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「第6回定時総会」を開催

全日本特殊鋼流通協会では平成30年6月18日（火）、東京都千代田区の「パレスホテル東京」において第6回定時総会を開催し
た。議決権を有する正会員53社（ほか委任状提出正会員数120社）の出席を得たことで議事定足数を満たした総会では、以下
の各議案が審議され、いずれも原案どおり満場一致で承認された。

第1号議案　平成29年度事業報告書及びその付属明細書承認の件
第2号議案　平成29年度賃借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書承認の件
第3号議案　平成30年度事業計画、収支予算について
第4号議案　（一社）全日本特殊鋼流通協会　定款改定の件
第5号議案　理事の退任及び新任並びに役員の交代による選任の件

当日、朝に発生した大阪府北部地震による交通機関の乱れで、佐久間貞介会長（佐久間特殊鋼・代表取締役）はじめ総会に
間に合わない出席予定者も多かったが、定款に基づき湊義明副会長（野村鋼機・代表取締役社長）が会長代行として議長を担っ
た。当初予定より時間を遅らせて開催した臨時理事会では、役員改選期にあたるため選任が行われた。その結果、佐久間貞介
会長と副会長の湊義明氏、福原實晴氏（南海鋼材・代表取締役社長）を再任し
たほか、第4号議案で副会長職を従来の「2人」から「3人以内」と改定した定款に
基づき、もう1人の副会長に櫨巳芳氏（辰巳屋興業・代表取締役社長）を新任した。
このほか、総会では退任理事へ感謝状と記念品の贈呈も行った。
総会終了後には、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏による講演会「どうな

る日本！政治・経済ここがポイント」を行った後、約110名が出席した懇親会も
開催された。懇親会では小見山康二経済産業省金属課長よりご来賓を代表し
て祝辞をちょうだいした後、湊副会長の発声で乾杯。佐久間会長体制として3
期目を迎え、副会長3人制の導入や新入会員の報告もされたことで、より強固
な組織のもとで一致団結しながら新年度の事業に取り組むことが確認された。

佐久間会長を再任し、副会長を3人体制に

会長代行として総会の議事進行を担った湊副会長
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今回は、一般社団法人の認可を受け
て6回目の定時総会となり、平成29年度
の事業報告、決算が承認されました。
事業報告にもありましたように、昨年
は永年の懸案でありました収支改善の
ため、会費の値上げを行いたましたが、
各支部の運営委員をはじめ、関係各位
のご尽力により無事に完了することが
できました。
会費の値上げを行ったということは、

当協会への期待値も高くなるものと承
知しております。まずは当協会の活動
をより魅力あるものにしなければなりま
せん。流通業界としての信頼を醸成す
るにはどうしたらいいのか、さらには業
界の発展につなげるためには何をすべ
きかを考え、会員の皆様と交流を深め
ながら、魅力ある活動を展開して参り
たいと思っております。
それには、当協会の組織自体をさら

に強固なものにしていく必要がありま
す。新たな会員を積極的に募り、特殊
鋼に関係する仲間が1人でも多く増える
よう努力していかなければなりません。
その中で、今年度、新たな仲間が増え
ました。正会員として入会いただきま
したリンタツ（株）殿、池垣冷鋼（株）殿、
賛助会員として入会いただきました久

野産業（株）殿でございます。新たな仲
間が加わることで、協会の組織自体は
もとより、業界自体も強固なものとなっ
ていくと考えております。
また、先ほど開催されました理事会
において、辰巳屋興業の櫨巳芳様が選
任され、副会長3名の体制となりました。
新たな役員体制の下、平成30年度の事
業がスタートいたしました。
平成30年度は、引き続き、人材育成
事業を積極的に推進して参りますとと
もに、各種事業も同様に広く展開して
参ります。海外研修については、今年
度は、革新的イノベーションから価値
を創造し続ける、米国西海岸シリコン
バレーの企業を中心とした現地視察を
計画しております。昨年度、経済産業
省金属課殿にご後援いただき、特殊鋼
倶楽部殿と共同で進めております「未来
志向型の取引慣行に向けて」の取組み

を今年度も継続して参ります。各支部
や、支部が連携したブロックにおいて
も、より一層の交流を深めるべく、多
岐にわたる活動を活発に行っており、
本日の総会においても、多数報告され
ました。
また、当協会の誉れ高き出来事とい
たしましては、昨年4月に、前会長の竹
内誠二氏が「旭日小綬章」を受章された
ことがあります。まさに、団体における
氏の御功績がたたえられたもので、当
協会の励みとなるものでございます。
最後になりましたが、会長に選任さ

れまして3期目を迎えることとなりまし
た。特殊鋼流通業界がさらなる飛躍を
遂げるため、会員各社の発展のため、
微力ではございますが精一杯努力を続
けて参ります。引き続き当協会活動へ
のご理解とご協力をお願い申し上げ、
私のあいさつといたします。

一般社団法人全日本特殊鋼流通協会　会長　佐久間貞介
会長あいさつ

流通業界としての信頼を醸成し、業界の発展につなげるため
会員の皆様と交流を深めながら、魅力ある活動を展開する

総会後の懇親会場であいさつする佐久間会長
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平成30年度・役員名簿

《退任理事》
北　信一　大洋商事（株）　代表取締役社長
藤巻　武利　（株）F＆Cホールディングス　代表取締役会長
冨永　真市　陽鋼物産（株）　代表取締役社長
久留島　靖章　日本高周波鋼業（株）　専務取締役

　今期で退任された理事には感謝状と記念品が贈呈された。理
事および経営効率化委員長を長年にわたって務められた藤巻武
利氏は、「4期8年にわたり理事を務めさせていただき、私自身の
活動あるいは考え方について非常に大きな影響を与えていただ
いたというのが、全特協の全国での活動と自覚している。それ
に比較して、そのお返しが皆様にできたのだろうかという忸怩
たる思いもある」などと退任の弁を述べた。

総会後は、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏を講師に招き「どうなる日本！　
政治・経済ここがポイント」と題した講演会を開催した。
政治記者として長年の経験があり、歴代総理への取材に基づく著作も多い橋本
氏が、現在の安倍長期政権の背景から今後の政局と経済の見通しを解説した。講
演で橋本氏は、「政治家にとって大切なのは“私を捨てて公のために尽くす”こと
で、これさえあれば何も怖いものはない」と安倍内閣の政策を一定評価しつつも、
「さまざまな面で格差がある地方への愛情が足りない」などと批判も忘れず、「ある
政策には、その陰で泣いている人がいるかもしれないと思いやるのも大切な政治
だ。心耳を澄ませて謙虚な政治をやってほしい」と注文を付ける場面もあった。

理事20名・監事2名　※三役を除き50音順
役職 氏名 所属先・役職名
会長 佐久間　貞介 佐久間特殊鋼（株）　代表取締役社長

副会長 湊　　　義明 野村鋼機（株）　代表取締役社長
〃 福原　　實晴 南海鋼材（株）　代表取締役社長
〃 櫨　　　巳芳 辰巳屋興業（株）　代表取締役社長

専務理事 宮崎　　義一 （一社）全日本特殊鋼流通協会
理事 青山　　信一 青山特殊鋼（株）　代表取締役社長
〃 飯久保　知人 （株）大同分析リサーチ理事
〃 井上　　孝司 大同大学名誉教授
〃 井上　　寿一 井上特殊鋼（株）　代表取締役社長
〃 碓井　　達郎 確井鋼材（株）　代表取締役

