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『青年部会』設立総会 『青年部会』設立総会 

若手経営者の育成から特殊鋼業界の活性化・発展に期待若手経営者の育成から特殊鋼業界の活性化・発展に期待
平成13年11月10日、名古屋市中区錦の名古屋国際ホテルにおいて、（社）全日本特殊鋼流通協会『青年部会』の設立総

会が開催されました。

このたび設立された『青年部会』は、特殊鋼流通業界の若手が全国から集うことで、若手経営者の育成から特殊鋼業界

の活性化や発展につなげようとするものです。そのため、45歳以下の若手経営者で組織されています。

昨年来より全特協では、人材育成委員会の主催のもと青年部会設立準備委員会を組織。数度の会合を重ねながら準備を

進め、この日、本年度の重点事業のひとつである『青年部会』の設立が実現しました。

『青年部会』設立総会・式次第『青年部会』設立総会・式次第
平成13年11月10日（土）16:00～（於：名古屋国際ホテル）

第一部 設立総会
１．開会宣言

２．設立準備委員長あいさつ、経緯説明

３．規程の承認

４．運営委員および正副部会長の選任

５．新部会長あいさつ

６．顧問の委嘱

７．田島会長 祝辞

８．閉会

第二部 懇談会

本総会前の運営準備委員会 規程案が全会一致で承認される 正副部会長が選任される

会長による祝辞

木村雅昭部会長の
就任あいさつ

碓井設立準備委員長に
よる宣言で開会



木村雅昭
深江特殊鋼株式会社 常務取締役

広島の深江特殊鋼で常務をしており

ます木村です。初代青年部会長として

選任をいただき、身の引き締まる思いで

いっぱいです。本日、設立となった青年

部会は、田島会長、そして熊谷人材育

成委員長のご尽力でスタートし、碓井委

員長を始めとする設立準備委員会の皆

さまの総力が結集されたものです。この

青年部会を大いに発展させられるよう、

この木村、微力ながらも傾注の覚悟を持

って望む所存でございますので、皆々さ

ま、なにとぞご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。

さて、青年部会の今後の抱負といた

しましては、この会を、私はなんとして

も面白い会にしていきたいと考えており

ま す 。 面 白 い と い う 言 葉 に は

“interesting（興味ある）”と“funny

（愉快な）”という英語があります。今後、
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青年部会ではinteresting＝興味を引く

テーマで互いに学びあい、そして

funny＝笑いがあふれるような懇談の場、

この二つを提供することで、この会がさ

らに発展するために一同の力を結集した

いと考えております。

青年部会の準備段階で、多くの方々

から「青年部会は何をする会ですか？」

と質問されました。私が思うに青年部会

は、業界の、そして社会の発展に貢献

することであれば何でもできる会だと考

えます。また「青年部会にはどんなメリ

ットがあるんですか？」と問われたこと

もありました。青年部会は、ただメリッ

トを得る場ではなく、メリットをみんな

で創造していく会だと、私は考えていま

す。そして、この会に集うことでワクワ

クし、そしてエキサイティングな集まりに

なるように、部会員一同、力をあわせて

がんばってゆく所存です。つきましては、

田島会長をはじめ、本日お越しいただい

たご来賓の皆さまからも、ご鞭撻をいた

だきたくお願い申し上げます。ありがと

うございました。

木村雅昭 部会長 あいさつ木村雅昭 部会長 あいさつ
興味あふれる愉快な会を目指して

運営委員の選任により『青年部会』正・副部会長が
以下の通り決定
運営委員の選任により『青年部会』正・副部会長が
以下の通り決定

部会長

木村雅昭

＜深江特殊鋼（株）＞

碓井達郎

＜碓井鋼材（株）＞

浅野薫仁

＜浅野鋼材（株）＞

堀田靖

＜（株）堀田ハガネ＞

副部会長



3 すてぃ～る／NO.16_2001.12

田島 清

（社）全日本特殊鋼流通協会会長

熊谷 多津旺

人材育成委員会委員長

福森 康一

専務理事

『青年部会』顧問『青年部会』顧問
「顧問を置くことができる」との、青年部会規程第10条に則り顧問が委嘱されました。顧問は、運営委員会に出席し意

見を述べることができ、青年部会を見守るアドバイザーとしての役割を果たします。新部会長により委嘱された顧問は

次の3名です。

田島 清
（社）全日本特殊鋼流通協会会長

本日は、皆様の温かいご協力によりま

して、滞りなく青年部会の設立総会が

執り行えましたこと、厚く御礼申し上げ

ますとともに、心からのお喜びを申し上

げます。

青年部会設立の趣旨、理念にもあり

ます通り、これからの時代は、なんとい

っても若い方々のご活躍なくしては、業

界発展はもとより、わが国経済の安定成

長は望むべくもありません。その意味で

も、このたびの青年部会には誠に大きな

期待が寄せられています。

本日ここに青年部会が設立されたわけ

ですが、この上は、先輩の歩いた道筋を

しっかりと踏みしめつつ、若い新しい視

点で、明るく希望ある未来を築いていっ

ていただきたいと思います。まさに、本

日は新しい歴史のスタートと感じており

ます。甚だ簡単ではございますが、いま

の私の感激をお伝えして、本日のお祝い

の言葉とさせていただきます。どうもお

めでとうございます。

青年部会設立の祝辞青年部会設立の祝辞
業界の発展、経済の成長へと大きな期待を寄せる

第一部設立総会
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『青年部会』会員一覧
［関東以北地区］
氏名 会社名 役職
井川 竜吉 （株）井川鋼店 専務取締役
井上 一浩 井上鋼業（株） 代表取締役
碓井 達郎 碓井鋼材（株） 代表取締役
桑原 将敏 貝坂特殊鋼（株） 代表取締役
五味渕 努 五味渕鋼鉄（株） 代表取締役
櫻井 利記 （有）櫻井ハガネ 専務取締役
清水 孝 清水鋼鐡（株）
清水 雄一郎 清水金属（株） 統括営業部長
鈴木 裕人 東和ハガネ（株） 専務取締役
鈴木 至典 （株）鈴木機械 代表取締役
竹下 栄司 中山商工（株） 専務取締役
田島 直 （株）鐡鋼社
津布楽 健一 （有）津布楽ハガネ店 代表取締役
中村 茂亮 森田産商（株） （取）営業部長
長谷川 弘和 （株）長谷川ハガネ店 （取）企画管理部長
濱田 訓通 （有）浜田ハガネ店 代表取締役
福岡 敬司 (株)福岡ハガネ商店 専務取締役
藤田 剛義 藤田商事（株） 機械営業部主任
三浦 明義 （株）サンテツ （取）営業部長
宮内 保 小山鋼材（株） 代表取締役
山田 雅郎 （株）ヤマコー 専務取締役

［関西以西地区］
井上 寿一 井上特殊鋼（株） 代表取締役
今井 隆 大和特殊鋼（株） 代表取締役
植田 和成 植田興業（株） 代表取締役
勝野 茂 三和特殊鋼（株） 代表取締役
木村 雅昭 深江特殊鋼（株） 常務取締役

木村 貴俊 深江特殊鋼（株） 取締役
久木田 至 櫻井鋼鐡（株） （取）営業部長
児島 俊行 （株）児島長 専務取締役
櫻井 透 櫻井鋼鐡（株） （取）管理部長
林田 彰司 林田特殊鋼材（株） 業務部長
濱井 省吾 三利特殊鋼（株） 取締役
藤田 好一郎 フジヨシハガネ(株) 取締役
古池 晃 古池鋼業（株） 専務取締役
堀田 靖 （株）堀田ハガネ 代表取締役
松井 義 松井鋼材（株） 専務取締役
松下 康彦 松下鋼材（株） 専務取締役
八木 栄治 （株）白鋼 業務次長
保田 嘉嗣 保田特殊鋼（株） （取）北陸センター所長

