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全特協・青年部会では平成17年9月2日（金）、愛知万博会場内・「ロータリー館」ロータリーホールにて、部会メンバー56社中27社

の参加を得て第5回定時総会を開催しました。本総会では、運営委員および役員の変更が行われ、第2代部会長・堀田靖氏（（株）

堀田ハガネ代表取締役・大阪支部）に替わり（株）トーキン（名古屋支部）の松岳大樹専務が第3代部会長に就任されました。総会終

了後は、万博会場内の「太陽の塔」と「トヨタ館」を見学。さらに名古屋市内に戻り、「名古屋国際ホテル」でビジネスサミットを開催し

ました。

第5回青年部会定時総会：
第1号議案 平成17年度事業計画書（案）承認の件

第2号議案 平成17年度予算書（案）承認の件

第3号議案 運営委員承認の件

新部会長に名古屋支部：（株）トーキン・松岳大樹専務が就任、新副部会長

に名古屋支部から川北特殊鋼（株）川北誠社長が選任された。なお、堀田前

部会長は顧問に就任した。

青年部会 第5回「定時総会」を開催 青年部会 第5回「定時総会」を開催 

1 すてぃ～る／NO.28_2005.12



2NO.28_2005.12／すてぃ～る

こんにちは、全特協「青年部会」第5回

定時総会を開催しましたところ、お忙し

い中、お暑い中多数お集まりくださいま

して誠に有難うございます。昨年の総会

後に来年は、愛知地球博開催時に、こ

の万博エリア内で開催しようということ

で、当地、名古屋の青年部会の皆様、事

務局の方にいろいろとご足労いただき

堀田部会長あいさつ

実現の運びとなりました。この場をお借

りしまして御礼申しあげます。

さて、今年は鉄の復権、鉄の新時代

という年だと言われ、それなりの動きと

なっていますが、この春以降、調整・踊

り場のような局面を迎え、鉄の分野は二

極化が鮮明に現れてきたのが実感かと

思います。幸にして特殊鋼の分野は良

い方の分野に入り、本日お越しの皆様の

お顔も心もちにこやかに感じられます。

そうは言っても、下半期は自動車の増産

を中心として特殊鋼メーカーの供給も春

から夏にかけて少し緩和されたものが

また厳しくなるやに聞いております。まだ

まだ、智恵と工夫が必要な環境が続くと

推察いたします。

昨年、9月の総会で青年部会長に就任

させていただいた時には、大変な時期

に引き受けてしまったなあと思っていま

したが、任期を終えるにあたり青年部会

に入会してなくて、親しくお付き合いして

なければ出来なかったであろうな、とい

うお取引がこの1年ありました。勿論困

っているので助けて欲しいということも

ございました。直近でもユーザー向け

が止まりこの地区では需要が無いので

という相談があり、逆に必要な鋼種・サ

イズとバーター（物々交換）取引が成約し

ました。このひとつをとっても1地域だけ

ではこのような話もでてこないことだと思

います。皆様のなかでも同様なことが行

われているように聞いております。

この1年を振り返りますと「やってよか

った青年部会長・入ってて良かった青年

部会」だったのかなあと考えております。

これから、17年度の事業計画のご承

認・新運営委員の選任、新部会長の選

出と議題がございますので本日は十二

分のご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

ただいまご紹介にあずかりました（株）

トーキンの松岳です。部会長を1年間つ

とめさせていただくことになりました。ど

うぞ皆様よろしくお願いいたします。先

ずは堀田社長、1年間お疲れさまでした。

これからもご助言いただきます様よろし

くお願い致します。

第1回青年部会総会を名古屋で行い

ましてから、早いもので4年が経ち本日5

回目の総会を名古屋で迎えます時に部

会長という大役をいただきますことは誠

に光栄なことでございます。木村部会長

のもとInteresting＆Funnyというキャッ

チフレーズをかかげ青年部会は第一歩

を踏み出しました。木村部会長の3年間

は強力なリーダーシップのもと、青年部

会の存在を大いに内外に示したと思い

ます。そして次に堀田社長が部会長に

なられました。

堀田部会長は去年のご挨拶のなか

で、青年部会のスタートを陸上競技の三

段跳びホップにたとえられ、ご自身の役

割をホップからステップへ行く準備段階

だと言われました。

しかし、私が思いますに、堀田社長の

お人柄により青年部会はますます結束を

深めることができ、二歩目はすでに堀田

部会長のもと踏み出されていると思いま

す。

そこで、私の役割はステップを少しで

も大きなものに出来る様に皆様と協力し

ていくことだと考えています。すなわち

ステップの第二ステージです。不安が多

い世の中では有りますが、同じ悩みを持

ちお互いの仕事を理解できるもの同志

だからこそ、利害を超えて智恵を出し合

えばいかなる問題であれ何らかの答え

は必ず出てくると思います。

そういう気持ちを持ってこの1年ここに

お集まりの皆様と、一緒になって青年部

会を盛り上げてゆきたいと思っておりま

す。是非ともご協力いただきます様よろ

しくお願い申し上げます。甚だ簡単では

ございますが、部会長就任のご挨拶とさ

せていただきます。

有難うございました。

堀田部会長あいさつ
部会員同志の情報交換や取引など、
地域を超えたメリットが具体化している手応えを感じる

松岳新部会長就任あいさつ松岳新部会長就任あいさつ
「同じ悩みを持つ同志だからこそ可能なこともある」
利害を超えた知恵と問題の解決を共有できる集団として成長したい
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支部だより