〃（新任） 大前　　浩三 山陽特殊製鋼（株）　取締役常務執行役員
〃（新任） 小木曽　知弘 小木曽工業（株）　取締役社長

〃 勝野　　　茂 三和特殊鋼（株）　代表取締役社長
〃 久木田　　至 櫻井鋼鐵（株）　代表取締役社長

〃（新任） 小松　　　稔 （株）マクシスコーポレーション　代表取締役社長
〃 立花　　一人 大同特殊鋼（株）　代表取締役副社長

〃（新任） 堂野　　和洋 日本高周波鋼業（株）　常務取締役
〃（新任） 中島　　伸夫 中島特殊鋼（株）　代表取締役

〃 松岳　　大樹 （株）トーキン　代表取締役社長
〃 山中　　敏幸 愛知製鋼（株）　常務執行役員

監事 小澤　　信幸 アスカ税理士法人
〃 中　　　俊也 中雅俊事務所

講演会＆懇親会

講演会

会長以下新三役と新理事

退任にあたり感謝状を贈呈される冨永氏とあいさつを述べる藤巻氏

ベテラン政治記者として熱弁を振るう橋本五郎氏
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懇親ゴルフコンペ

総会の翌日6月19日（火）には、かつて日本オープン開催
の関東の名門コースである「鷹之台カンツリー倶楽部」に
て有志による懇親ゴルフコンペを開催した。
6組22名の参加者で櫨巳芳新副会長の「ちょっとしたハ

プニングがありましたが、皆さんの普段の心掛けが良い
のか絶好のゴルフ日和になりました」などとあいさつの
後、アウトとインに分かれて賑々しくスタートし、タフ
な難関コースに参加者全員がチャレンジした。当日は梅
雨時にもかかわらず天候も良く絶好のゴルフ日和で、全
員が元気よくホールアウトした。
その後の表彰式では松岳大樹新名古屋支部長（トーキ

ン・代表取締役社長）の「今日の懇親ゴルフ大会は東京支
部の方に大変お世話になり成功裏に終えることができま
した。来年の総会は名古屋開催の年、大勢のご参加をお
待ちしております」とのあいさつで始まった。
優勝は、中川特殊鋼の荒田栄作氏がグロス94、ハン

ディキャップ20.4、ネット73.6で獲得した。準優勝は竹
内ハガネ商行の竹内篤行氏が、ベストグロス賞には3位入賞の碓井達郎東京支部長（碓井鋼材・代表取締役）がグロス81で獲得
した。またブービー賞は古池晃氏（古池鋼業・代表取締役）が獲得した。
最後にはホスト役の碓井達郎東京支部長の三本締めにより散会した。

総会、講演会に続く懇親会では、佐久間会長が
当日朝に発生した大阪府北部地震の影響で総会に
遅れたことについて詫びながら冒頭のあいさつを
行った（2ページ）。来賓を代表された小見山康二・
経済産業省製造産業局金属課長は、政府が2020年
度までに取り組む「生産性革命」に触れ、IoT設備の
投資や賃上げを行った際に特別償却や税額控除な
どが受けられることを紹介し、制度の活用を呼び
かけたほか、昨年2月に策定された「金属産業取引
適正化ガイドライン」も活用しながら、「GDPが伸
びている中、働いた分はしっかりと手元に取り戻
していただきたい」と呼びかけた。
懇親会は、湊副会長の「3期目となる佐久間体制で

すが、個人的には10年ぐらい続けてほしい」とユーモアを交えたあいさつで乾杯し、櫨新副会長の「協会がますます活性化す
るようお願いします」という中締めまで、和気あいあいと歓談が行われた。

梅雨時にもかかわらず絶好のゴルフ日和に
かつての日本オープンの舞台の名門コースを満喫

懇親会

乾杯の発声を行う湊副会長

■全特協懇親ゴルフコンペ上位成績
順　位 氏名 会社 OUT IN GR HDCP NET
優　勝 荒田　栄作 中川特殊鋼（株） 46 48 94 20.4 73.6 
準優勝 竹内　篤行 竹内ハガネ商行（株） 56 53 109 34.8 74.2 
3 　位 碓井　達郎 碓井鋼材（株） 39 42 81 6.0 75.0 
4 　位 山村　　弥 山鋼精機（株） 41 45 86 10.8 75.2 
５　位 平松　政義 リンタツ（株） 46 51 97 21.6 75.4 

コンペ参加者による記念撮影
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支部だより

支部総会開催

次の議題を審議、承認した。
第1号議案　	平成29年度事業報告書（案）承認の件	

平成29年度収支決算書（案）承認の件	
監査報告書

第2号議案　	平成30年度事業計画書（案）承認の件	
平成30年度収支予算書（案）承認の件

第3号議案　	役員選任（案）承認の件	
協会委員会への支部派遣委員（案）承認の件

改選期にあたるが碓井達郎支部長が再任され役員の交代は小幅にとどまった。新任役員には、副支部
長兼広報部会長に三上晃史（ノボル鋼鉄・代表取締役社長）、総務部会長に竹内篤行（竹内ハガネ商行・
常務取締役）、調査研究部会長に山田雅郎（ヤマコー・代表取締役）、経営効率化部会副部会長に荒田栄
作（中川特殊鋼・執行役員）、同部会担当委員に山本達也（マクシスコーポレーション・部長）、人材育成
部会担当委員に北代広明（大洋商事・取締役）、広報部会担当委員に不破茂雄（野村鋼機・執行役員）、藤
田憲義（藤田商事・常務取締役）、本間義康（青山特殊鋼・取締役）の各氏が選任された。
懇親会の冒頭あいさつに立った碓井支部長は、「支部長として3期目を迎え心機一転、皆様のご協力の
もとがんばります。これから賛助会員との交流会、支部交流会、人材育成でも数々の資格講習会がありますので、多くの参加をお待ちしております」
と呼びかけた。湊義明全特協副会長の「3ブロック制になってから東日本ブロックとして支部間交流も盛んになってきており、協会活性化のため、
これからも拡大方向で大いに交流していただきたい」とのあいさつで乾杯し、鴨山明正内外交流部会長（東海鋼鉄・代表取締役社長）が「今年の海外
研修はタイ。昨年同様、若手の人をどんどん誘ってご参加を」と呼びかけた中締めまで活気あふれる懇談が行われた。

東京支部　開催日時：平成30年6月4日（月）　開催場所：如水会館 出席：56社（委任状含む）

（左から）あいさつする碓井支部長、湊副会長、鴨山部会長

次の議題を審議、承認した。
①平成29年度事業報告承認の件
②平成29年度収支決算承認の件
③役員改選（案）承認の件
④平成30年度事業計画（案）承認の件
⑤平成30年度収支予算（案）承認の件
⑥会員の異動