［中部地区］
浅野 薫仁 浅野鋼材（株） （取）営業部長
遠藤 定道 大和興業（株） 代表取締役
川北 誠 川北特殊鋼（株） 常務取締役
近藤 泰幸 （資）近藤ハガネ商店 代表
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 専務取締役
出口 弘親 （株）出口鋼商会 専務取締役
寺西 基治 （株）山一ハガネ 代表取締役
中島 伸夫 中島特殊鋼（株） （取）部長
樋田 浩三 （株）三悦 代表取締役
松岳 大樹 （株）トーキン 専務取締役
山村 弥 山鋼精機（株） 専務取締役

第二部懇談会

川本芳裕 人材育成委員による乾杯
柔軟な発想で業界を発展に導いて欲しい。

伊藤秀樹 名古屋支部長あいさつ
同業者として本音でぶつかり合える会を期待
する。より結束を強めて地域を越えた広がり
を見せて欲しい。

木村雅昭 部会長あいさつ
さまざまな鉄を扱う仲間の集い、情報交換からビジネス、個人
の繁栄につながる会にしたい。親会からも「青年部会は楽しそ
うだな」といわれるように。今回の集いを段取ってもらった名
古屋の皆さんに感謝します。

カクテル「京桜」が祝いの席に
相応しい趣を添える。第3回サン
トリーカクテルチャンピオン立
岩悟氏によるシェイク。
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平成13年度
特殊綱販売技士
2級合格者名簿