東 京 支 部

大 阪 支 部

東京支部の話題あれこれ
25年の伝統に彩られた第25回オール関東特殊鋼親善ゴルフ

大会は、10月5日に龍ヶ崎カントリークラブで行われた。折悪し

く秋雨前線の到来で最悪のコンデｲションだったが若手の実力

者で、本大会の実行委員長の碓井達郎氏が強豪を抑えて見事、

25代目のチャンピオンに輝いた。昨年も実行委員の大塚章平氏

の優勝で、二度ある事は三度あるの譬えにもあるように来年も

大会役員が制するのではないかとの噂が流れているが真偽の

ほどは定かではありません。因みに、歴代の優勝者で複数回を

制したのは、第2回･4回・13回の覇者三上登氏（現会長のお父

さん）と第9回と22回の優勝者三上聡彦氏のお二人を数えるの

みである。

平成18年の賀詞交換会は、1月24日に市ヶ谷の『グランドヒル

市ヶ谷』で開催されます。会場の前が、東京国際女子マラソン

で見事に復活優勝を達成したQちゃんこと高橋尚子選手が激走

した通りです。歩いて2～3分で問題の上り坂に行けます。どん

なにきつい坂なのか、賀詞交換会にお早めに来ていただいて散

歩がてら実感してみてはいかがでしょうか？

全特協が社団法人に認可されて来年（平成18年）は10年の節

目になります。協会として記念行事を実施すべく検討を重ねてお

りますが、開催地が東京に決定しましたので、東京支部としても

全面的に協力していくことで、竹内支部長以下各委員が張り切

っております。会場は、紀宮様が華燭の典をあげられた帝国ホ

テルに決まりました。慶祝ムードが漂っている会場で盛大な記念

式にしたいと考えております。第10回の定時総会も同時開催致

します。

期日は、06年6月6日です。6並びの縁起の良い数字ですので、

来年の重賞レースは6枠絡みで万馬券といきたいものですね。

三団体共催講演会　講師─山田久志氏
私の野球人生
10月3日 全特協大阪支部　大阪ステンレス流通協会　特殊鋼

倶楽部大阪支部の特殊鋼三団体共催による講演会を開催した。

講師は、元阪急ブレーブスの投手で後の中日の監督も努めた、

山田久志氏とあって100人を超す大盛況。

山田氏は、通算成績284勝166敗43セーブ、奪3振2058、防御率

3.18。獲得タイトルは、MVP3回、プレーオフMVP1回、最多勝3

回、最優秀防御率2回、最優秀勝率4回…ETCと偉大なる成績を

残している。

講演は、約1時間半に及び時にユーモアを交え、野球人生を語

ったが一流なだけに聞かせるものがあった。

圧巻だったのは「もし憧れの巨人から誘いがあれば巨人軍に入

っていたと思うが、私がもし巨人軍に入っていたとすれば、現在の

私が無かったと思う、人には運が伴うもので、その点阪急に入っ

た私は幸運だった」とのくだり。

また、「野球界にも多くの一流選手が居るが、無論素質も必要だ

が、人より2倍、3倍も練習の虫となって努力してこそ世界のイチロ

ーがある」との話。

名 古 屋 支 部

切断原価に関する勉強会パートⅡを開催
開催日時：8月2日

開催場所：富士通アイゼミナール

参加者数：35名

中堅社員研修の開催
開催日時：9月21日

開催場所：愛知県産業貿易館

参加者数：37名



4NO.28_2005.12／すてぃ～る

静 岡 支 部

第9回定時総会を開催
開催日時：7月6日

開催場所：ウィスタリアンライフクラブ

参加者数：15名

九 州 支 部

全日本アームレスリング選手権大会で優勝！
九州支部会員：メタルワン特殊鋼（株）九州支店・恩庄宏

治係長が平成17年10月26日茨城県友部町で開催された「第

23回JAWA全日本アームレスリング選手権大会」で男子レ

フトハンド90キログラム級と男子ライトハンド90キログラ

ム級の2部門で優勝しました。

12月1日～3日東京で開催される「第27回WAF世界アーム

レスリング選手権大会」に日本代表として出場します。応

援してください。

尚、協会では、平成18年1月24日新年賀詞交換会で表彰さ

れる事になりました。

東 北 支 部

支部報告連絡会を開催
開催日時：8月18日

開催場所：TBK 2F

参加者数：9名

講演会を開催
開催日時：10月14日

開催場所：田沢湖高原温泉「プラザホテル山麓荘」

参加者数：23名
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平成17年度 
特殊鋼販売技士2・3級合格者名簿 

平成17年度 
特殊鋼販売技士2・3級合格者名簿 

■ Aグループ
篠原　裕明 （株）マクシスコーポレーション
加藤　真也 〃
三上　晃史 ノボル鋼鉄（株）

奥脇　　晋 亀沢特殊鋼（株）
高橋　良二 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
山崎　友則 城北伸鉄（株）
新飯田英志 野村綱機（株）
横山　貴之 〃
加藤木　修 池垣冷鋼（株）
三上　秀人 〃
松本　　徹 （株）メタルワン特殊鋼
塚越　勇介 塚越特殊鋼（株）
岸本　　剛 陽鋼物産（株）
森田　貴志 井上特殊鋼（株）
有馬　信正 中川特殊鋼（株）
須田　　誠 〃
李　　振毅 〃
片倉　恭平 〃
呂　　維杰 〃
屋良　岳洋 〃
竹田　隼人 ウメトク（株）
青木　祐介 〃
伊能　哲也 井上特殊鋼（株）
二宮小夜香 大同興業（株）
近藤　佳子 ナチ鋼材（株）
永原　　亘 〃
竹内　　忍 大同特殊鋼（株）
皆川　法誉 〃
長峰　　徹 （株）不二越
茂木　健太 佐藤商事（株）
川本　雅文 浅井産業（株）