冒頭で久木田至支部長（櫻井鋼鐵・代表取締役社長）が「今年度は会費の値上げをお願いした。大阪支
部でも正会員、賛助会員の皆様に滞りなく承認いただき御礼申し上げます。景況はメーカーではフル生
産状態が継続しており、納期調整などに苦労されているのでは。この状況がオリンピックイヤー、2025
年万博イヤーまで続くよう願います」などとあいさつし、各議案を審議した。会員の異動では、イワサ
と名岐大阪支店の入会、多田鋼商店と日立金属工具鋼の退会、賛助会員ではボーラー・ウッデホルム、
三井物産スチール、大和特殊鋼の退会が報告された。役員改選では、経営効率化副部会長に藤戸達也氏（平
和鋼材・代表取締役）、運営委委員に佐々木久氏（佐々木鋼業・代表取締役）と山﨑利樹氏（山﨑鋼鉄・代
表取締役）、南ブロック会長に林田彰司氏（林田特殊鋼材・代表取締役）が新たに選任され、第2次久木田
支部長体制が承認された。
総会後の懇親会では来賓を代表して井上満・特殊鋼倶楽部大阪支部長（山陽特殊製鋼・参与大阪支店長）、平林一彦・特殊鋼倶楽部大阪支部運営
委員長（大同特殊鋼・常務執行役員大阪支店長）があいさつをして乾杯。福原實晴・全特協副会長の中締めまで活気あふれる懇談が行われた。

大阪支部　開催日時：平成30年6月5日（火）　開催場所：ヒルトン大阪 出席：88社（委任状含む）

（左から）あいさつする久木田支部長と井上、平林の各氏

次の議案を審議、承認した。
①平成29年度事業報告（案）・決算報告（案）
②平成30年度事業計画（案）・予算（案）
③名古屋支部役員及び運営委員選任

冒頭、あいさつした櫨巳芳支部長は「メーカーから製品供給が滞り仕入値転嫁のペースも鈍い。足元の
環境は我々流通業界にとって厳しいが、メーカーと緊密に連携するとともに、需要家に説明責任を果たし
納得頂くことが肝要だ」と述べた。
櫨支部長に続き、宮崎義一専務理事があいさつした。総会では全議案が可決、承認された後、中部経済
産業局の岩田産業部長から祝辞を頂いた。
続く懇親会は松岳大樹新支部長の乾杯の音頭で始まり、途中、余興として巴プロジェクトによる華やかなイリュージョンマジックを楽しんだ。
賑やかに会が進むなか、中締めを伊藤勝彦（伊藤ハガネ・代表取締役社長）新運営委員長が務め散会した。

名古屋支部　開催日時：平成30年6月13日（水）　開催場所：名古屋国際ホテル 出席：76社（委任状含む）

（左から）あいさつする櫨元支部長と松岳新支部長
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次の議案を審議、承認した。
①	平成29年度事業報告・会計報告書・会計監査報告（案）
②役員改選（案）　
③平成30年度事業計画及び予算計画（案）

議事は滞りなく承認された。冒頭2期4年の任期を終える日下俊之支部長（ク
サカ鋼材・代表取締役社長）のあいさつでは、東北支部・東日本ブロックでの
充実した工場見学などの活動報告の後、今年度の横山大新支部長（横山鋼業・
代表取締役）率いる新執行部へエールを送った。
懇親会では和やかに懇親を深め、森高臣副支部長（関東鋼鉄・代表取締役）の中締めで散会した。

東北支部　開催日時：平成30年6月21日（木）　開催場所：萩姫の湯　栄楽館 出席：23社（委任状含む）

次の議案を審議、承認した。
①平成29年度事業報告・会計報告書・会計監査報告（案）
②役員改選（案）
③平成30年度事業計画及び予算計画（案）

冒頭、全会一致で再任となった鈴木至典支部長（鈴木機械・代表
取締役）が「これまで栃木で開催していた総会を、参加しやすい場所
として太田で開催させていただいた。平日開催を含め初めてのこと」
と会員参加の促進に意欲を示した。続いて本部の湊義明副会長兼東
日本ブロック長が「東日本ブロックとして、北関東支部で活動案があれば是非ご提案いただき、本部
で検討、採用していきたい」と活発な活動提案を呼びかけた。
総会に続く第2部では、荻野谷聡氏（日本高周波鋼業・工具鋼営業部課長）を招き、市況説明会を行った。

北関東支部　開催日時：平成30年6月14日（木）　開催場所：太田ナウリゾートホテル 出席：25社（委任状含む）

次の議案を審議、承認した。
①平成29年度活動・決算報告
②九州支部役員選出
③平成30年度活動計画・予算審議

満場一致で皆様の了解を貰い、新規入会のリンタツ（株）、イワサ（株）を紹介後、
同会場で懇親会を行った。
冒頭、支部長に再選された吉永博支部長（特殊鋼機・代表取締役）から「会員皆様の
力を結集して九州支部を盛り上げていきましょう」とのあいさつ、中原真一氏（愛知製
鋼・福岡営業所所長）の乾杯のあいさつを戴き懇親会を行い、会員相互の親睦を図った。

九州支部　開催日時：平成30年6月22日（金）　開催場所：ホテルセントラーザ博多 出席：20名

（左から）あいさつする鈴木支部長と湊
副会長

次の議案を審議、承認した。
①平成29年度事業報告（案）・会計報告（案）
②平成30年度役員改選（案）
③平成30年度事業計画（案）・予算（案）

席上、原博康支部長（東泉鋼機・代表取締役）は「販売技士3級講座に加え、今年度は1級の研修も行うので、各社の2級資格保有者
には是非挑戦して頂きたい。今年も積極的に行事へ参加頂き、入って良かった、活動して良かったと思える会を作ろう」とあいさつ
した。
総会では全議案を可決、承認した他、任期満了に伴う役員改選により原支部長の再任が決まった。また、リンタツ（株）静岡支店、
浜松支店が新規入会したことが報告された。
終了後の懇親会では冒頭、同支部とともに中日本ブロックに所属する名古屋支部の松岳大樹支部長があいさつした。

静岡支部　開催日時：平成30年6月27日（水）　開催場所：静岡グランドホテル中島屋 出席：20社（委任状含む）

あいさつする原支部長

次の議題を審議、承認した。
①平成29年度事業報告承認の件
②平成29年度収支決算承認の件
③会員の異動
④役員改選（案）承認の件
⑤平成30年度事業計画（案）承認の件
⑥平成30年度収支予算（案）承認の件

増田厚子副支部長（南海鋼材・広島事業所所
長）の司会により開会。木村雅昭支部長（深江特
殊鋼・代表取締役）は総会冒頭で、「協会活動を
通して、互いに競い合い、磨き合い、成長する中国支部を目指しましょう」とあいさつした。
その後、懇親会は、本部の福原實晴副会長兼西日本ブロック長の来賓あいさつ、瓦井隼人氏（山陽特殊製鋼・広島支店長）の乾杯の音頭でスタート。
ホテル特製の料理とアトラクションで大いに盛り上がり、門奈周吾氏（岡谷鋼機・中国支店長）の中締で、盛会のうちに散会となった。