Ａグループ（構造用鋼）
合格者32名
黒沢　龍二　（野村鋼機㈱）

今井　克哉　（丸井鋼材㈱）

板井　敏幸　（ウメトク㈱）

北村　尚介　（ウメトク㈱）

瓦井　正浩　（第一熱処理工業㈱）

上田　英一　（浅井産業㈱）

佐藤　　修　（㈱平井）

石井　祐司　（㈱平井）

立小川健一　（岡谷鋼機㈱）

土屋　博司　（㈱マクシスコーポレーション）

合田　剣悟　（㈱マクシスコーポレーション）

吉原　正貴　（㈱マクシスコーポレーション）

山口　弥隆　（三協鋼鐵㈱）

塚元　寿幸　（㈱平井）

水田　哲平　（清水鋼鐵㈱）

坂野　佳伸　（大同興業㈱）

南野　仁成　（大同興業㈱）

岩倉　敬子　（大同特殊鋼㈱）

神田　有子　（大同特殊鋼㈱）

井上　由香　（大同特殊鋼㈱）

小野慎太郎　（大同特殊鋼㈱）

斉藤賢一郎　（大同特殊鋼㈱）

服部　和人　（大同特殊鋼㈱）

羽田　浩二　（大同特殊鋼㈱）

野口　祐二　（大同特殊鋼㈱）

杉浦　　章　（大同特殊鋼㈱）

宮下　竜一　（佐藤商事㈱）

後藤　宗和　（佐藤商事㈱）

杉山　　健　（大同興業㈱）

金田　清和　（佐藤商事㈱）

吉崎　利久　（佐藤商事㈱）

小野　智広　（佐藤商事㈱）

Ｂグループ（工具鋼）
合格者8名
小林　克征　（小山鋼材㈱）

原　　崇人　（㈱長谷川ハガネ店）

金子みゆき　（ウッデホルム㈱）

早川　敦史　（㈱不二越）

矢川　昭夫　（小山鋼材㈱）

本間登志道　（ウメトク㈱）

宮島　潤一　（石原鋼鉄㈱）

富松　基洋　（石原鋼鉄㈱）

Ｃグループ（ステンレス鋼）
合格者12名
伊藤　忠彦　（日栄鋼材㈱）

原島　浩樹　（㈱UEX）

青柳　和文　（三井物産㈱）

中島　　忍　（秋山精鋼㈱）

大野　祥一　（秋山精鋼㈱）

寺西　真樹　（秋山精鋼㈱）

佐藤　武信　（東北特殊鋼㈱）

椎名　敦史　（斉藤鋼材㈱）

大芦　雅徳　（斉藤鋼材㈱）

中田　　進　（岡谷鋼機㈱）

寺岡　　浩　（大同特殊鋼㈱）

上嶋　　彰　（大同特殊鋼㈱）

Ａグループ（構造用鋼）
合格者21名
山田　浩之　（アサヒスティール㈱）

佐野　　学　（井上特殊鋼㈱）

原田　潤史　（井上特殊鋼㈱）

麻田　拓郎　（井上特殊鋼㈱）

平井謙太郎　（井上特殊鋼㈱）

田中　規之　（井上特殊鋼㈱）

森田美津穂　（井上特殊鋼㈱）

富田　庸介　（カネヒラ鉄鋼㈱）

高橋　裕介　（カネヒラ鉄鋼㈱）

佐々木充義　（川鉄商事㈱）

生水　亘二　（櫻井鋼鐵㈱）

出山　明延　（大洋商事㈱）

津矢田尚明　（大洋商事㈱）

和田　　功　（大洋商事㈱）

梅　　　氷　（㈱天彦産業）

左近　賢一　（林田特殊鋼材㈱）

梶原　　通　（㈱阪神メタリックス）

小山　雅司　（㈱堀田ハガネ）

樋口　威彦　（三井物産㈱）

山　　利樹　（山　鋼鐵㈱）

多田　和憲　（藪本鉄鋼㈱）

Ｂグループ（工具鋼）
合格者14名
林　　康一　（大同特殊鋼㈱）

久世　秀男　（日立金属㈱）

梅山　正春　（日立金属㈱）

三神　光二　（日立金属㈱）

堀口　真伍　（日立金属㈱）

熊野　岳夫　（扇鋼材㈱）

白藤　太一　（小山鋼材㈱）

有田　隆行　（小山鋼材㈱）

畑中　一宏　（㈱住商ハガネ）

阿部　大輔　（ウメトク㈱）

西村　和幸　（ウメトク㈱）

加木　将仁　（大同アミスター㈱）

野村　兼愛　（大同アミスター㈱）

高安　秀典　（加藤鋼材㈱）

Ｃグループ（ステンレス鋼）
合格者13名
酒向　秀文　（大同特殊鋼㈱）

大橋　弘長　（秋山精鋼㈱）

吉田　宏之　（井上特殊鋼㈱）

金子　直史　（井上特殊鋼㈱）

谷田　憲美　（川鉄商事㈱）

奥　　弘史　（田島スティール㈱）

前田　裕司　（田島スティール㈱）

長谷　雅文　（田島スティール㈱）

吾妻　一義　（㈱阪神メタリックス）

河合　敏彦　（㈱阪神メタリックス）

松井　孝久　（松井鋼材㈱）

志良堂和典　（松井鋼材㈱）

八木　　聡　（大同特殊鋼㈱）

Ａグループ（構造用鋼）
合格者30名

基浩　（愛鋼㈱）

工藤　崇仁　（浅井産業㈱）

坂本　広志　（浅井産業㈱）

荒木　隆政　（㈱交邦磨棒鋼センター）

村田　直嗣　（㈱テクノタジマ）

松原　弘幸　（㈱テクノタジマ）

小栗　　学　（㈱ハヤカワカンパニー）

寺西　廣明　（㈱ハヤカワカンパニー）

水野　隆基　（㈱ハヤカワカンパニー）

日比　浩雅　（日比鋼材㈱）

瀧本　孝則　（愛知製鋼㈱）

松井　達哉　（愛知製鋼㈱）

河路　利晃　（MTK㈱）

小野　秀一　（MTK㈱）

燃杭　佳生　（大同興業㈱）

山下　敏明　（大同特殊鋼㈱）

石原　伸悟　（大同特殊鋼㈱）

北川　恵子　（大同特殊鋼㈱）

菊地　由吏　（大同特殊鋼㈱）

米倉　　巧　（大同特殊鋼㈱）

磯谷　昌都　（大同特殊鋼㈱）

荻本　将勝　（大同特殊鋼㈱）

石丸陽一郎　（大同特殊鋼㈱）

吉田　裕彦　（大同特殊鋼㈱）

中澤　宜司　（大同特殊鋼㈱）

野口　敦司　（大同特殊鋼㈱）

神薗　伸二　（宮崎精鋼㈱）

日置　智宏　（八木鋼材㈱）

松本　伸二　（㈱岡谷特殊鋼センター）

河瀬　琢哉　（㈱岡谷特殊鋼センター）

Ｂグループ（工具鋼）
合格者19名
関本　雅利　（石原鋼鉄㈱）

中村　伸浩　（ウメトク㈱）

山田　　豊　（大和興業㈱）

長谷川明紀　（㈱竹内ハガネ商行）

相馬　英俊　（孟鋼鐵㈱）

村越　伸行　（孟鋼鐵㈱）

川原　　豊　（孟鋼鐵㈱）

石川　光晴　（孟鋼鐵㈱）

江上　史記　（中島特殊鋼㈱）

古池　道憲　（中島特殊鋼㈱）

兼松　利和　（中野ハガネ㈱）

殿　真樹　（中野ハガネ㈱）

堀　　　修　（中野ハガネ㈱）

清水　　一　（名古屋特殊鋼㈱）

齊藤　淳一　（㈱山一ハガネ）

戸向　　孝　（大同特殊鋼㈱）

山崎　恵二　（日立金属㈱）

坂本　晴彦　（㈱不二越）

丹羽　紀夫　（㈱山一ハガネ）

Ｃグループ（ステンレス鋼）
合格者9名
永井　伸尚　（佐久間特殊鋼㈱）

小森　淳一　（佐久間特殊鋼㈱）

森谷　尚弘　（佐久間特殊鋼㈱）

寺本　佳弘　（サハシ特殊鋼㈱）

荒木　克仁　（辰巳屋興業㈱）

小栗　有志　（㈱山一ハガネ）

加藤　直樹　（大同興業㈱）

高島　　伸　（大同興業㈱）

早川　豊大　（大同興業㈱）

Ａグループ（構造用鋼）
合格者14名
西田　將規　（清水特殊鋼㈱）

茂呂　　暁　（㈱鐵鋼社）

薄井　正弘　（㈱鐵鋼社）

田山　靖雄　（ニチメンスチール㈱）

宮川　　亮　（ニチメンスチール㈱）

小池　孝明　（ニチメンスチール㈱）

船田　　諭　（フナダ特殊鋼㈱）

藤田　憲義　（藤田商事㈱）

半田　知央　（藤田商事㈱）

村奈嘉高英　（佐藤商事㈱）

大宮　伸明　（佐藤商事㈱）

東京支部

大阪支部

名古屋支部 北関東支部

N E W SN E W S
検定試験：10月29日（月）13：00～15：00講座開講支部で同時に開催

特殊鋼販売技士検定試験委員会：11月19日（月）12：00～14：00

100点取得者 10名
[東京支部] （株）平井 佐藤　　修氏　　構造用鋼で受験

[大阪支部] 井上特殊鋼（株） 森田美津穂氏　　構造用鋼で受験

日立金属（株） 梅山　正春氏　　工具鋼で受験

〃 堀口　真五氏 〃

[名古屋支部] 愛知製鋼（株） 瀧本　孝則氏　　構造用鋼で受験

〃 松井　達哉氏 〃

大同特殊鋼（株） 北川　恵子氏 〃

宮崎精鋼（株） 神薗　伸二氏 〃

（株）岡谷特殊鋼センター 河瀬　琢哉氏 〃

[九州支部] 日立金属（株） 井上　暢輔氏　　工具鋼で受験

以上

■平成13年度「特殊鋼販売技士2級研修講座」合格者数

52
52
60
19
17
200

54
52
64
19
17
206

52
48
58
18
17
193

支部名 受講者 受験者数 合格者数 
東京 
大阪 
名古屋 
北関東 
九州 
合計 

（合否判定会議） 於：東京・鉄鋼会館705号室 
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平成13年度
特殊綱販売技士
3級合格者名簿