100点取得者 17名
■ Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）

東京支部　　近藤　佳子　ナチ鋼材（株）

〃　　　　　皆川　法誉　大同特殊鋼（株）

〃　　　　　長峰　　徹 （株）不二越

〃　　　　　武藤　　大　大同特殊鋼（株）

〃　　　　　祖父江慎祐　大同特殊鋼（株）

大阪支部　　藤原　邦夫　井上特殊鋼（株）

名古屋支部　今西　拓意　愛知製鋼（株）

■ Bグループ（工具鋼・軸受鋼）

大阪支部　　山崎　清隆　大同マテックス（株）

名古屋支部　神谷雄一郎　中野ハガネ（株）

〃　　　　　太田　正成 日立金属工具鋼（株）

〃　　　　　深津　俊太　松岡特殊鋼（株）

〃　　　　　森　　正俊 （株）山一ハガネ

〃　　　　　佐野　浩二　大同特殊鋼（株）

〃　　　　　勝野　弘靖 日立金属（株）

〃　　　　　近藤　直美　ウッデホルム（株）

〃　　　　　田中　正三　モリテックスチール（株）

〃　　　　　種廣　真悟　モリテックスチール（株）

検定試験日：平成17年10月27日（木）

■平成17年度 特殊鋼販売技士2級検定試験合格者

東京

大阪

名古屋

東北

北関東

合計

66

76

53

19

23

237

56

74

48

18

23

219

支部名 受験者数 合格者数

平成17年度
特殊鋼販売技士2級
支部別合格者名簿

東京支部

特殊鋼販売技士研修制度は、1976年（昭和51年）にスタートし

て以来、多数の方々に研修講座を受講していただいております。

特殊鋼は、高度の技術的特性を持つ商品であり、かつその

材質、用途などにおいて、日進月歩の発展をとげております。そ

のため、販売に携わる者は特殊鋼に精通していることが不可欠。

しかし、各社単独で技術的な商品知識習得のための社員教育

を行うことは負担が大きく、きわめて困難というのが現実です。

そこで、社団法人全日本特殊鋼流通協会では、社団法人特殊鋼

倶楽部、特殊鋼メーカー各社、賛助会員各社のご協力を得て、

特殊鋼販売技士研修制度を実施し、優秀な人材の育成に務め

てまいりました。

講座においては、三級では基礎知識を、二級では鋼種別に3

グループに分かれて熱処理を、一級ではやはり3グループに分

かれて事故対策例を学んでいただいておりますが、講座の80％

以上に出席した受講者には修了証書が授与されると共に、資

格試験を受験していただくことができ、受験者のほとんどが資

格試験に見事合格されています。この資格は国家試験ではあり

ませんが、所管官庁公認の国家試験に準ずる資格として高く評

価されており、当協会では、一人でも多くの方々に受講・受験し

ていただきたいと考えております。

また、高度な加工サービスが求められている時代のニーズに

対応し、1994年（平成6年）には特殊鋼販売加工技士研修制度

がスタートいたしました。

基礎編として「図面のヨミカタ」を、実務編では工作機械等を

理解し、加工技術実習を行うだけでなく、図面を見て見積りが

できる迄の方法を習得していただいております。加工技士につ

きましても、講座の80％以上に出席した受講者には修了証書が

授与され、資格試験を受験していただくことができます。

両資格試験においては、今年度も合格者数の目標を上回る

好成績をあげることができ、人材育成において大きな役割を果

たすことができました。

受講・受験の詳細に関しましては「特殊鋼販売技士研修制度

特殊鋼販売加工技士研修制度　御案内」の小冊子をお読みい

ただくか、社団法人全日本特殊鋼流通協会のホームページをご

覧ください。

今後もこの制度が十二分に活用され、特殊鋼の明日を担う

人々の育成に寄与すると共に、我が国の産業発展につながり、

同時に国際社会に大きく貢献できることを期待して、更なる内容

の充実を図って行きたいと考えております。

特殊鋼販売技士・特殊鋼販売加工技士 研修制度のご案内
明日の特殊鋼流通業界を担う人材育成のために、社団法人全日本特殊鋼流通協会では、

特殊鋼販売技士、および特殊鋼販売加工技士の研修制度を実施しています。
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原田　達也 （株）平井
加藤　綾子 大同特殊鋼（株）
加藤　　大 〃
祖父江慎祐 〃
清水　一義 松菱金属工業（株）

合格者36名

■ Bグループ
荒木　健太 （株）鐵鋼社
下村　直樹 大同マテックス（株）
川隅　浩二 （株）福岡ハガネ商店
濱竹　淳治 青山特殊鋼（株）
弓納持昭浩 ウッデホルム（株）
細野　博明 神奈川精鋼（株）
太田　博和 ウッデホルム（株）
小管　貴裕 日本高周波鋼業（株）
川田　雅也 大同特殊鋼（株）
柴崎　剛文 日立金属（株）

合格者10名

■ Cグループ
森　　充広 秋山精鋼（株）
矢野　雅康 田島スチール（株）
生井　康之 〃
阿部　将浩 日立金属アドメット（株）
毛利　元宣 〃
白石　立朗 住友商事（株）
一ノ宮　哲 石原鋼鉄（株）
渡邊　光平 大同特殊鋼（株）
久野　正裕 〃
黒古　康寛 （株）信光ステンレス

合格者10名

■ Aグループ
鈴木　崇一 岡谷綱機（株）
野田　茂太 カネヒラ鉄鋼（株）
檜皮　宏司 〃
高橋　　穣 JFE商事（株）
大平　俊介 〃
渋田　閑士 JFEスチール（株）
池田　誠一 大同興業（株）
浦尾　勝治 浅井産業（株）
藤原　郁夫 井上特殊鋼（株）
山口　利文 〃
小松　仁司 〃
田中　　穣 〃
木本　敦史 〃
吉岡　憲治 〃
田丸　鋼史 〃
栗田　　章 北島鋼材（株）
松浦　　勝 住商ハガネ（株）
里見淳一郎 大洋商事（株）
朴　　明東 （株）天彦産業
奥野　直之 林田特殊鋼材（株）
掘崎　拓生 〃
尾西　弘一 〃
上籐　　剛 （株）阪神メタリックス
公門　洵也 〃
清水　敦史 阪和興業（株）
村上慶次郎 〃
岩坪　　剛 〃
上原　　豊 古池鋼業（株）
中村　誠一 （株）堀田ハガネ
松本　将宏 （株）メタルワン特殊鋼
中井　敬二 関西磨鋼材（株）
紅野　秀樹 （株）シルド
難波　威顕 JFE条鋼（株）
吉村　法考 JFE商事建材販売（株）
赤見　淳文 （株）西鋼産業
岡野　貴司 太洋鋼材工業（株）
東條　　孝 〃
宮嶋　俊介 （株）ミヤジマ
植田　達也 （株）メタルワン鉄鋼製品販売
大林　由花 〃
江村　哲也 モリテックスチール（株）
堀田　憲一 〃

合格者42名

■ Bグループ
北森　一弘 山陽特殊製鋼（株）
大川　久之 〃
西村　信護 大同特殊鋼（株）
古田　貴也 日本高周波（株）
持田　　彰 扇鋼材（株）
三辻　　亮 加藤鋼材（株）
加藤　公平 〃
川口　雅弘 （株）カムス大阪テクノセンター
森　　公輝 小山鋼材（株）
西田　博樹 三和特殊鋼（株）
塩澤　敏男 大同マテックス（株）
山崎　清隆 〃
森川　孝之 （株）辻本鋼
吉川　昌宏 天利鋼材商会
遠藤　裕一 日立金属アドメット（株）
山下　光太 〃
吉田　祥太 （株）メタルワン特殊鋼
住友　美香 ウッデホルム（株）
前田　和幸 大同アミスター（株）

合格者19名

■ Cグループ
鈴木　孝教 愛知製鋼（株）
岡戸　健司 大同興業（株）
伊藤　圭介 〃
仙波　義友 〃
萬屋　征鋼 大同特殊鋼（株）
鈴木　忠敬 〃
小室　直紀 東北特殊鋼（株）
中村　秀司 日本高周波鋼業（株）
徳田　　剛 井上特殊鋼（株）
小田嶋千香子 田島スチール（株）
富澤　　弘 松井鋼材（株）
勝山　祐次 陽鋼物産（株）
佐藤　栄一 第一金属（株）