中国支部　開催日時：平成30年6月27日（水）　開催場所：福山ニューキャッスルホテル 出席：16社（委任状含む）

あいさつする木村支部長

あいさつする吉永支部長
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青年部会は平成30年6月8日（金）16時
から、北海道において部会員18名の参
加を得て、第6回定時総会を開催した。
川北副部会長の司会で始まり、冒頭、
田嶋部会長が「北海道で初めての開催
となりましたが、名古屋支部の青年部
会の皆様方にいろいろとご協力をいた
だき実現の運びとなりました。特に総
会に先立ち名古屋特殊鋼の鷲野社長に
は、関連会社のメイトク北海道殿の工
場見学をさせていただき感謝申し上げ
ます」とあいさつし、6月18日に行われ
る全特協本部の定時総会で提案される
平成30年度の事業計画（案）を簡単に説
明した。また、「この2〜 3年で青年部
会を卒業する方が結構いますので、今
後とも多くの方々がより参加しやすい
会に盛り上げていきたい」と今年度の
抱負を語った。
総会では「平成29年度事業報告および
収支報告」「平成30年度事業計画（案）お
よび収支予算（案）」「平成30年度の運営
委員の選任（案）」が審議・承認された。
部会員の移動については退会2名、
新規加入会員1名があり、青年部会会
員数は50名となったと報告された。

【新規加入会員】
大阪支部：	
岩佐嘉久氏［イワサ（株）］
【運営委員の退任】
東京支部：	
藤田剛義氏［藤田商事（株）］
八木栄治氏［（株）白鋼］	
中島伸夫氏［中島特殊鋼（株）］

引き続き、平成
30年度運営委員に
よる「第16回運営
委員会」が開催さ
れ、部会長に田嶋
直氏［（株）鐵鋼社］
を再任。副部会長
については、三上

晃史氏［ノボル鋼鉄（株）］、鴨山剛至氏
［東海鋼鉄（株）］、岩井大昌氏［巴
鋼鉄（株）］、川北誠氏［川北特殊鋼
（株）］の4名が再任され、新たに林
田彰司氏［林田特殊鋼材（株）］、永
田友康氏［永田鋼材（株）］の2名が
選任された。なお八木栄治氏
［（株）白鋼］、中島伸夫氏［中島特
殊鋼（株）］は副部会長を退任し、
顧問に委嘱された。
総会に先立ち、貸切バスにて名
古屋特殊鋼の子会社であるメイ

トク北海道（株）［本社・勇払郡安平町、
社長・田中隆氏］を訪問した。熱間鍛
造金型、精密打抜き用金型の生産工場
を視察した。最後に田嶋部会長は「本
日の工場見学に大勢を受け入れていた
だき感謝します。今回見学で学んだこ
とを今後の業務のヒントにして我々流
通も頑張っていきたい」とあいさつし、
記念写真を撮って工場を後にした。

部会長に田嶋直氏を再任
「世代交代を見据え、新規部会員の参加で盛り上げていきたい」

青年部会「第6回定時総会」を 
北海道で開催

メイトク北海道（株）の田中社長と一緒に記念撮影

第3工場見学

田嶋部会長
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東京支部　4月12日（木）　第14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

第14回と開催を重ねる伝統のボウリング大会に17社25チームが参加。結果
は伊藤忠丸紅特殊鋼チームが昨年に続き連覇を達成しただけでなく、A・B
両チームで優勝・準優勝を独占。そのため、今秋、名古屋で行われる「第3
回全国ボウリング大会」への東京からの出場権を、1社で独占する快挙を達
成した。ゲーム終了後に行われた懇親会では、大会会長の碓井達郎支部長
が「全国大会でも、ぜひ優勝・準優勝と上位を占めてほしい」とエールをおく
り、大会実行委員長の山田雅郎広報部会長は「年度初めに大勢の参加をいた
だいて、今年度も賑やかに支部活動をやっていけそうだ」とあいさつした。

［成績］2ゲーム	トータルピン数・4人1組
（女性はHC10ピン／ 1ゲーム）
［団体の部］
優　勝　伊藤忠丸紅特殊鋼Aチーム	 1358ピン
準優勝　伊藤忠丸紅特殊鋼Bチーム	 1180ピン
3 　位　エスメタル	 1140ピン
［個人の部・男子］
優　勝　笠原	淳（伊藤忠丸紅特殊鋼Aチーム）	 399ピン
準優勝　西川	尊康（愛知製鋼Bチーム）	 354ピン
3 　位　川本	竜（伊藤忠丸紅特殊鋼Aチーム）	 350ピン
［個人の部・女子］
優　勝　渡邉	文乃（愛知製鋼Aチーム）	 295ピン
準優勝　島野	香菜（日鉄住金物産）	 257ピン
3 　位　田中	麻里奈（藤田商事Aチーム）	 229ピン

「はがねの日」記念行事──「はがねの日」イベントレポート──

大阪支部　4月7日（土）　第1回ファミリー演芸ショー　於：松下IMPホール 入場者数：約400名

昨年まで計7回、はがねの日の恒例イベントとして開催してきた
「ファミリーコンサート」が中央公会堂の予約の関係などで開催しに
くくなったことから、今年は趣向を変えて演芸ショーを開催した。
第1部では「キビート（大道芸）」「ネイビーズアフロ」「スマイル」（い
ずれも漫才）	「あやつるぽん！（マジック）」を公演。第2部では劇団
四季出身の落語家・三遊亭究斗のミュージカル落語「アラジンと
魔法のランプ」を熱演し、集まった会員企業の社員や家族約400名
が大いに楽しんだ。

開演に先立ちあいさつする 
久木田支部長

公演に先立ち、花束も贈呈された

異色のミュージカル落語落を披露する三遊亭究斗大道芸を披露する「キビート」

団体・個人優勝者による記念撮影
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支部長あいさつの後、競技説明に続いて開催。競技終了後、表彰式が執り行われた。参加者に女性が居なかったのは残念で
はあったが大いに盛り上がり、北関東支部代表として（株）カムスが全国大会出場権を獲得した。

【団体成績】2ゲームトータルピン数
1 　位　カムス	 811ピン
2 　位　F－MAX	 756ピン
3 　位　鐵鋼社	 741ピン
【個人成績】
優　勝　中嶋　卓（マクシスコーポレーション）	 312ピン
準優勝　鈴木　淳也（碓井鋼材）	 306ピン
3 　位　大島　耕平（カムス）	 303ピン

北関東支部　4月21日（土）ボウリング大会　於：足利スターレーン 参加者数40名

第14回ハガネの日記念事業・九州ステンレス流通協
会との共催になり7回目の事業を、快晴の下、例年通
り福岡タワーから福岡ドームまでの清掃活動を行っ
た。合計で101名の参加者で海岸と道路のごみを
拾った。
今年は5月にずれたため小中学校の運動会と重なっ
た影響で参加者が昨年より減少したものの、事故も
無くその後の野球観戦も（ホークスVSイーグルス）
大いに盛り上がり盛会の内に終了した。

九州支部　5月27日（日）清掃活動・野球観戦　於：福岡ヤフオクドーム 参加者数101名

名古屋支部　4月5日（木）ボウリング大会　於：星ヶ丘ボウル 参加者数108名

ハイレベルな戦いの結果、団体戦はさくらチーム（桜井興産（株））が
二連覇を達成した。
個人戦男性の部は大橋さん（川本鋼材（株））、女性の部は高橋さん（愛
鋼）が優勝を飾った。
ゲーム終了後の交流会では恒例の鋼に関するチーム対抗三択クイズ
で大いに盛り上がった。

