支実績見込

2．平成21年度事業計画及び予算（案）について
講演会：（15：00～16：00）松崎孝平氏「地震がくらしに及ぼす影響」

第20回広報委員会
日　時：平成21年7月7日　14：00～17：00 於：大阪・鉄鋼会館
内　容：1．平成21年度事業運営について

2．広報誌「すてぃーる38号」の校正・確認
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事務局だより

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・鉄網製「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。

鉄網製（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■
今号は全国総会、各地区での支部総会の模様を伝える記事が

満載です。特殊鋼業界は不況の真っ只中ですが、支部総会では

各社とも前向きに頑張っている様子が伝わり安心しました。

世の中の「ものつくり」もやっと動き出しました。

わが業界では、4月～5月が底だったのかもしれません。これ

から徐々に復活に向けて進めそうです。もう少しの辛抱です。

頑張りましょう。

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）を気楽にご利用下さい。（経営効率化委員会）
当協会の理事である飯田理事の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。皆様の身近な諸問題についても無料で受けられます。

一般社員の皆様のプライベートな問題も相談可能です。

・飯田法律事務所：Tel 03-3666-3838（窓口：高橋氏）

・電話でのご相談は無料です。

①全特協「法律無料相談窓口」を利用したい旨をお伝え下さい。

②「全特協の所属支部と会社名」をお伝え下さい。

③相談内容を簡単にまとめてお伝え下さい。

④弁護士の先生と直接具体的な相談を始めてください。

・現在お住まいの地区の弁護士事務所の紹介も可能。

・相談内容は守秘義務があり、いずれにも報告されません。

経済産業省製造産業局鉄鋼課の人事異動
1．当協会の担当でありました石川正樹課長が、平成21年7月14日付で、産業技術環境

局産業技術政策課長にご栄転となりました。

後任は、小糸正樹氏（本田技研工業株式会社［官民交流］から）。

2．また松渕隆弘課長補佐が、平成21年5月18日付けで、資源エネルギー庁石炭課にご

栄転となりました。後任は、葛岡制紀氏（製造産業局化学課より）。

3．同じく同日付けで芳澤美登里係長が、経済産業政策局調査統計部産業統計室 にご

栄転となりました。後任は、鈴木美保氏（製造産業局自動車課より）。

石川課長様には平成19年7月10日より、松渕課長補佐様には平成19年5月15日より、芳澤係長様には平成20年5月1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。

葛岡制紀氏小糸正樹氏
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