合格者13名

■ Aグループ
増田　　豊 愛鋼（株）
冨士　隆三 井上特殊鋼（株）
鳥濱淳一郎 川本鋼材（株）
村瀬　貴之 〃
塚本　純子 （株）交邦磨棒鋼センター
内田　康之 〃
仲井　　勉 サハシ特殊鋼（株）
中村　洋二 〃
伊藤　　渉 〃
小出　真二 孟鋼鉄（株）
小出　晃郎 （株）ハヤカワカンパニー
遠藤　健次 〃
平澤　貴久 〃
丸山　正樹 （有）丸五鋼業
山闢 大介 小木曽工業（株）
菊地　一記 桜井興産（株）
河野　　弘 山陽特殊製鋼（株）
福島　誉史 大同特殊鋼（株）
中川　裕司 〃
今西　拓意 愛知製鋼（株）

合格者20名

■ Bグループ
蒔田　友晴 浅井産業（株）
田中　　剛 石原鋼鉄（株）
鈴置　寛郎 〃
若尾　忠士 大同マテックス（株）
神谷雄一郎 中野ハガネ（株）
森　　茂洋 名古屋特殊鋼（株）
中西　央人 〃
中室　卓也 〃
太田　正成 日立金属工具鋼（株）
忠地　　亮 松岡特殊鋼（株）
深津　俊大 〃
水上　昌紀 （株）山一ハガネ
森　　正俊 〃
下郷　庸平 〃
佐野　浩二 大同特殊鋼（株）
勝野　弘靖 日立金属（株）

熊谷　直樹 ウッデホルム（株）
近藤　直美 〃
田中　正三 モリテックスチール（株）
種廣　真悟 〃

合格者20名

■ Cグループ
竹内　　章 佐久間特殊鋼（株）
杉野　和博 〃
大久保真也 〃
後藤　敦宏 桜井興産（株）
井元　映治 大同特殊鋼（株）
鈴木　　護 〃
三島　卓也 東北特殊鋼（株）
山田　泰輔 日本金属（株）

合格者8名

■ Aグループ
黒澤　　一 （株）佐藤忠蔵商店
高松　信幸 〃
今野　忠洋 藤田商事（株）
高橋　広明 〃

合格者4名

■ Bグループ
鈴木　和巳 青山特殊鋼（株）
吉成　信也 協伸精鋼（株）
遠藤　昌昭 （有）大崎鋼業
佳谷　　淳 （株）竹内ハガネ商行
加茂　幹雄 〃
村上　義明 〃
藤原　慶敬 テービーケー（株）
阿部　智一 〃
大宮　豊和 〃
片岡　秀樹 〃
大友　　勲 （株）メカパーツ
橋本　浩明 （株）横山鋼業

合格者12名

■ Cグループ
佐藤　啓太 ノボル鋼鉄（株）
今野　義文 〃

合格者2名

■ Aグループ
高橋　秀幸 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
伊澤　秀和 井上特殊鋼（株）
磯貝　尚樹 〃
齋藤　俊之 〃
仲山　昌男 〃
石田　直木 清水特殊鋼（株）
近藤　亮二 〃
坂上　　潤 〃
竹中　　清 〃
石井　竜義 住商特殊鋼（株）
小林　賢司 〃
戸叶　智明 （株）鐵鋼社
秋池　良之 （株）長谷川ハガネ店
清水　英治 〃
篠崎　佳久 阪神特殊鋼（株）
林　　憲一 〃
嶋崎　祐一 （株）平井
高橋　雅洋 （株）マクシスコーポレーション
石山　秀男 〃

合格者19名

■ Bグループ
山重　篤弘 小山鋼材（株）
木田　幸吉 （株）カムス
熊倉　文仁 〃
鈴木　是昭 （株）竹内ハガネ商行

合格者4名

大阪支部

名古屋支部

東北支部

北関東支部



7 すてぃ～る／NO.28_2005.12

100点取得者 7名
大阪支部　　松浦　　勝 （株）住商ハガネ

〃　　　　　住友　美香　ウッデホルム（株）

名古屋支部　村瀬　愛子　佐久間特殊鋼（株）

〃　　　　　中川　明弘　大同マテックス（株）

〃　　　　　近藤　直美　ウッデホルム（株）

〃　　　　　田中　正三　モリテックスチール（株）

東北支部　　吉成　信也　協伸精鋼（株）

検定試験日：平成17年7月7日（木）

■平成17年度　特殊鋼販売技士3級検定試験合格者

東京

大阪

名古屋

東北

北関東

合計

96

106

81

25

21

328

96

104

80

25

20

325

支部名 受験者数 合格者数

渡辺　光平 大同特殊鋼（株）
茂木　健太 佐藤商事（株）
高橋　雅洋 （株）マクシスコーポレーション
篠原　裕明 〃
田村　昌三 （株）日立ハイテクノロジーズ
川本　雅文 浅井産業（株）
中村　公子 城北伸鉄（株）
山崎　友則 〃
古賀　浩之 三井物産特殊鋼（株）
竹田　隼人 ウメトク（株）
小泉　貴裕 〃
瀬尾　直人 日立金属（株）
嶋田　正明 〃
伊藤　隆行 〃
屋良　岳洋 中川特殊鋼（株）
上野　光史 〃
濱竹　淳治 青山特殊鋼（株）
山田　義久 日立金属工具鋼（株）
沢田　喜臣 三五金属（株）
浅井　　力 〃
高橋　良二 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
岸本　　剛 陽鋼物産（株）
久我　　靖 （株）UEX
藤沢　正人 〃
寺田弥太郎 〃
海津　晴至 理研製鋼（株）
榎本　貴成 （株）平井
村上　鉄男 〃
原田　達也 〃
嶋崎　祐一 〃
浅野　　裕 〃
松本　　圭 大同興業（株）
嘉賀　友子 〃
二宮小夜香 〃
山下　直樹 〃
南口　真一 〃
泉　潤一郎 〃
石坂　夏樹 〃
佐藤　　祐 〃
宇井　和也 大同特殊鋼（株）
吉倉大二郎 〃
月原　弘之 豊田通商（株）
中村　壮吾 モリテックスチール（株）
松平　大作 理研製鋼（株）
小高　　淳 井上特殊鋼（株）
冨満　能武 〃
武藤　　大 大同特殊鋼（株）