［成績］	2ゲームトータルピン数・3人1組（女性HC：1ゲーム20）
総合優勝　さくら（桜井興産）	 1090ピン
2 　位　愛鋼M'S（愛鋼）	 1080ピン
3 　位　KOSHIGINCHAKU（川本鋼材）	 1048ピン
個人優勝
男性　川本鋼材　大橋健太	 451ピン
女性　愛　　鋼　高橋奈歩	 367ピン

あいさつする櫨支部長と優勝した桜井興産チーム

東北支部　7月7日（土）ボウリング大会　於：コロナキャットボウル 参加者数24名

第3回となるボウリング大会。横山大支部長のあいさつ・始球式の後、スター
ト。今年も竹内ハガネ商行チームが優勝し、見事三連覇を飾った。
参加人数は昨年よりも減少したが、盛り上がりは引けを取らず、継続した行
事となる様に取組んでいく。
団体優勝	 竹内ハガネ商行Aチーム	 929ピン
準 優 勝	 ノボル鋼鉄Aチーム	 770ピン
3　　位	 竹内ハガネ商行Bチーム	 726ピン
個人優勝	 斎藤和幸（竹内ハガネ商行）	 401ピン
準 優 勝	 若生大智（ノボル鋼鉄）	 292ピン
3　　位 	 小松　繁（竹内ハガネ商行）	 287ピン
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全特協では平成30年5月22日（火）、東京・中
央区の鉄鋼会館において特殊鋼販売加工技士
［上級編］の資格認定式を開催した。今回、新た
に認定された有資格者は65名で、支部ごとの合
格者内訳は東京支部22名、大阪支部20名、名古
屋支部23名であった。
認定式では、久野産業の千葉高志氏（東京）、
三和特殊鋼の佐藤尚弥氏（大阪）、藤巻工範の加
藤久弥氏（名古屋）が各支部を代表して佐久間会
長より資格認定証を授与され、大阪精工の玉村
裕樹氏が合格者を代表して答辞を述べた。
認定式終了後は特殊鋼業界の次代を担うエー
スたちを称える祝賀懇談会も開催された。

経済産業省製造産業局金属課長 
小見山康二　様
特殊鋼の分野は、今後もますます技術が

上がり、製品の内容についてより専門的な
知識・技術が必要となってきます。特殊鋼
流通に当たられる皆様は、メーカーとユー

ザーの間を結ぶ非常に重要な任務を遂行されています。今
回、資格を取得された皆様は、品質管理・加工など特殊鋼の重
要なノウハウを勉強されたことを生かして、是非、各社の
リーダーとして活躍していただき、ひいては特殊鋼流通業界
をさらに発展させ、日本経済を盛り上げる原動力として活躍
していただきたいと、この場でお願い申し上げます。

ご来賓祝辞

講評
検定試験委員会　 
委員長　井上孝司
ここにお見えになった合
格者は、試験の結果も優秀
な成績の方です。多くの受
験者の中で厳しい日程をや

りくりしながら皆出席に近いかたちで一生懸命
に勉強され、高いレベルで点数を取られたとい
うことは皆様の努力のたまものです。そして皆
様方の知識が、ますます実社会に役立つことを
期待しています。これからの発展とご活躍を期
待しています。

答辞
試験認定者代表 
大阪精工（株）　玉村裕樹
特殊鋼販売加工技士「上級編」の資格をご認定い

ただき、ありがとうございました。特殊鋼に携わる
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。私共は、特殊鋼を扱う加工メー
カーです。「冷間鍛造」という特殊な加工技術を用

いて、主に自動車部品になる前段階の線材加工や冷間鍛造部品を製造
しております。製造企業のニーズは年々多様化・高度化し、生産ライン
により効率よく取り組む高度なエンジニア技術が求められつつありま
す。その為にも今回の講義で学んだ特殊鋼加工の様々な知識を礎に、
より高い技術を身に付け、信頼される社員を目指し会社の発展・地域社
会に貢献してまいりたいと思います。

（一社） 全日本特殊鋼流通協会 
会長　佐久間貞介
特殊鋼販売加工技士［上級編］資格
認定は、機械図面の読み方を学ぶ［基
礎編］から発展させ、機械図面に基づ
いて加工する際の、基礎的な工作機

械操作や加工方法を習得し、特殊鋼流通の加工という付
加価値を高めることを目的にしています。このたび試験
に合格した皆様には、今回の資格取得を出発点として、
各社並びに業界において、今後ますます必要とされる加
工知識を深めて、特殊鋼流通業界をリードしていくこと
を期待しています。

会長あいさつ

平成29年度
特殊鋼販売加工技士［上級編］資格認定式

資格認定証授与のあと、代表者から答辞を受ける佐久間会長
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貴瀬　裕之 株式会社天彦産業
谷山　亮太 　　〃
津田有理沙 中川特殊鋼株式会社
中村　俊介 阪和興業株式会社
加藤　　歩 平和鋼材株式会社
川内　基裕 山野鋼材株式会社

名古屋支部
合計23名
渡会　裕一 ウメトク株式会社
久米井亮一 　　〃
伊藤　奨悟 川本鋼材株式会社
大倉　豊大 　　〃
杉本　裕樹 グリーンスチール株式会社
堀江　剛史 佐久間特殊鋼株式会社
植野　裕太 　　〃
坪内　弘憲 　　〃
藤本　　健 　　〃
松井　星也 ステールテック株式会社
伊藤　彰悟 　　〃
伊藤　友一 孟鋼鉃株式会社
橋口　祐樹 辰巳屋興業株式会社
熊澤　元哉 　　〃
相羽　桂輔 中島特殊鋼株式会社
成田　将平 　　〃
加藤竜之介 　　〃
奥山　誠知 　　〃
菊川　伸洋 藤巻鋼材株式会社
草間　貴文 　　〃
加藤　久弥 藤巻工範株式会社
中村　太一 　　〃
豊田　博輝 株式会社山一ハガネ

岡﨑　　貴 株式会社シルド
秦　　佑介 　　〃
横田　幸広 　　〃
佐々木　聡 大同DMソリューション株式会社
大坪　健一 ダイニチ工業株式会社
立野　元識 大洋商事株式会社
石黒　　敬 中川特殊鋼株式会社
石津　輝男 　　〃
平塚　元気 　　〃
吉村　智行 　　〃
福嶋　茉衣 　　〃
佐藤　総太 橋本鋼株式会社
天野　悠希 株式会社ハヤカワカンパニー
筒井　孝典 ヤマト特殊鋼株式会社
村重俊一郎 　　〃

大阪支部
合計20名
岩井　義明 岩井鋼株式会社
森　　崇顕 ウメトク株式会社
大田　隆之 扇鋼材株式会社
玉村　裕樹 大阪精工株式会社
内藤　圭祐 　　〃
大久保知朗 株式会社カムス
朝田　夏月 小山鋼材株式会社
三宅　康司 櫻井鋼鐵株式会社
吉田　直人 株式会社桜川鋼材商会
斉藤　　誠 三利特殊鋼株式会社
佐藤　尚弥 三和特殊鋼株式会社
松浦　啓介 　　〃
安部　隼人 神鋼商事株式会社
内村　晃一 株式会社テクノフロント