中嶋　　卓　（マクシスコーポレーション㈱）

近藤　　潤　（井上特殊鋼㈱）

羽土　光稔　（井上特殊鋼㈱）

Ｂグループ（工具鋼）
合格者4名
原　　芳之　（小山鋼材㈱）

岩城　勝祥　（竹内ハガネ商行㈱）

平野紀一郎　（㈱長谷川ハガネ店）

島田　浩明　（㈱長谷川ハガネ店）

Ａグループ（構造用鋼）
合格者8名
梶山　貴之　（井上特殊鋼㈱）

富田　寅三　（陽鋼物産㈱）

斉藤　昌伸　（三菱製鋼㈱）

塚本　宗友　（㈱九州メタルス）

小林　直樹　（㈱九州メタルス）

山下　照幸　（㈱九州メタルス）

桐島　久志　（㈱九州メタルス）

田中友加里　（㈱九州メタルス）

Ｂグループ（工具鋼）
合格者9名
山田　是紀　（粟井鋼商事㈱）

清水　信幸　（粟井鋼商事㈱）

白石　智也　（ウメトク㈱）

和田　　務　（ウメトク㈱）

柿本　浩彦　（日栄鋼材㈱）

根北　哲明　（大同アミスター㈱）

渡辺　　龍　（日立金属㈱）

森田　　浩　（日立金属㈱）

井上　暢輔　（日立金属㈱）

森　　康太 （㈱UEX）

中島　章統 （㈱マクシスコーポレーション）

木田　幸吉 （㈱カムス）

高橋　英文 （㈱カムス）

荒牧　　孝 （秋山精鋼㈱）

山口　勝彦 （大同興業㈱）

杉山　　健 （大同興業㈱）

杉山　直哉 （大同興業㈱）

南野　仁成 （大同興業㈱）

池田　真人 （芝本産業㈱）

野田　靖夫 （インターナショナルアロイ㈱）

八木　　聡 （大同特殊鋼㈱）

寺岡　　浩 （大同特殊鋼㈱）

岩倉　敬子 （大同特殊鋼㈱）

上嶋　　彰 （大同特殊鋼㈱）

中川　裕司 （大同特殊鋼㈱）

神田　有子 （大同特殊鋼㈱）

小野慎太郎 （大同特殊鋼㈱）

桜井　真純 （大同特殊鋼㈱）

野口　祐二 （大同特殊鋼㈱）

羽田　浩二 （大同特殊鋼㈱）

藤井　博子 （大同特殊鋼㈱）

山田　　猛 （理研製鋼㈱）

中村　千春 （理研製鋼㈱）

深澤　広樹 （理研製鋼㈱）

佐藤　　修 （㈱平井）

石井　裕司 （㈱平井）

塚元　寿幸 （㈱平井）

青木　広久 （芝本産業㈱）

服部　和人 （大同特殊鋼㈱）

野沢　哲夫 （佐藤商事㈱）

宮下　竜一 （佐藤商事㈱）

吉崎　利久 （佐藤商事㈱）

後藤　宗和 （佐藤商事㈱）

合格者69名
加木　将仁 （大同アミスター㈱）

林　　康一 （大同特殊鋼㈱）

酒向　秀文 （大同特殊鋼㈱）

古川　ゆかり（大同特殊鋼㈱）

魚野　智子 （大同特殊鋼㈱）

本池　敦仁 （日立金属㈱）

梅山　正春 （日立金属㈱）

堀口　真伍 （日立金属㈱）

三神　光二 （日立金属㈱）

久世　秀男 （日立金属㈱）

澤　　建治 （日立金属㈱）

松岡　秀紀 （アサヒスティール㈱）

山田　浩之 （アサヒスティール㈱）

中村　誠治 （アサヒスティール㈱）

宮村江美子 （アサヒスティール㈱）

濱中　久代 （アサヒスティール㈱）

田中　規之 （井上特殊鋼㈱）

平井謙太郎 （井上特殊鋼㈱）

古塚　博行 （ウメトク㈱）

西村　和幸 （ウメトク㈱）

阿部　大輔 （ウメトク㈱）

西坂　和彦 （ウメトク㈱）

熊野　岳夫 （扇鋼材㈱）

安　秀典 （加藤鋼材㈱）

弦巻　和道 （カネヒラ鉄鋼㈱）

田中　俊章 （カネヒラ鉄鋼㈱）

樋口　勇人 （カネヒラ鉄鋼㈱）

小中　義信 （カネヒラ鉄鋼㈱）

辻村　博彰 （カネヒラ鉄鋼㈱）

谷田　憲美 （川鉄商事㈱）

佐々木充義 （川鉄商事㈱）

白藤　太一 （小山鋼材㈱）

有田　隆行 （小山鋼材㈱）

中務　亘二 （櫻井鋼鐵㈱）

山　　高志 （櫻井鋼鐵㈱）

本間　清高 （櫻井鋼鐵㈱）

平井　優樹 （三洋鋼材㈱）

田中　俊行 （三和特殊鋼㈱）

田中　栄次 （三和特殊鋼㈱）

合格者90名
清水　広樹 （東京ハガネ㈱）

水野　研二 （第一熱処理工業）

上田　英一 （浅井産業㈱）

黒沢　龍二 （野村鋼機㈱）

清水　　均 （野村鋼機㈱）

大脇　正美 （大洋商事㈱）

早川　敦史 （㈱不二越）

伊藤　忠彦 （日栄鋼材㈱）

西田　将規 （清水特殊鋼㈱）

折原　光則 （㈱マクシスコーポレーション）

山本　達也 （㈱マクシスコーポレーション）

北村　尚介 （ウメトク㈱）

板井　敏幸 （ウメトク㈱）

河村　康史 （㈱ヤマコー）

佐竹枝里子 （ヤマト特殊鋼㈱）

水田　哲平 （清水鋼鉄㈱）

山口　弥隆 （三協鋼鐵㈱）

松尾　　猛 （三協鋼鐵㈱）

松本　哲也 （三和鋼材㈱）

松本　祐介 （三和鋼材㈱）

下村　直樹 （大同テクニックス㈱）

伴野　晋一 （井上特殊鋼㈱）

田嶋　行雄 （東金属㈱）

杉本　健司 （丸紅特殊鋼㈱）

大芦　雅徳 （斉藤鋼材㈱）

椎名　敦史 （斉藤鋼材㈱）

瓦井　正浩 （第一熱処理工業㈱）

曽根　光彰 （第一熱処理工業㈱）

青柳　和文 （三井物産㈱）

村松　修司 （三井物産㈱）

片桐　則和 （㈱UEX）

水野　博之 （㈱安来製作所日立メタルプレシ）

半田　知央 （藤田商事㈱）

藤田　憲義 （藤田商事㈱）

安井　啓泰 （特殊金属工業㈱）

高橋　克郎 （中川特殊鋼㈱）

近藤　　潤 （井上特殊鋼㈱）

羽土　光稔 （井上特殊鋼㈱）

熊倉　文仁 （㈱カムス）

堀口　晴樹 （㈱カムス）

工藤　充俊 （日本高周波鋼業㈱）

坪井　良介 （日本高周波鋼業㈱）

柄田　卓哉 （日立金属㈱）

貴船　隆宣 （佐藤商事㈱）

小野　智広 （佐藤商事㈱）

金田　清和 （佐藤商事㈱）

富松　基洋 （石原鋼鉄㈱）

宮島　潤一 （石原鋼鉄㈱）

原　　崇人 （㈱長谷川ハガネ）

佐藤　武信 （東北特殊鋼㈱）

森　　久之 （秋山精鋼㈱）

鈴木　　肇 （秋山精鋼㈱）

山村　二広 （日栄鋼材㈱）

今井　　仁 （丸井鋼材㈱）

今井　克哉 （丸井鋼材㈱）

小川　　徹 （芝本産業㈱）

金　　　雷 （三和特殊鋼㈱）

山根　　学 （芝本産業㈱）

畑中　一宏 （㈱住商ハガネ）

森　　貴則 （㈱住商ハガネ）

上田　優子 （㈱住商ハガネ）

日吉　康太 （大同興業㈱）

袴田　圭介 （大同興業㈱）

塚田　幸弘 （大同興業㈱）

青柳弥一朗 （大丸鋼材㈱）

出山　明延 （大洋商事㈱）

津矢田尚明 （大洋商事㈱）

和田　　功 （大洋商事㈱）

小豆澤良弘 （大和特殊鋼㈱）

奥　　弘史 （田島スチール㈱）

前田　祐司 （田島スチール㈱）

長谷　雅文 （田島スチール㈱）

梅　　　氷 （㈱天彦産業）

迫　　高志 （㈱天彦産業）

左近　賢一 （林田特殊鋼材㈱）

吾妻　一義 （㈱阪神メタリックス）

梶原　　通 （㈱阪神メタリックス）

小山　雅司 （㈱堀田ハガネ）

阪口　雅哉 （㈱堀田ハガネ）

樋口　威彦 （三井物産㈱）

山　　利樹 （山　鋼鐵㈱）

小澤　正広 （㈱シンエイスチール）

多田　和憲 （薮本鐵鋼㈱）

合格者71名
久下　　勝 （秋山精鋼㈱）

工藤　崇仁 （浅井産業㈱）

坂本　広志 （浅井産業㈱）

関本　雅利 （石原鋼鉄㈱）

中村　　剛 （ウメトク㈱）

金井謙太郎 （ウメトク㈱）

田　　浩 （川本鋼材㈱）

山本　勝郎 （川本鋼材㈱）

川上　　功 （黒田特殊鋼㈱）

荒木　隆政 （㈱交邦磨棒鋼センター）

弓削　立夫 （佐久間特殊鋼㈱）

寺本　佳弘 （サハシ特殊鋼㈱）

石原　照久 （サハシ特殊鋼㈱）

村若　智里 （大和特殊鋼㈱）

久田　展彰 （㈱竹内ハガネ商行）

長谷川明紀 （㈱竹内ハガネ商行）

金丸　龍也 （㈱竹内ハガネ商行）

西川　邦秋 （孟鋼鉄㈱）

久米　良二 （孟鋼鉄㈱）