合格者96名

鈴木　靖之 大和特殊鋼（株）
上田　泰志 〃
山本　和彦 （株）竹内ハガネ商行
小山　洋基 〃
小田嶋千香子 田島スチール（株）
吉田　慎冶 辰巳屋興業（株）
奥地　　明 （株）辻本鋼商店
森川　孝行 〃
朴　　明東 （株）天彦産業
伊藤　一成 〃
吉川　昌宏 天利鋼材商会
奥野　直之 林田特殊鋼材（株）
堀崎　拓生 〃
尾西　弘一 〃
梅田　　司 阪神特殊鋼（株）
濱田　健伸 〃
光田　修平 〃
福田　孝雄 〃
公門　絢也 （株）阪神メタリックス
上籐　　剛 〃
伊藤　貴則 阪和興業（株）
岩坪　　剛 〃
清水　敦史 〃
村上慶次郎 〃
遠藤　裕一 日立金属アドメット（株）
山下　光太 〃
上原　　豊 古池鋼業（株）
中村　誠一 （株）堀田ハガネ
富澤　　弘 松井鋼材（株）
渡辺　順平 山野鋼材（株）
勝山　祐次 陽鋼物産（株）

黒田　孝剛 菱光特殊鋼（株）
大川　博之 〃
八木　泰明 〃
居合　浩介 アベル（株）
住友　美香 ウッデホルム（株）
中井　敬二 関西磨鋼材（株）
鈴木　洋一 （株）新津田
井上　良平 （株）シルド
紅野　秀樹 〃
難波　威顕 JFE条鋼（株）
吉村　法孝 JFE商事建材販売（株）
佐藤三地雄 三洋鋼材（株）
赤見　淳文 西鋼産業（株）
坂本　光正 日星精工（株）
佐藤　栄一 第一金属（株）
岡野　貴司 太平鋼材工業（株）
東條　　孝 〃
大原　伸夫 中山通商（株）
宮嶋　俊介 （株）ミヤジマ
鈴木　崇一 岡谷鋼機（株）
檜皮　宏司 カネヒラ鉄鋼（株）
野田　茂太 〃
竹井　昭博 JFE商事（株）
大平　俊介 〃
石丸　雄資 JFEスチール（株）
渋田　閑士 〃
野間　哲彦 合同製鐵（株）
北森　一弘 山陽特殊製鋼（株）
大川　久之 〃
前田　和幸 大同アミスター（株）
岡戸　健司 大同鋼業（株）
池田　誠一 〃
伊藤　圭介 〃
仙波　義友 〃
鈴木　忠孝 大同特殊鋼（株）
西村　信護 〃
萬屋　征剛 〃
下西布佐子 〃
小室　直紀 東北特殊鋼（株）
古田　貴也 日本高周波鋼業（株）
萩野谷　聡 〃
中村　秀司 〃
吉田　洋太 （株）メタルワン特殊鋼
松本　将宏 〃
嶋　　直紀 粟井鋼商事（株）
藤原　郁夫 井上特殊鋼（株）
徳田　　剛 〃
山口　利文 〃
小松　仁司 〃
田中　　穣 〃
木本　敦史 〃
吉岡　憲治 〃
田丸　剛史 〃
持田　　彰 扇鋼材（株）
三辻　　亮 加藤鋼材（株）
加藤　公平 〃
川口　雅弘 （株）カムス大阪テクノセンター
森　　公輝 小山鋼材（株）
細見　博久 佐々木鋼業（株）
村尾隆一郎 〃
西田　博樹 三和特殊鋼（株）
谷口　晃久 （株）住商ハガネ
雲下　陽平 〃
松本　昭彦 〃
松浦　　勝 〃
山崎　清隆 大同マテックス（株）
里見淳一郎 大洋商事（株）
植田　達也 （株）メタルワン鉄鋼製品販売
大林　由花 〃
岡田みゆき （株）北陸ヨシナカ
原口　康弘 モリテックスチール（株）
堀田　賢一 〃
江村　哲也 〃

合格者104名

荒木　健太 （株）鐵鋼社
鈴木　千秋 サントク精研（株）
永原　　亘 ナチ鋼材（株）
須田　　誠 中川特殊鋼（株）
李　　振毅 〃
片倉　恭平 〃
有馬　伸正 〃
松本　　徹 アサヒスティール（株）
小管　貴裕 日本高周波鋼業（株）
伊能　哲也 井上特殊鋼（株）
生井　康之 田島スチール（株）
矢野　雅康 〃
奥脇　　晋 亀沢特殊鋼（株）
小森　隆史 橋永金属（株）
川上　明菜 中川特殊鋼（株）
呂　　維杰 〃
一ノ宮　哲 石原鋼鉄（株）
徳重　和寛 日立金属アドメット（株）
阿部　将浩 〃
毛利　元宣 〃
岩瀬　智昭 （株）ヤマコー
畠田　章枝 〃
横山　貴之 野村綱機（株）
新飯田英志 〃
弓納持昭浩 ウッデホルム（株）
福崎　将規 ノボル鋼鉄（株）
三上　晃史 〃
加藤木　修 池垣冷鋼（株）
三上　秀人 〃
長峰　　徹 （株）不二越
神園　悟史 碓井鋼材（株）
田村　　悠 〃
柴崎　剛文 日立金属（株）
松本　直之 三井物産（株）
三木　孝昭 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
成田　隆之 （株）福岡ハガネ商店
川隅　浩二 〃
山口　慶喜 日鐵商事（株）
白石　立朗 住友商事（株）
土屋　隆幸 秋山精鋼（株）
岡田　昌子 〃
朝日　靖英 〃
大内　順平 〃
黒古　康寛 信光ステンレス（株）
祖父江慎祐 大同特殊鋼（株）
加藤　綾子 〃
斉藤　幹朗 〃
田代　典子 〃
久野　正裕 〃

平成17年度
特殊鋼販売技士3級
支部別合格者名簿

東京支部

大阪支部
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蒔田　友晴 浅井産業（株）
田中　　剛 石原鋼鉄（株）
鈴置　寛郎 〃
河村　能宏 （株）伊藤ハガネ
岸下　史嗣 井上特殊鋼（株）
冨士　隆三 〃
田中　祐二 （株）岡谷特殊鋼センター
中山　和久 〃
佐藤　彰浩 川本鋼材（株）
鈴木　克明 〃
熊谷勝一郎 クマガイ特殊鋼（株）
塚本　純子 （株）交邦磨棒鋼センター
西川　裕子 〃
内田　康之 〃
村瀬　愛子 佐久間特殊鋼（株）
高畑　尚吾 〃
植田　昌弘 〃
伊神奈津子 〃
東野　則政 〃
後藤　友香 〃
杉原　祥晃 〃
北尾　嘉隆 〃
林　　洋介　 サハシ特殊鋼（株）
柴田　隆洋 〃
小久保紀行 〃
田代　博和 〃
山田佐栄子 〃
小島　　勝 杉本ハガネ（株）
黒田　　哲 （株）関山
山口　大輔 〃
中川　明弘 大同マテックス（株）
大蔵　健一 大和興業（株）
渡邊　俊明 孟鋼鉄（株）
内田　和宏 中島特殊鋼（株）
井川　貴史 〃
松田　賢悟 〃
神谷雄一郎 中野ハガネ（株）
山本　恭兵 〃
石原　孝浩 名古屋特殊鋼（株）
杉山　知宏 〃
鷲野　敦司 〃
矢田　雅之 〃
後藤　晃志 南海鋼材（株）