平成29年度
特殊鋼販売加工技士「上級編」合格者数

支部名 受験者 合格者

東　京 29 22

大　阪 24 20

名古屋 25 23

合　計 78 65

■成績優良者：7名
［東京支部］
石黒　　敬	 中川特殊鋼株式会社
［大阪支部］
玉村　裕樹	 大阪精工株式会社
内藤　圭祐	 〃
斉藤　　誠	 三利特殊鋼株式会社
佐藤　尚弥	 三和特殊鋼株式会社
［名古屋支部］
植野　裕太	 佐久間特殊鋼株式会社
加藤　久弥	 藤巻工範株式会社

東京支部
合計22名
関根　雅彦 秋山精鋼株式会社
飯嶋　陽亮 飯島鋼管株式会社
織内　啓介 　　〃
関根　和之 　　〃
石川　雅己 久野産業株式会社
千葉　高志 　　〃
柳原　　望 　　〃

副会長　湊義明
上級編合格者の皆様には、是非この知識を実践

に生かしてもらいたいと思います。我々は従来から
流通業と言っていますが、いまやほとんどの会社
が流通加工業、何らかの加工をして販売する会社
になっているはずです。お客様からの見積もりや

注文も図面を通して行うことが多いのではないかと思います。皆様も
いままでの知識を生かして、どういう加工をしていったらいいのか、
あるいは加工も複雑ですから、どういう工程で製作したらいいのだろ
うということを、もちろん熱処理や鍛造も加えてということになります
が、是非、知識とともに製造現場を見て、聞いてということを実体験
して、お客様のニーズに応える営業職として大きく飛躍してください。

祝賀懇談会あいさつ
副会長　福原實晴
合格者の皆さんおめでとうご

ざいます。販売加工技士を取得
されたということは、すでに販
売技士1級もお持ちだと思いま
す。つまりスペシャリストにな

られたということです。特殊鋼流通は、材料・熱処
理・加工と三位一体ですから是非、学ばれたことを
生かしてがんばってください。自動車のEV化によ
り特殊鋼も減るので、知識を生かして次の事業展
開を若い人たちが提案して、頭の古い社長に是非
アドバイスをしてあげてください。

平成29年度 特殊鋼販売加工技士「上級編」合格者名簿
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―この6月の役員改選で、名古屋地区

から新たに副会長として選任された

櫨巳芳氏。これまで定款には「2人」と

規定されていた副会長の定員を、「3

人以内」と改定した上での選任となっ

た。協会として、副会長職の増員に

はどのような狙いがあるのか？

櫨：佐久間会長体制が3期目となる

にあたり、全特協の組織をより強固

にするためだ。もっとも大きな理由

としては、昨年度から導入した全国

3ブロック制への対応。これまで東

日本ブロック長は東京地区の副会長

である湊義明氏が、西日本ブロック

長は大阪地区の副会長である福原實

晴氏が担当していたが、中日本ブ

ロック長は会長である佐久間貞介氏

が兼職していた。多忙な会長がブ

ロック長も兼ねるというのは人事の

バランスも欠くのではないかという

意見があり、今回の対応となった。

3期6年務めた名古屋支部長は、すで

に本部理事も務めている松岳大樹氏

（トーキン代表取締役社長）に引き継

いでいただいた。世代交代のタイミ

ングとしてもよかった。

―新副会長、ブロック長として取り

組むべき抱負などは？

櫨：副会長としては先輩の湊さん、

福原さんがいらっしゃるので、自分

がなにか新たな役割を担うというこ

とはなさそうだ。おふたりと佐久間

そうした負担を仲間で分かち合いな

がら軽減できるような体制を作るこ

とも今後の地方支部のありかたとし

て大事だと考えている。

―会員不在の地域への勧誘では、ど

のような見込みが？

櫨：具体的には長野、石川、富山と

いう各県への対応になるが、特殊鋼

専業の会社がどの程度あるのか、ま

た、協会へのニーズがどの程度なの

かも探りながら取り組むことになるだ

ろう。石川、富山は経済圏としては関

西との結びつきも強いので、地域色と

しての見きわめと調査も必要だろう。

いずれにしても、中日本広域という

ローカリズムから協会の組織拡大や

強化、あるいは運営の円滑化を図っ

ていきたい。そのために役職を拝命

したと考えているので、いろいろご意

見をお寄せいただければ幸いです。

会長の調整役をしながら協会を盛り

上げていきたい。ブロック長として

は、行事への出席が多かった支部運

営から手が離れるので、少し時間が

できるのではないかと考えている。

そのため、ブロック内の地方支部で

ある静岡支部の運営に協力したり、

中日本の中でも会員不在の地域へ勧

誘したりする必要があるのではない

かと考えている。

―静岡支部の運営では、どういう見

込みがあるのか？

櫨：支部内のオーナー会社が限られ

ているので支部長の交代ができない

など悩みが多い。支部会員企業から

輪番制で支部長を出せないかという

ような話し合いをしないといけない

と思っている。支部長というと、な

にか大変な役目だと尻込みされること

が多く、事実、大変な面も多いが、

辰巳屋興業株式会社
代表取締役社長　櫨　巳芳

地方支部の運営アシストや新たな会員開拓など
中日本ブロックの強化から協会の組織固めを

新・副会長訪問

◎経歴

略歴：1953年4月生まれ。1976年、辰巳屋興業入社。自動車部品部を経

て1982年、鋼材部大阪営業所に異動。以降、鋼材販売に本格的に取り組

む。全特協へは1995年、名古屋本社に戻ってきてから支部運営にかかわる
ように。2012年6月に名古屋支部長、本部の内外交流委員会委員長に就任。
◎趣味

「接待など、仕事の上の必要性からプライベートとの区別は付きにくいが
ゴルフ」とのこと。海外事業も手がけるため、国内外含めて年80回ぐらい
ラウンドするとか。今年の9月にはヨーロッパで展示会があるためゴル
ファーの聖地である英国の「セント・アンドリュース・ゴルフ・リンクス」を
10年ぶりに訪れるのが目下の楽しみとか。
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■特殊鋼一筋に携わり40年 