井上　雅文 （㈱テクノタジマ）

山田　高裕 （㈱テクノタジマ）

佐藤　秀勝 （中島特殊鋼㈱）

兼松　利和 （中野ハガネ㈱）

米倉　雅晃 （名古屋特殊鋼㈱）

眞田　　明 （名古屋特殊鋼㈱）

横川　秀明 （日栄鋼材㈱）

水野　隆基 （㈱ハヤカワカンパニー）

小栗　　学 （㈱ハヤカワカンパニー）

杉山　丈司 （㈱藤巻本店）

中嶋　邦彦 （㈱藤巻本店）

岡田　大輔 （㈱藤巻本店）

牧野　浩三 （㈱藤巻本店）

大見　英貴 （㈱山一ハガネ）

齊藤　淳一 （㈱山一ハガネ）

田中　　保 （㈱山一ハガネ）

小栗　有志 （㈱山一ハガネ）

瀧本　孝則 （愛知製鋼㈱）

松井　達哉 （愛知製鋼㈱）

河路　利晃 （MTK㈱）

小野　秀一 （MTK㈱）

西川　信吾 （桜井興産㈱）

鶴崎　清人 （大同興業㈱）

堀田　正宗 （大同興業㈱）

稲石　一樹 （大同興業㈱）

市川　秀和 （大同興業㈱）

燃杭　佳生 （大同興業㈱）

東京支部

大阪支部

名古屋支部

九州支部

検定試験：7月2日（月）

特殊鋼販売技士検定試験委員会：7月23日（月）12：00～14：00

100点取得者 4名
[東京支部] 三井物産（株） 村松　修司氏　

[名古屋支部] ウメトク（株） 中村　　剛氏

愛知製鋼（株） 瀧本　孝則氏

大同特殊鋼（株） 山下　敏明氏　　　　　　　　　

以上

■平成13年度「特殊鋼販売技士3級研修講座」合格者数

95
69
70
30
27
291

91
69
72
31
25
288

90
69
71
28
25
280

支部名 受講者 受験者数 合格者数 
東京 
大阪 
名古屋 
東北 
静岡 
合計 

（合否判定会議） 於：東京・鉄鋼会館705号室 
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昭和51年（1976年）よりの累計数 

1,137 

697 

1,749 

3,583 

595 

1,061 

1,212 

2,868 

274 

584 

978 

1,836 

33 

42 

103 

178 

44 

71 

115 

4 

4 

56 

64 

14 

14 

1 

40 

77 

118 

36 

62 

164 

262 

92 

92 

54 

62 

116 

1,640 

3,028 

4,578 

9,246 

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 埼玉 神奈川 新潟 長野 静岡 広島 九州 計 

1級 

2級 

3級 

計 

特殊鋼販売技士支部別有資格認定者 

平成6年（1994年）よりの累計数 

400 

103 

503 

59 

393 

452 

36 

232 

268 

100 

100 

22 

22 

12 

12 

1 

26 

27

60

60

26

26

40

40

199 

1,311

1,510

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 埼玉 神奈川 新潟 長野 静岡 広島 九州 計 

実務編 

基礎編 

計 

特殊鋼販売加工技士支部別有資格認定者 

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 

4,086 3,320 2,104 278 137 12 91 14 178 288 92 156 10,756

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 埼玉 神奈川 新潟 長野 静岡 広島 九州 計 

合計 

山下　敏明 （大同特殊鋼㈱）

石原　伸悟 （大同特殊鋼㈱）

戸向　　孝 （大同特殊鋼㈱）

北川　恵子 （大同特殊鋼㈱）

植松由紀恵 （大同特殊鋼㈱）

磯谷　昌都 （大同特殊鋼㈱）

野口　敦司 （大同特殊鋼㈱）

米倉　　巧 （大同特殊鋼㈱）

荻本　将勝 （大同特殊鋼㈱）

吉田　裕彦 （大同特殊鋼㈱）

中澤　宜司 （大同特殊鋼㈱）

石丸陽一郎 （大同特殊鋼㈱）

坂本　晴彦 （㈱不二越）

五十貝　大 （三菱商事㈱）

坂井　由紀 （三菱商事㈱）

中野　　一 （理研製鋼㈱）

尾形　裕二 （アズマックス㈱）

青山　　等 （東洋精鋼㈱）

川地　良治 （東洋精鋼㈱）

寺西　廣明 （㈱ハヤカワカンパニー）

井関　弘明 （井上特殊鋼㈱）

菊地　由吏 （大同特殊鋼㈱）

則武　公雄 （大同特殊鋼㈱）

篠塚　　茂 （㈱伊藤ハガネ）

山崎　啓二 （日立金属㈱）

合格者28名
武田　雅和 （㈱アイオー精密）

狩野　康司 （石原鋼鉄㈱）

遠藤　昌昭 （大崎鋼業㈱）

千葉　正彦 （五味渕鋼鉄㈱）

菅原　　徹 （協伸商鋼㈱）

鈴木　秀康 （協伸商鋼㈱）

大山　英夫 （協伸商鋼㈱）

大橋　英博 （協伸商鋼㈱）

新保　　篤 （協伸メタル㈱）

佐藤　　隆 （㈱佐藤忠蔵商店）

後藤　英夫 （㈱佐藤忠蔵商店）

小林　卓司 （テービーケー㈱）

阿部　　清 （テービーケー㈱）

槻田　哲也 （テービーケー㈱）

杉浦　悌秀 （日栄鋼材㈱）

菊池　祐次 （ノボル鋼鉄㈱）

太田　広樹 （ノボル鋼鉄㈱）

古内　　充 （ノボル鋼鉄㈱）

渡辺　正義 （ノボル鋼鉄㈱）

吉田　哲夫 （ノボル鋼鉄㈱）

鎌田　　実 （ノボル鋼鉄㈱）

今野　義文 （ノボル鋼鉄㈱）

高橋　広明 （藤田商事㈱）

山家　寛二 （㈱プルータス）

千葉　繁樹 （㈱メタルスプレート）

門澤　亮平 （㈱横山鋼業）

太田　憲一 （㈱ラプラス）

近藤　利彦 （大同興業㈱）

合格者25名
芹沢　幸広 （碓井鋼材㈱）

吉川　剛史 （大同興業㈱）

杉本　大地 （石原鋼鉄㈱）

窪野　晃嗣 （佐久間特殊鋼㈱）

横山　　茜 （金明鋼材㈱）

赤沢　善光 （金明鋼材㈱）

牧　　安信 （金明鋼材㈱）

太田　剛史 （㈱サンコー）

田中　道広 （㈱サンコー）

友枝　孝太 （日栄鋼材㈱）

伊藤　健司 （ノボル鋼鉄㈱）

漆畑　雄亮 （ノボル鋼鉄㈱）

日高志乃ぶ （ノボル鋼鉄㈱）

鈴木　　洋 （ノボル鋼鉄㈱）

望月　裕之 （ノボル鋼鉄㈱）

佐野　俊夫 （ノボル鋼鉄㈱）

藤原　昌史 （ノボル鋼鉄㈱）

野本　太郎 （ウメトク㈱）

武田　誠一 （ウメトク㈱）

井村　三洋 （ウメトク㈱）

西山　和之 （ウメトク㈱）

広瀬　悠吉 （清水金属㈱）

李　　錦旗 （清水金属㈱）

藤田創一郎 （井上特殊鋼㈱）

吉田　光孝 （井上特殊鋼㈱）

東北支部

静岡支部

■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
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支部長訪問
神奈川支部　佐藤 修康 支部長

地元企業との橋渡し役として全会員に喜ばれる
支部づくりを目指してゆきたい

今回の支部長訪問は、神奈川県内の29社を取りまとめる佐藤修康
神奈川支部長。佐藤支部長は昭和11年生まれの65歳で、神奈川県
大和市で佐藤ハガネ（株）を営んでいる。趣味は“洋らん”の栽
培で、専門誌で紹介されるほど、その造詣は深い。佐藤支部長に、
神奈川支部の近況を語ってもらった。