遠藤　健次 （株）ハヤカワカンパニー
小出　晃朗 〃
日比　喜英 日比鋼材（株）
近藤　　理 前田鐵鋼（株）
小里　悠輔 〃
山口　友和 〃
中田　浩司 前田鐵鋼（株）
山田　　剛 松岡特殊鋼（株）
渡辺　正喜 〃
丸山　正樹 （有）丸五鋼業
水上　昌紀 （株）山一ハガネ
森　　正俊 〃
下郷　庸平 〃
浅井　　誠　 MTK（株）
佐藤　政計 〃
山崎　大介 小木曽工業（株）
河野　　弘 山陽特殊製鋼（株）
田口　　勉 大同興業（株）
関根　大輔 〃
松橋　　拓 〃
阿部　大吾 〃
溝口　知恵 〃
福島　誉史 大同特殊鋼（株）
佐野　浩二 〃
三島　卓也 東北特殊鋼（株）
笠間　　武 （株）不二越
鈴木ひろ子 〃
田原　龍樹 宮崎精鋼（株）
近藤　直美 ウッデホルム（株）
北井　英樹 エスメタル（株）
古賀　正道 鈴豊精鋼（株）
築山健太郎 〃
川上　博司 東洋精鋼（株）
水谷　浩彰 〃
安保孝一郎 白銅（株）
種廣　真吾 モリテックスチール（株）
田中　正三 〃

合格者80名

鈴木　和巳 青山特殊鋼（株）
吉成　信也 協伸精鋼（株）
佐々木伸安 協伸メタル（株）
村上　正信 五味渕鋼鉄（株）

佐々木涼子 （株）佐藤忠蔵商店
梅川　浩孝 〃
佐藤　　忠 〃
田中美百合 〃
黒澤　　一 〃
武藤優美香 住商特殊鋼（株）
藤原　慶敬 テービーケー（株）
阿部　智一 〃
大宮　豊和 〃
片岡　秀樹 〃
佐藤　啓太 ノボル鋼鉄（株）
今野　忠洋 藤田商事（株）
大友　　勲 （株）メカパーツ
伊藤　　淳 （株）メタルスプレート
佐々木啓充 〃
竹田　信長 〃
鈴木　俊晴 （株）ラプラス
早川　貴志 （株）横山鋼業
橋本　浩明 〃
佐藤　　勉 三和精鋼（株）
松本　武憲 〃

合格者25名

磯貝　尚樹 井上特殊鋼（株）
仲山　昌男 〃
備前島晃治 荻原物産（株）
川原　啓二 〃
飯塚　敏弘 〃
田口　勇次 小山鋼材（株）
山重　篤弘 〃
近藤　亮二 清水特殊鋼（株）
坂上　　潤 〃
竹中　　清 〃
椚瀬　洋一 （株）鈴木機械
小野　敦志 〃
小林　賢司 住商特殊鋼（株）
星川　亜妃 〃
野崎真千子 〃
内山　直美 〃
岩瀬　優志 （株）長谷川ハガネ店
清水　英治 〃
林　　憲一 阪神特殊鋼（株）
篠崎　佳久 〃

合格者20名

名古屋支部

東北支部

北関東支部

■特殊鋼販売技士支部別有資格認定者

1級

2級

3級

合計

808

1,326

2,107

4,241

703

1,231

1,399

3,333

375

759

1,270

2,404

33

74

128

235

29

79

127

235

48

80

164

292

66

86

152

1

40

183

224

1,997

3,655

5,464

11,116

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 静岡 九州 その他 計

■特殊鋼販売加工技士支部別有資格認定者

実務編

基礎編

計

135

529

664

100

483

583

68

372

440

100

100

22

22

26

26

40

40

72

72

303

1,644

1,947

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17年11月17日現在

昭和51年（1976年）よりの累計数

平成6年（1994年）よりの累計数

合計 4,905 3,916 2,844 335 257 318 192 296 13,063

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 静岡 九州 その他 合計
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■三代目社長から会長へ
昭和9年（1934年）創業というから、す

でに70年以上の社歴を誇る松井鋼材株

式会社。大阪市西区に本社を構え、彦

根市に滋賀支店、八尾市には東大阪営

業所を展開。さらに、マツイマシン株式

会社、ステンレスプロダクト株式会社らと

松井鋼材グループを形成し、その中核

■スタートはヨセヤ
現在は、主に愛知製鋼からステンレス

を仕入れ、顧客のオーダーに応じた加

工を施して販売しているが、創業当時、

特殊鋼といえばハガネ。松井商店の名

で、日本本土のみならず、日本の領土と

されていた台湾や韓国にも手を伸ばし

てハガネの売買を行った。しかし、第二

次世界大戦で金属類は極端な品薄とな

り、ほとんど商売にならない日が続く。

松井鋼材が本格スタートを切ったのは

戦後間もない昭和27年。兵器工場から

「特殊物件」と呼ばれる大量のスクラップ

が払い下げられることになり、これを扱

ったのが飛躍の第一歩だった。いわゆ

るヨセヤである。クレーンはもとよりトラッ

クすらほとんどなかった当時、運搬は人

力と馬に頼らざるを得ず、肉体的にはハ

企業としての重責も担う。

さて、会議室に通されて、待つことし

ばし。作業着姿で現れた松井会長は、

経営者というよりは、いかにもその道一

筋叩き上げといった雰囲気。創業者の

松井義男氏は和三氏の実父で、若い

頃から兄弟とともに父を手伝い、松井

鋼材を育て上げてきた苦労人である。

松井会長は、創業社長の義男氏、二代

目社長で実兄の孝二氏の後を継いで

三代目社長であったが、「三代目は何と

やら……」というジンクスは全く当てはま

らない。現在は社長の座を実子の義

氏に譲ったが、決して隠居に入ったわ

けではなく、デスクワークが多かった社

長当時よりもむしろ今の方が現場に顔

を出す回数は増えたという。

突然おじゃま 
松井鋼材（株）代表取締役会長／松井和三
金属加工の工場や事務所が軒を連ねる大阪市西区の中でもひときわ大きな本社ビル

を構える松井鋼材株式会社。YAHOO！ MAPにも、地域のランドマークとしてWEB
地図上にその名が記載されているほどだ。昭和9年の創業当初から一貫して金属を扱
ってきたが、常に時代を先取りした経営方針を打ち出し、実践してきた結果と言えよ
う。今回は、会長の松井和三氏に加え、和三氏の跡を継いで社長に就任した四代目社
長松井義氏にも同席いただき、お話を伺った。