社長昇格とともに協会理事に就任

この6月の役員改選で新理事に就任

したマクシスコーポレーションの小松

稔社長は、昭和31年5月、福島県白河

市出身の62歳。京都産業大学卒業

後、昭和54年4月に井上特殊鋼に入社

し、東京や静岡の支店で勤務する。

平成3年に実家の白河に戻らなければ

いけないことになり同社を退職。福島

で求職活動をしていたところ、マクシ

スコーポレーションの前身である特殊

鋼材が福島に営業拠点を設けるタイ

ミングであったことから入社した。

その後は、平成17年に鋼材本部関

東加工センター長、同19年に鋼材本

部特殊鋼本部長、同20年に取締役、

同26年に常務と鋼材畑一筋40年の

キャリアを重ね、今年4月に社長に昇

格した。「中途入社組の私が社長にな

るくらいなので、だれでも社長にな

れるしがらみのない社風。いまは社

長になりたがらない若い人が多いが」

と笑う。

■好調な業績におごることなく 

顧客サービス重視で足元を固める

マクシスコーポレーションは鋼材

を取り扱う特殊鋼材と、建設機械部

品の販売とそれに関連する海外事業

を行う重機部品は平成8年に合併して

誕生した流通会社。この3月期の業績

を務められた井上豊治氏も拝見しな

がら40年この業界で育ってきたの

で、その大切さは理解している。業

界の先頭にあって、いろいろな行事

を含めて業界をもり立てる行動をと

りながら、各社よきライバルであり

ながら一体感をもってお互いに企業

として成り立っていくための媒体が

全特協だと考えている」と語る。

資格研修のほか各種の人材教育目

的の事業も新入社員から中堅向けま

で必ず参加し、協会メリットを大い

に感じているという。

「社内で、先輩・後輩で学習するの

も必要ですが、同じレベルの社員が

集って基礎から学べるカリキュラム

が整備されているのは全特協の活動

の歴史があってこと。これからは、

その中に入ってどのような貢献がで

きるのか会長や副会長、先輩理事の

お手伝いをしていきながら学んでい

きたい」と抱負を述べる。

趣味は、「ひと頃はお付き合いさせ

ていただいていたゴルフは、歩くの

がきらいなズボラな性格なのでやめ

ました」と笑う。息抜きを兼ねた楽し

みは「焼鳥屋や居酒屋を巡る夜間業

務。もっぱら流動食（お酒のこと）を

中心に、仕事がらみでもプライベー

トでもダブルブッキングしていなけ

れば、お誘いは断りません」と軽妙で

社交的な面をアピールした。

は増収増益で、売上げは過去最高を

達成。「小原茂前社長（現会長）からは

いいたすきを渡してもらいました

が、次に私が渡さなければいけない

たすきにプレッシャーを感じます」と

小松社長。

オリンピック需要など期待値も高

く、引き続き好調が予想される業界だ

が、「値上げが言われているうちはモ

ノは動きますが、一度調整が入ると

反動が来ないとも限らない。来年以

降は用心して足元を固めながら体力

をつけていきたい。われわれ流通に

できることは、お客様本位の満足度

にどれだけ応えられるか。これが永

遠のテーマです」と気を引き締める。

■よきライバルでありながら 

互いに成り立つ媒体としての協会に

小松社長自身もこれまでの協会活

動について、「支部の経営効率化部会

などで間接的にお手伝いにかかわっ

てきた程度」と言い、マクシスコーポ

レーションからとしてもはじめての

本部理事就任となる。

「委員会の担当決めもこれからで、

諸事、佐久間会長や湊副会長の指示

どおりに動かせていただくつもり。

どれだけお役に立てるかわからない

が、できる範囲で後方支援させてい

ただければ」と控えめに語る。

全特協の意義については「初代会長

株式会社マクシスコーポレーション
代表取締役社長　小松　稔

会長や副会長、先輩理事のお手伝いをしながら
業界への貢献を学んでいきたい

新・理事訪問
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■理事会
◯第16回理事会
日　時：平成30年5月22日（火）15：30 〜 16：30　於：鉄鋼会館
内　容：第1号議案　平成29年度事業報告書の件

第2号議案　平成29年度収支決算書の件
第3号議案　（一社）全日本特殊鋼流通協会	定款改正の件
第4号議案　経理規程の勘定科目の見直し（案）について
第5号議案　	理事の辞任及び新任並びに役員の交代による選任（案）について
第6号議案　	第6回定時総会に掲げる議案の件
第7号議案　	会費値上げの状況の件
第8号議案　		電気料金抑制を実現するエネルギー・温暖化政策に関する共同要

望への連名について
報告事項：委員会報告について

■運営委員会
◯第1回役員選考委員会、本部派遣委員（長）選考委員会
日　時：平成30年3月13日（火）	15：00 〜 17：00　於：安保会館

①第1回役員選考委員会のとりまとめについて
②本部派遣委員（長）選考委員会の委員長就任、同委員会のとりまとめについて

○第20回運営委員会（書面審議）
日　時：平成30年3月29日（木）	於：全日本特殊鋼流通協会会議室
内　容：①第1号議案	平成30年度の事業計画の件

②第2号議案	平成30年度収支予算の件
③第3号議案	第6回定時総会の件
③第4号議案	会員の状況の件

○第15回理事会（書面審議）
日　時：平成30年3月29日（木）	於：全日本特殊鋼流通協会会議室
内　容：①第1号議案	平成30年度の事業計画の件

②第2議案	平成30年度収支予算の件
③第3号議案	第6回定時総会の件
④第4号議案	会員の状況の件

○第21回運営委員会
日　時：平成30年5月22日（火）14：00 〜 15：20　於：鉄鋼会館
内　容：①平成29年度の事業報告および決算について

②（一社）全日本特殊鋼流通協会	定款改正（案）について
③経理規定の勘定科目の見直し（案）について
④理事の辞任及び新任並びに役員の交代による選任（案）について
⑤第6回定時総会に掲げる議案について
⑥会費値上げ後の状況について
⑦	電気料金抑制を実現するエネルギー・温暖化政策に関する共同要望への連
名について
⑧その他

■総務委員会
○第15回総務委員会
日　時：平成30年3月13日（火）12：30 〜 14：30　於：安保会館
内　容：①平成30度の事業計画及び収支予算について

②第6回定時総会について
③正会員費の見直しについて
④会員制度における従業員の数え方について
⑤正会員と賛助会員の定義づけについて
⑥その他

○第16回総務委員会
日　時：平成30年5月14日（月）15：00 〜 17：00　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①平成29年度の事業報告について

②役員の選任について
③（一社）全日本特殊鋼流通協会	定款改正（案）について
④経理規定の勘定科目の見直しについて
⑤第6回定時総会に掲げる議案について
⑥正会員の会費値上げ後の状況について
⑦	電気料金抑制を実現するエネルギー・温暖化政策に関する共同要望への連
名について
⑧その他

○3級講師事前会議
日　時：平成30年4月20日（金）15：00 〜 16：30　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①平成30年度人材育成事業年間予定等について

②平成30年度3級研修講座の研修内容、試験問題について
③3級テキスト「特殊鋼ガイド初級・改訂版」支給について
④3級指導要領	PPT	データ入り	USB	の支給について
⑤その他

○3級問題選定会議
日　時：平成30年5月25日（金）15：00 〜 17：00　於：安保ホール
内　容：①特殊鋼販売技士3級検定試験の試験問題概要について

②採点依頼について
③検定試験、合否判定会議のスケジュールについて

【特殊鋼販売加工技士検定試験委員会】
○合否判定会議
日　時：平成30年4月11日（水）15：00 〜 16：30　於：鉄鋼会館
内　容：①特殊鋼販売加工技士「上級編」合否判定について

②講師講評について
③井上検定試験委員長総評について
④松岳人材育成委員長挨拶について
⑤改訂テキストの正誤表について

■人材育成委員会
○第15回人材育成委員会
日　時：平成30年3月7日（水）15：00 〜 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：①前回（第14回）の人材育成委員会の議事録報告について

②平成29年度販売技士・加工技士研修講座実施状況報告について
③平成30年度販売技士・加工技士研修講座計画について
④平成30年度事業計画（案）及び予算（案）について
⑤販売加工技士上級編の実務実習について
⑥地方支部のWeb講座の検討について
⑦次回開催日程について

○特殊鋼販売加工技士上級編資格認定式
日　時：平成30年5月22日（火）17：00 〜 19：00　於：鉄鋼会館
内　容：①経済産業省製造産業局金属課：小見山康二課長御挨拶