■大不況時代に1社の脱落もなく喜ばしい

「平成12年4月から支部長を務めさせて

いただいておりますが、以前にお話があ

った50歳代の頃は病気がちで、支部長

就任が延び延びになりまして。こんなに

歳を取ってから、地元会員さんと協会本

部とのパイプ役をすることになって正直

言ってしんどい（笑い）。それでも、次

期支部長候補の3人の副支部長がおりま

すから、１期2年の残り任期も大過なく

務められそうです」

―支部長になられてからの神奈川支部は

どのような状況ですか？

「なにしろ『モノが売れない、価格が下

がる、仕事量がない』という時代です。

私の人生の内で、こんな不景気は始めて

だ。しかし、こうした状況のなか、破綻

などの脱落が1社もないことは幸いです。

各会員さんの日頃の努力の賜物でしょう

が、これは誇らしい」

■重要なのは会員相互の親睦的結合

―支部運営で留意されていることは？

「やはり、一番は会員同士の親睦に尽き

るのではないでしょうか。会社及び人が

お互いを理解しあって、日々の商売に役

立つ情報交換をしたい」

「例えば、こんな不況の中でも利益を上

げている会社はある。その極意を知りた

い（笑い）」

「近年ますます、顧客からの“見積もり

合わせ”が激しくなっている。そして、

毎回の見積もりごとにドンドン値が下が

っていく。価格をセットしようって訳じ

ゃないけど、あまりにも競争が激化する

ので大変だ。例えば鋼種別に“神奈川

はこのくらい”っていう基準があったら

いいと思う。何とかならないかと思う毎

日である」

「そのためには、和気あいあいとした親睦

のなかで『お前んとこはどうなってるん

だ？』というやり取りができる関係を作

らなければいけない」

―現状、そうした雰囲気は？

「全特協の法人化以降、協会のステータ

ス、そして公共意識というのは向上して

いる。提供される各種データや、大局か

ら見た情報も役立ってはいるが、各会員

とも少し堅くなっているというのかな、

バリアを張っている感じがする（笑い）。

もっと身近な会として利用出来るように

したい。地元の情報、日々の商売に役

立つ情報には会員相互の親睦とか懇談

とかも、やはり必要なんじゃないかな」

■近隣支部と行事の共催などを画策

「工場見学会やパソコンの勉強会、販売

技士の研修会などを東京支部と相乗り

で行うことが多くなったね。地の利とい

えばそうなんだが、予算の削減には役立

っているはずだ」

―会場手配や参加者集めの苦労も少し

は軽減しますね。

「そう。そこでひとつ提案なんだが、現状、

各支部ごとに行っている行事等を、ある

程度協会で取りまとめることは出来ない

か。例えば、川崎を会場にして東京から

も参加できるといったふうに。支部ごと

に30人、40人と人数を集める苦労も減

るはずだし」

■すべての会員が享受できる情報を

―全特協に対する期待、そして注文は？

「経産省などからのデータの蓄積や提供、

各種の勉強会や研修など。それから、

ｅ－ビジネス関連で大きなシステムやソ

フトの導入が話し合われています。そう

したものは全特協ならでこそ可能なこと

なので今後とも期待します」

「先日、雑談で出た話なんですが、花屋

さんに･･･、本屋さんもそうですね、花

を届けてくれと頼むと届け先の近くの花

屋さんが届けてくれる。私たちの仲間で

も、そういうことができないだろうか？

とね（笑い）。川崎地区の私のお客さん

には、川崎地区のハガネ屋さんが届けて

くれる。で、大和地区のお客さんには私

の会社が届けると。そうやって物流コス

トが削減できればいいなと。口で言うの

は簡単なんだけどね（笑い）」更に通い

箱（おかよちゃん）については、「協会

が予算内で一括購入し各支部へ個数を

割当て、これを毎年行って普及を図って

行けないだろうか。」

―商売に直結する、情報やアドバイスが

あればいいということですね？

「そうですね。協会事務局をヘッドに各

支部、全会員が両手を挙げて喜ぶこと

ができるよう期待してゆきたく思います」
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私の愉しみ 
藤田商事（株）・取締役会長／藤田 政義 

経営との両立は大変だった社会奉仕活動 
しかし、得るものも大きかった 

■感謝状・表彰状は200枚以上

墨田区亀沢にある藤田政義さんの自

宅の一室には、数多くの感謝状や表彰

状が所せましと掲げられている。

「これでもだいぶ整理整頓したんだが、

しまい込んである分も合わせると200

枚以上はあるんじゃないかな。こんな

にたくさんの賞状をもらっている人は

珍しいと思いますよ」とご本人、テレ

ながらも大きく胸を張る。

賞状の内容は、本所鉄交会・東鉄

連・浦安鉄鋼団地組合など本業に関す

るものもあるが、なんといっても、警

察関係や税務署関係そして東京都功労

者表彰といった社会奉仕活動に関する

ものが圧倒的に目を引く。

「町会とか法人会とか、交通安全協会

とかの仕事を頼まれて引き受けている

うちに、賞状がこんなにたまってしま

った。これまでの人生を振り返ってみ

ると、地域社会へのボランティア活動

というのが、私の愉しみだったようだ

ね」とご本人は笑う。

■何事にも真剣に取り組む姿勢が大変

な役目を呼び込むことに

藤田さんがこれまでに社会奉仕で関

わった団体はおよそ20余り。ＰＴＡ会

長、町会長から警察、消防、税務署な

どの関連団体役員を歴任。本人も数え

切れないほどの仕事を引き受けてきた。

「頼まれているうちに自然に増えてし

まった」（藤田さん）ということだが、

そもそも“やりだすとトコトンまでや

らなければ気が済まない、引き受けた

からには全力をつくす”という藤田さ

んの性格と行動が、次々と仕事を依頼

されることに―言い方を変えれば大変

な仕事を“押し付けられる”ことに―

なったようだ。それでは、藤田さんの

主な社会奉仕活動経歴を紹介する。

○「二葉小学校」ＰＴＡの理事、会長

を10年間にわたり務める。

○亀沢2丁目町会の各種役員を経て町

会長に。会長職18年。地域社会の繁栄

に尽力。

○「本所法人会」の各種役員を歴任し

会長職に。30年間にわたり税務行政に

尽力。

○「本所警察署交通安全協会」会長。

約16年間にわたり管内交通安全普及に

尽力。

○その他、「墨田区特別職報酬等審議

会」「墨田区都市計画審議会」委員、

「本所納税組合」組合長、「本所優申会」

会長、「東京商工会議所墨田支部」副

支部長など。

■女性の社会参加も進めながら実に半

世紀にも及ぶ活動歴

壮齢の頃からつい数年前までと、実

に半世紀にもおよぶ経歴だが、藤田さ

んが奉仕活動に関わることになったの

は昭和27年ごろ。長女が通う築地本願

寺の幼稚園でのＰＴＡ会長を引き受け

たのが最初だった。

「いまでは当たり前になっている園児

の送迎バス。あれを導入したのは私た

ちが最初なんですよ。私たちの地区は

商工自営業者が多かったから、子供の

送り迎えも大変だったんです」（藤田

氏）。その後、小学校のＰＴＡ会長を

務め、さらに活動範囲は広がり町会役

員、町会長と頼まれる仕事も大変なも

のになってゆく。しかも「やるからに

は全力で取り組む」藤田氏のこと、本

人がいくら「もう手いっぱい、これが

最後…」と思っていても、次々と、よ

り大きな役を依頼される。そのなかで

も長年にわたって務めたのが、法人会

など税務署関係の仕事と、交通安全協

本署警察署1日署長のジュディ・オングさんと
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会などの警察関係の仕事だ。