熟練と最先端の競演が生み出す付加価値で勝負する
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ードだったが、それはもう濡れ手に粟の

大儲け。ただし、払い下げられるスクラ

ップは、すべて金属には違いないが、さ

まざまな素材がごちゃ混ぜ状態。あるも

のは素材の隅の刻印を手がかりに、あ

るものは手回しグラインダーで火花を散

らし、火花の色や飛び散り方で素材を

見極めた。それは独学……というより経

験と勘がものをいう目利きの世界。松井

会長はあまり学校には行かなかったとい

うが、日本全国を渡り歩いて実践で腕を

磨き、松井鋼材の基礎を築いたのであ

る。

そのうち、国内産業も徐 に々復興。鉄

鋼メーカーが現れると、松井鋼材はヨセ

ヤ稼業に早々に見切りをつけ、特殊鋼

に特化した流通業に転身を図る。

だが、商品を右から左へ流している

だけでは、いつしか大資本の商社に取

って代わられてしまうかもしれない。そこ

で編み出したのが、仕入れた素材を、ネ

ジやバルブといった部品の形に加工し

て、それを顧客である自動車メーカーな

どに納品するという現在の経営方針で

ある。試しに彦根でこの方法を始めた

ところ、これが顧客に喜ばれて大成功。

今でこそこうした方法を取る特殊鋼流通

業者は珍しくないが、松井鋼材はその

先駆的存在といえるだろう。特殊鋼は先

端技術のため、常に技術力を高め続け

なければならないという苦労はあるもの

の、加工という付加価値を付けることで、

簡単に商社に取って代わられる心配が

なくなり、また、加工による利潤が松井鋼

材を一回りも二回りも大きな会社に成長

させたことは間違いない。

■取引先を絞り、厚い信頼を得る
松井鋼材には取引メーカーは数多くあ

るが、愛知製鋼からの仕入れが取引高

のほとんどを占めている。今では資金

協力を受けるほどの厚い信頼を得、「私

たちにとって愛知製鋼はなくてはならな

い取引メーカーだが、愛知製鋼にとって

も松井鋼材は不可欠なパートナーのは

ず」というほどの密接な関係を築き上げ

た。

ご多分に漏れず4、5年前は不景気に

苦しめられもしたが、逆にここ数年は上

向きの景気にも後押しされ、業績は右肩

上がり。もっとも、松井会長は「扱い量ば

かり増えて、忙しくはなったが、ちっとも

利潤は増えん」とぼやく。しかし、これは

まぁ贅沢な悩みの部類といえるだろう。

■趣味はゴルフとピアノ
さて、松井鋼材をここまで育てあげた

松井会長には意外な趣味がある。ゴル

フ歴は50年。ベストハンデは2。クラブシ

ニア選手権で優勝したこともあり、今で

もハンデ8の腕前を誇る。今回、「私の

愉しみ」でご紹介した林田特殊鋼材の

林田耕平会長とはご親戚でもあり、よく

一緒にゴルフをする仲。だが、ゴルフだ

けなら驚かないが、松井会長にはもうひ

とつ、ピアノ演奏という趣味がある。習

い始めてからまだ6年ほどだが、先日、

社内で古希（70歳）のパーティが催され

た際、「エリーゼのために」ほか数曲を

披露して社員の目を丸くさせた。しかも、

ピアノの話は気恥ずかしいのか、この話

題になると「じゃ、私の趣味については

息子から聞いてくれ」と、席を立ってしま

うかわいらしい一面も見せていただい

た。直接演奏をお聴きできなかったの

がいかにも残念だ。

■先駆者であり続ける
ちなみに現社長の義氏のゴルフのハ

ンデは10。（ベストハンデは5）。社長に

就任して以来、仕事が忙しくてなかなか

ゴルフに行く時間が取れないようだ。実

父が会長ということで、社長就任当時は

やりにくいこともあったが、今では脱皮し、

社長として押しも押されぬ松井鋼材のリ

ーダーとなった。将来の方向性について

は、「いやぁ、それは言えませんよ」とお

茶を濁されてしまったが、何かアイデア

がおありのご様子。おそらく、これからも

松井鋼材は業界の先駆者であり続ける

に違いない。
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■会長になってもまだまだ現役
今回、素敵な趣味をご披露していた