②特殊鋼販売加工技士上級編資格認定証書授与
③祝賀懇談会

【特殊鋼販売技士検定試験委員会】
○入門編講師の人材打合せ
日　時：平成30年3月20日（火）15：00 〜 17：00　於：名古屋支部事務局
内　容：①特殊鋼販売技士「入門編」講師の人材について

②特殊鋼販売技士「1〜 3	級」の講師について
③特殊鋼販売技士3級指導要領データのメンテ作業について
④地方支部のWeb講座の検討について

■青年部会
○第15回青年部運営委員会
日　時：平成30年3月9日（金）15：00 〜 16：00　於：あべのハルカス会議室
内　容：①「はがねの日」記念事業のアピール用小物作成について

②平成	30	年度事業計画（案）及び予算（案）について
③	青年部会の今後のスケジュールについて運営委員会に先立ち、太平鋼材工
業（株）殿の本社工場見学会実施

○第15回青年部会正副部会長会議
日　時：平成30年4月17日（火）15：30 〜 17：00　於：安保ホール
内　容：①青年部会第	6	回定時総会について

②青年部会の活性化について
③今期のスケジュールについて

■調査研究委員会
○第20回調査研究委員会
日　時：平成30年3月23日（金）15：00 〜 17：00　於：安保ホール
内　容：①第84回（10-12	月）景況アンケート調査報告

②第85回（1-3	月）景況アンケートの設問について
③第16回経営環境に関するアンケートの調査結果報告について
④平成30年度事業計画（案）及び予算（案）について
⑤特殊鋼流通統計調査及び景況アンケートのメール配信化について
⑥次回委員会日程について

○第21回調査研究委員会
日　時：平成30年6月27日（水）15：00 〜 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：①特殊鋼流通統計調査について

②第85回（1-3月）景況アンケート調査報告について
③第86回（4-6月）景況アンケートの設問について
④平成30事業計画及び予算の報告について
⑤次回委員会日程他

■内外交流委員会
○第8回内外交流委員会
日　時：平成30年3月16日（金）15：00 〜 17：00　於：安保ホール
内　容：①平成30年度事業計画（案）及び予算（案）について	

②平成30年度の海外視察研修について
視察先：米国シリコンバレー主体　日程：11月18日〜	6泊8日の予定

○第9回内外交流委員会
日　時：平成30年6月22日（金）17：00 〜 18：00　於：名古屋・キャッスルプラザ
内　容：①平成30年度海外視察研修の募集について

視察先：米国シリコンバレー等
日　程：平成30年11月17日（土）〜 24日（土）
ルート：	往路は羽田空港発とし、復路は成田空港着と関西空港着の2ルート
募集・締切：6/25の週に募集開始、7/25を締切とする

■経営効率化委員会
○第13回経営効率化委員会
日　時：平成30年3月14日（水）17：00 〜 18：00　於：名古屋・麗穂
内　容：①前回の経営効率化委員会議事録報告について

②大阪支部「ビジネススクール」内容・成果報告について
③	全国イベント「第3回全特協全国ボウリング大会」について	
開催場所：名古屋　開催日程：10	月	13	日（土）11：30 〜
④平成30年度事業計画（案）及び予算（案）について
⑤次回委員会について

■広報委員会
日　時：平成30年7月10日（火）15：00	〜	17：00　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①ホームページのリニューアルについて

②広報誌「すてぃーる65号」の記事校正確認等について
③広報誌「すてぃーる66号」の記事内容等について
④平成30年度事業計画及び予算について	

理事会・委員会報告



「米国シリコンバレー等視察研修」参加 24名を予定（内外交流委員会）
当協会の内外交流委員会では、今年度も海外視察研修として11月17日より6泊8日の日程で米国を訪問します。
6月27日より募集を開始し7月25日に締め切った結果、24名が参加することになりました。次号（66号）にて視察研修の様子を
ご報告させていただきます。

特殊鋼販売技士「2級研修講座」の開講について 
平成30年度は特殊鋼販売技士研修制度として4月の「入門編講座」からスタートし、5〜 7月に「3級研修講座」を開講しました。
そして、7月4日全国一斉に「3級検定試験」を実施し、合否判定会議の結果377名の資格認定者が新たに誕生しております。
また、8月下旬〜 10月にかけて「2級研修講座」を各支部にて開講する予定です。研修内容は特殊鋼の鋼種別熱処理に関する
基礎知識についてであり、30時間の研修講座にて習得した後、10月17日全国一斉に検定試験を実施する認定制度になってお
ります。
受講資格は、昨年度以前に「3級研修講座」を受講し「3級資格認定」を有する者となっています。
現在、東京・北関東・名古屋・大阪・中国の支部事務局より開講のご案内をしておりますので、受講を希望される方は開講予定
の各支部事務局へお申込みください。
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事務局だより
経済産業省製造産業局金属課の人事異動
当協会のご担当でありました小見山康二金属課長が、平成30年7月13日付で内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参
事官（市場システム担当）にご異動となりました。
ご後任は黒田紀幸氏（貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課長より）。
小見山課長様には平成29年6月より約1年1カ月、当協会の運営等についてご指導をいただきました。
大変お世話になりありがとうございました。新天地でのご活躍を祈念しております。
また課長補佐岡田治氏が、平成30年6月1日付で、中小企業庁事業環境部企画課へご異動となりました。
後任は、課長補佐の篠原康人氏が引き継ぎますので今後共よろしくお願い致します。

■ 編集後記 ■
　会員、賛助会員の皆様方　暑中お見舞い申し上げます。
西日本集中豪雨で被災された方々には心よりお見舞い申し
上げます。
　すてぃーる 65 号を発行致します。暑さがピークを迎え
異常気象が続いております。くれぐれも熱中症には注意し
てください。ゴルフはなるべく控えた方がよろしいかと !!!!
　さて、今号は第 6回定時総会の模様を中心にお伝えして
おります。佐久間会長のもと新たな気持ちで協会の運営に

当たり皆様に役立つ企画を立てていきますのでご指導の程
宜しくお願いします。
　特殊鋼全体の景気もまだまだ勢いが落ちません。このま
まオリンピックまで続けばと切に願う次第です。世界情勢
は不安定ですので油断せず今年を乗り切りましょう。
　酷暑が続きます。お身体御自愛ください。

広報委員会委員長・広報誌発行責任者／久木田　至

第3回全国ボウリング大会開催について
一昨年10月に東京で初めて全国ボウリング大会を開催し、昨年は第2回全国ボウリング大会を大阪で開催しました。	 	
3回目となる今年は名古屋・レジャックボウリングにて開催日程10月13日（土）11：30 〜 15：30を予定しています。	 	 	
各支部とも全国大会に向けて白熱したゲームを繰り広げており、現在次のチームが全国大会の出場権を獲得しています。	

東京支部	 伊藤忠丸紅特殊鋼Aチーム＆Bチーム
東北支部	 竹内ハガネ商行（仙台）チーム
北関東支部	 カムスチーム
名古屋支部	 さくら（桜井興産）＆愛鋼M'S（愛鋼）
静岡支部	 未定
大阪支部	 未定
中国支部	 未定
九州支部	 未定