そうした、藤田さんの社会奉仕活動

のなかで特徴的なのは、女性が地域社

会に積極参加できる場を設けてきたこ

とだ。

「本所鉄交会という地元の組合で最初

に婦人会を作ったんです。当時は、女

性の参加なんて皆無だったが、ご主人

が亡くなったばかりの会社の奥さん

が、次の人の引継ぎまでの間に出席さ

れることが、ままあったんですよ」

（藤田さん）。

「男性は『夕方からちょっと“飲み”

が…』とか言い出してなかなか身が入

らないけど、女性はまじめで真剣。決

定事項もサッと持ち帰ってきっちりや

ってくれるから、これからは女性を大

事にして期待しなきゃいけないな、と

思いましてね」その後藤田さんは、町

会や交通安全協会でも婦人会を創設。

いまでは当たり前になっている、地域

社会活動への女性参加を促進していっ

たのだ。

■社会奉仕活動で私が得たもの

広い視野と心の愉しみ

大変な役目を次々と引き受けていた

時期は、経営者として、もっとも働き

盛りの忙しい時期だったはずだ。そう

した年代に本業とボランティア活動を

両立させることは非常に大変なことで

はなかったのか？

「昔のことは楽しいことしか覚えてま

せんから（笑）。まぁ、でも正直大変

だったかな。会社の仕事を７、ボラン

ティア３ていう割合でやってました

が、もっと事業に専念してれば会社は

もっと大きくなっていたかも知れない

（笑）」しかし、藤田さんはこうも語る。

「ボランティア活動のおかげで経営者

としての視野は広くなったと思いま

す。例えば、いまでは当たり前になっ

ている異業種交流を自然にやっていた

感がある」本所は繊維、印刷、機械な

ど、商工業の街だ。ボランティア活動

をきっかけに、さまざまな業種の経営

者たちと意見交換できたことは、経営

者としての自分にも大いにプラスにな

ったという。そうした活動の中で、企

業経営は自己の繁栄ばかりでなく、他

人や社会につくすことで、いつかは自

分にも良い結果が還元されるのではな

いかとの考え方にも達するようになっ

た。

「まぁ、人生哲学めいたことをいわせ

てもらえば（笑）、腹黒な野心を秘め

てやっていては何事も長続きしません

な。お世話になってる皆さんに、日頃

のお返しをするつもりでやることが大

切ですな」さらに藤田さんはこうもつ

け加えた。

「ボランティア活動は仕事と並んで、

藤田政義という車の両輪だった。仕事

に専念すれば本業はもっ

と良かったかも知れない

が（笑）、しかしそれでは

視野も狭く、心にゆとり

もないつまらん人生にな

っていたんじゃないかな」

1日署長の真咲よう子さんとパレード

平成10年、警察庁長官表彰を受ける

本署警察署長室で福田警視総監と会見する藤田交通安全協会会長（右端）
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小山鋼材（株）取締役相談役／小山 明
プロフィール
1912年9月30日大阪生まれ。
趣味は美味しいものを食べること。好きな食べ物は「おつくり」。マグロや鯛
が特に好物で週のうち5日は食べるとか。「元気の秘訣は魚中心の食生活」と
は本人の弁。酒は、かつては良く飲んだが現在は日にビールを１本。タバコは
吸わない。現在でも地下鉄を利用して歩いて出社する。

「わたしら世代みんな小僧の叩き上げですわ」

いや～、もう歳ですからすっかり頭が鈍う

なりましてな（笑）。若い時分のことは、

ちょいちょい思い出すけど、歳いってから

のこと、最近のことのほうは忘れてしまっ

てますな（笑）。生まれは大正元年9月30

日。89歳ですわ。

大阪の九条に生まれましたが、そこがハガ

ネ屋さんやら鉄屋さんやら、工場の多いと

こでしてね。そこで子供の頃から、鉄材の

切断の模様や発送の仕方を何気なしに見

ていた記憶があります。

そんで、昭和2年に「ハカマハガネ商店」、

いまのアサヒスチールの前身ですな。ここ

に小僧で入ったんが、わたしがハガネ屋に

なるきっかけですわ。その頃、小僧には

「いずれ必ず店持たしたるわ」いう、不文

律ですけどね、条件がございましてね（笑）。

当時、「ハカマ」は東京鋼材（後の三菱製

鋼）の商品を扱っておりまして、やってる

ものは構造用鋼が主でしたな。

2度の召集で軍隊に7年くらい取られて、昭

和22年に独立しました。

最初は構造用鋼で始まり、いつの間にか金

型材を扱うようになった。お得意さんが金

型専門にやってたもんだから、だんだんと

金型に移行したわけですわ。以来ずーと40

何年間、金型でやってますわ。

「加工をやることで、お得意さんから頼られ

る存在になってきましたな」

50年間で商売はどう変わったかって？ 戦

前、戦後でだいぶ違うからな。

商品の販売だけ、そのまま販売するってい

うのはなくなりましたな、加工せないけん

ようなった。わたしのほうは、もう30年も

前から加工も請けるようになってますが、

とはいっても、自分で考えて始めたわけで

もないんですよ。ユーザーから、加工して

欲しいとゆう要望で始めたわけでね。

熱処理始めたんも、クレーム処理の問題で

すな。それまではどちら側のミスか、店側

なのか材料なのか分かりにくかったから、1

社で熱処理までやろうと。変わったことい

えば、それが一番大きいかな。

まぁ、でも加工まで扱うようになったこと

は、我われにとって結果的に良かった。

「頼りがいがある」てことで、お得意さんと

密接な関係になれて「こういうに、ああい

うふうにやってくれ」と要求もできるよう

なったわけや。そういうつき合いができるよ

うになったのも、加工と熱処理をやったか

らだと思います。

うちも、おかげさんで、ダイカストの金型

は小山、関西では小山と人にはいわれるよ

うになりました。

「わたしは100パーセントやらんわけですよ」

商売これまでの、誠心誠意でやってきて良

かった思ってます。それとあとは腹八分で

すわ。わたしは腹八分目、100パーセント

やらんわけよ（笑）。絶えずひかえ目ですな。

自分はまぁ、だいたい才能が無いから、腹

八分で無理をしないということで、ずーと

来た。

ほどほどのところで、熱がないちゅうか甲

斐性がないように思うかも知れないけど、

人を押しのけてまで生きてくこともないか

と。まぁ、真摯なんか能がないのか評価は

分かれますがね（笑）。

バブルん時もね、まぁ、そりゃ土地は買い

ましたが、儲けようというつもりでなくて、

自分とこで使うやつだけをね。土地の値段

ちゅうのも、最初から設定しましてな、そ

ろばん弾いたうえでやったわけですよ。一

時、この辺は坪2500万円くらいしたんです

わ。ちなみに昭和12年頃は200円か250円

くらいだった。ということは10万倍、どう

そろばん持っても合わしまへん（笑）。なぜ

かちゅうと、人件費は昭和12年当時と比

べると8000倍くらいしか上がってない。だ

から、8000倍で10万倍が買えるはずがない

（笑）。だから、触りもせんし売りもせん。

それが良かったでしょうな。みんな、借金

して買うてたわけや、もっともっと儲けよ

うと思って。そんなんで本業つぶした人も

いっぱいいてます。もったいない話や思い

ます。

「ハガネは地味なもの、思惑で儲けるもんや

あらへん」

若い人へのアドバイス？ そんな大それた

こと言えませんが、まぁ、腹八分で真面目

にやるしか仕方がないかな（笑）。しっかり

ソロバンはじいてやるしかない、そう思いま

す。

常に腹八分でなくてもいいけど、やはり一

生通じてみて腹八分じゃなきゃいかんです

よ。時々は、十分でも十二分でもあってい

いかも知れませんけどね（笑）。

ハガネちゅう商売は地道なもんですよ。決

してね思惑で儲けたり、楽して儲けたりす

るもんやない。汗流して初めて成功する商

売ですわ。だから、汗流して、腹八分で真

面目に、コツコツとやな（笑）。時勢や市

場にあんまり踊らされたらあかんですな。

突然おじゃま 

『腹八分目でやりなはれ』
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第17回調査研究委員会
平成13年10月2日（火）

東京・鉄鋼会館705号室

（1）特殊鋼流通業界標準システムの今後の取り組みについて

（2）平成13年度補正予算への対応について

（3）システムの標準化に関するアンケート実施について

（4）名古屋支部で計画中の支部ホームページは、現存する協会の

ホームページにリンクする様アドバイスした

第7回商慣行近代化委員会
平成13年10月9日（火）

名古屋・キャッスルプラザ

（1）共通通い箱事業のキャンペーン結果報告と今後の普及について

（2）3都支部で講演会を開催する件

（3）事務局報告（協会会員動向について）

（4）市況懇談（3都支部の業界動向について）

理事会・委員会報告

第16回理事会

第22回運営委員会

第17回総務委員会

臨時総務委員会（広報関係）

平成13年11月9日（金）

東京・鉄鋼会館705号室

第1号議案 会員の入会承認の件

第2号議案 組織規程及び運営委員会規程の変更（案）承認の件

[報告事項]

①平成13年度上期事業報告･収支決算について

②委員会報告

③事務局報告

平成13年8月1日（水）

東京・鉄鋼会館604号室

（1）審議事項 ①事務所の移転について

②会員の入会について

（2）報告事項 ①平成12年度の生命共済事務手数料について

②会員名簿の作成について

平成13年9月14日（金）

東京・鉄鋼会館803号室

（1）審議事項 ①会員の入会について

（2）報告事項 ①支部報告

②委員会報告

③事務局報告

平成13年10月29日（月）

東京・（社）特殊鋼倶楽部会議室

（1）広報誌「すてぃーる」の発行計画と編集内容（案）について

第23回運営委員会
平成13年11月9日（金）

東京・鉄鋼会館705号室

（1）審議事項 ①会員の入会について

②組織規程及び運営委員会規程の変更（案）について

（2）報告事項 ①平成13年度上期事業報告･ 収支決算について

②支部報告

③委員会報告

④事務局報告

第15回内外交流委員会

人材育成委員会

第16回調査研究委員会

平成13年7月18日（木）

大阪・鉄鋼会館204号室

（1）韓国特殊鋼流通事情視察研修について

（2）平成13年度各支部の事業計画について

韓国特殊鋼流通事情視察研修

「結団式」

平成13年9月27日（木）

名古屋・キャッスルプラザ孔雀の間　28名参加

平成13年10月10日ニューヨーク同時多発テロに対する米国の

アフガニスタン攻撃開始により、韓国視察派遣を延期した。

第18回総務委員会
平成13年11月5日（月）

東京・鉄鋼会館803号室

（1）審議事項 ①会員の入会について　　　　　　　　　

②組織規程及び運営委員会規程の変更（案）について

③平成14年度の定時総会及び全国大会について

（2）報告事項 ①平成13年度上期事業報告・収支決算について

②会員の移動状況について

平成13年7月12日（木）

東京･ 鉄鋼会館604号室

（1）特殊鋼流通業界標準システム構築について

（2）CAD／CAMに関するアンケート結果について

特殊鋼販売技士検定試験委員会
（1）3級検定試験の合否判定

平成13年7月23日（月）

東京・鉄鋼会館705号室

（2）2級試験問題選定会議

平成13年9月20日（木）

東京・鉄鋼会館604号室

（3）2級検定試験の合否判定

平成13年11月19日（月）

東京・鉄鋼会館705号室

青年部会設立準備委員会
（1）第3回　平成13年7月27日（金）

名古屋・名鉄ニューグランドホテル

（2）第4回　平成13年8月30日（木）

名古屋支部事務局会議室

青年部会設立総会
平成13年11月10日（土）

名古屋・国際ホテル　紅梅の間

理事会・委員会報告

（ （ 



全特協は、平成8年12月2日に公益法人設立許可を受けて

以来5年の歳月が経ちました。そして、広報誌「すてぃー

る」も平成9年3月25日に第1号を発行してから今回で第16

号を数えます。感慨深いものがあります。

「すてぃーる」を発行するにあたり総務委員会の中に広

報誌編集のための打合せ会を設けて編集内容について検討

することにしておりますが、「支部長訪問」、「突然おじゃ

ま」、「私の趣味（今回から「私の愉しみ」とします。）な

ど毎号各支部会員の御協力により内容のある記事を集める

ことができました。これからも出来るだけ多くの会員様に

御登場いただきたく広報誌発行に会員各位の御理解と御協

力を御願い申し上げます。

なお、支部活動にあたっての楽しい記事や、役立つ情報

などありましたら、是非、協会事務局まで御一報ください。

「支部だより」として掲載させていただきたいと考えてお

ります。

総務委員会副委員長・広報誌発行責任者／小山　東輔

■編集後記■

事務局だより

平和鋼材（株） 

伊藤忠丸紅鉄鋼（株） 

代表取締役 
山中  修 

代表取締役社長 
岡崎  誠之助 

大阪府東大阪市 

東京都千代田区 

大阪 

東京・大阪 

平成13年7月1日 

平成13年10月1日 

会員の種類 会員名 代表者氏名 所在地 所属支部 入会年月日 

正会員 

賛助会員 

1 新入会員の紹介 

2 協会・各支部賀詞交換会のお知らせ 
協会 平成14年1月18日（金）18：00～20：00

於：グランドヒル市ヶ谷 3階 瑠璃の間

東京支部 協会との合同開催

大阪支部 （社）特殊鋼倶楽部／大阪ステンレス流通協

会との共催

平成14年1月5日（土）11：30～

於：リーガロイヤルホテル 3階 光琳の間

名古屋支部 （社）特殊鋼倶楽部／名古屋ステンレス流通

協会との共催

平成14年1月9日（水）18：00～20：00

於：名古屋観光ホテル 3階 那古の間

東北支部 平成14年1月25日（金）13：30～18：30

於：ホークスGホテル仙台

メーカーの情報と講演会開催予定

北関東支部 平成14年2月16日（土）9：00～

於：アマダ・フォーラム（神奈川）

講演会とパソコン研修会開催予定

神奈川支部 平成14年2月1日（金）17：30～

於：横浜東急ホテル2階 天城Aの間 講演会

2階 天城Bの間 賀詞交換会

静岡支部 平成14年1月21日（月）14：00～

於：アゴラ静岡ユーフォニア

講演会を同時開催予定

九州支部 九州ステンレス流通協会との共催

平成14年1月8日（火）17：30～

於：博多全日空ホテル

3 事務局の事務所の移転について 
当初の計画では8月に移転する予定でしたが、鉄鋼会館のリニューアル工事と重なった関係で12月15日に4階から5階に移転

しました。新事務所はエレベーターを降りて右側突き当たり今までの事務所の真上で、入口は（社）特殊鋼倶楽部さんと一

緒ですが、中は独立した区画になっています。明るく広くなった事務所に会員の皆様、ぜひ一度お出掛けください。

■すてぃ～るVOL.16 平成13年12月25日発行　　・発行者　福森康一　　・発行責任者　小山東輔　　・制作協力　株式会社トライ