だいたのは、大阪は東住吉区の工業団

地に本社を構える林田特殊鋼材株式会

社会長、そして、全日本特殊鋼流通協会

では「人材育成委員」及び大阪支部「人

材育成部会長」として、協会の特殊鋼販

売技士検定試験、特殊鋼販売加工技士

検定試験の実施と普及にご尽力いただ

いた功労者でもある林田耕平氏。

御年68歳で、会長というにはまだお

若い年齢だが、「歳をとると頑固になり、

時代についていけなくなる。」との考え

から、本年1月、社長の座を息子の彰司

氏（36歳）に譲り、経営の第一線を退い

て会長となった。しかしまだまだ仕事も

現役。社にも毎日出勤し、若き社長を

サポートしたり、現場を見て歩く多忙な

日々 を過ごしている。

その林田氏の趣味は社交ダンス。一

見、ダンスより格闘技が似合いそうなが

っしりした体格なので、失礼ながらちょ

っと意外。しかし、聞けばもっともなお

話で、学生時代は白球を追いかける野

球少年だったという。

■スポーツに汗を流した学生時代
野球を始めたのはほんの偶然。中学

三年の時、大会直前にキャッチャーが

故障し、その助っ人を頼まれたのがき

っかけだった。人のピンチを放ってお

けない林田少年は、即断即決で野球部

に入部。天性の運動神経と、当時とし

ては珍しい170cmの長身を生かして大

活躍。高校へは野球の腕を買われてス

カウトされ、午前6時から朝練、放課後

は夜8時まで特訓という、まさにスポコン

漫画さながらの高校時代を過ごす。残

念ながら甲子園出場はかなわなかった

ラスの売り上げ」と胸を張る。

また、平成17年5月には、NC加工部

門でISO9001:2000認証を取得すること

ができた。

■きっかけはダイエット
さて、そんな林田氏がダンスを始め

たきっかけは肥満。デスクワークが多い

上に、付き合い酒も多く、どうしても体

重は増加傾向に。身長は中学時代とあ

まり変わらず170cmだが、体重はどんど

ん増え、45歳の時には95kgに。糖尿病

にもなってしまい、医者から20kgの減量

を言い渡される。

太りはしても運動神経には自身があ

った林田氏。ゴルフのハンデは12の腕

前を誇る。だが、毎日ゴルフに明け暮

ものの、練習試合では甲子園出場校に

勝ってしまうほど強かった。

一般入試で関大に進学した林田氏

は、当然、野球部への入部を考える。

が、関大野球部はもうとんでもなく部員

が多く、スカウトされた野球特待生でも

ない限り満足な練習が出来そうにない。

そこで選んだのが、何を思ったのかバ

ドミントン部。ところが入部してみてび

っくり、関大のバドミントン部は関西では

敵なし、全国でも屈指の超強豪。基礎

体力があるとはいえ、バドミントン未経

験の林田氏は三軍（！）に。一瞬嫌気が

さすものの、いったん始めたことを辞め

るのは気分が悪い。「一軍の主力選手

になってやる」と猛練習を続け、早くも

新人戦大阪大会で準優勝。3年の時に

は一軍の副主将を務めるほどになっ

た。

■バブルの時でも特殊鋼材一筋
スポーツに明け暮れが学生時代だっ

たが、長男だったこともあり、卒業後は

父親が経営していた林田特殊鋼材に入

社。父親からは、「特殊鋼は地道にコツ

コツとやる商売である」という経営哲学

を教えられた。誰もが浮かれたバブル

景気当時、不動産や株への投資話はい

くつもあったが、すべて断っている。同

業他社が不動産や株で儲けるのを目の

当たりにし、正直言って誘惑に駆られた

こともあったし、また、社員から不満の

声もあった。だが、その時に手を出さ

なかったおかげでバブルの負債を背負

うことなく、どうにか不景気を乗り切って

こられた。ここ数年は自動車関連の受

注が増えたことで業績も好調。平成16

年12月には貝塚工場も完成し、「関西で

軸受けを扱っている社の中ではトップク

私の愉しみ
林田特殊鋼材（株）会長／林田耕平

体育会系の誇りにかけて、
妻には負けられない。
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個人レッスンにも通い始めた。

■妻には負けられない
だが、今度ばかりは野球やバドミント

ンのようなわけにはいかなかった。そも

そも社交ダンスは男性が女性をリードし

て踊るもの。しかし自分のステップに精

一杯でリードなんてできやしない。特に

最初は恥のかきっぱなしだったという。

ダンスパーティに参加しても、大阪の女

性はハッキリしたもので、ヘタなうちは

ダンスを申し込んでも相手にされない。

また、うまく踊ったつもりでも、写真やビ

デオを見るとどことなくかっこ悪い。う

～ん、これでは断られてもしょうがない

か……。

しかし、水泳と違ってダンスは妙に性

に合っていた。ダイエットのためというよ

りも、ダンスがうまくなりたくて練習を続

け、現在ではなかなかの踊り手に。競

技会に参加するほどの腕前となってい

る。写真からも足捌きの軽やかさがお

分かりいただけるだろう。まぁ表情がち

ょっと仏頂面なのは一生懸命さの表れ

れるわけにいかず、また、ひとりで黙々

とするタイプの運動は好きになれない。

「仲間とやれば長続きするかも」と、友

人知人を誘って水泳を始めたが、結局

泳いでいる最中はひとり黙 と々泳ぐしか

なく、そのうち一緒に始めた仲間の方

が先に一人欠け、二人欠け……、2年

後にはとうとう林田氏一人に。それでも

体のためだからと更に1年続けてみた

が、泳ぎはうまくなるものの、本来の目的

であるダイエットの効果はほとんどない。

医者には「食事を減らせ」と言われたが、

腹ペコでは社長（当時）は務まらない。

そんな時、奥様が薦めたのが社交ダ

ンス。大学時代のいい加減なダンスパ

ーティしか知らなかった林田氏は、実は

ダンスそのものをあまり快く思っていな

かった。しかしある日、奥様のダンスを

見せられてその素晴らしさに始めて気

が付くことになる。いったんそうなると

生来のスポーツマンの血が騒ぐ。すで

にダンス歴5年だった奥様に、「俺は3年

でお前を抜いてみせる」と宣言し、同好

会の団体レッスンのみならず、積極的に

ということで勘弁していただきたい。

そして、本来の目的であったダイエッ

ト効果もばっちり。お腹の贅肉はいつ

の間にかなくなっていた。やはり、何事

も好きでなければ長続きはしないもの

だ。

もっとも、ダンスのパートナーでもある

奥様があまり競技会に出たがらないの

で、今はほとんどレッスンとパーティの

みとなってしまっているのがやや残念そ

うな林田氏。しかし、練習ならともかく、

奥様以外をパートナーとして大会に出

場するつもりはないとのこと。

「妻にはまだかなわない」

と謙遜するが、いつまでも仲の良いご

夫婦関係もまた羨ましい限りである。
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理事会・委員会報告理事会・委員会報告

第24回理事会
日　時：10/28 於：鉄鋼会館

内　容：（1）議案

第1号議案　新任理事承認の件

第2号議案　会員の入・退会承認の件

第3号議案　平成17年度上期事業報告（案）及び

収支決算（案）承認の件

第4号議案　収支改善計画（案）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

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会

日　時：9/22 於：東京・鉄鋼会館

出席者：16名

内　容：特殊鋼販売技士2級試験問題選定

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：11/17 於：東京・鉄鋼会館

出席者：15名

内　容：特殊鋼販売技士2級合否判定

全国で237名受験、219名合格

第37回運営委員会
日　時：10/28 於：鉄鋼会館

出席者：17名

内　容：1．新任理事選任の件

2．会員の入・退会について

3．平成17年度上期事業報告（案）及び収支決算

（案）について

4．収支改善計画（案）と平成18年度予算の考え方

について

5．第10回定時総会と設立10周年記念事業について

日　時：7/28 於：鉄鋼会館

出席者：16名

内　容：特殊鋼販売技士3級合否判定

全国で328名受験、325名合格

第6回経営効率化委員会
日　時：9/1 於：名古屋・名鉄ニューグランドホテル

出席者：9名

内　容：1．「切断原価に関する勉強会」パートⅡの開催に

ついて

2．法律無料相談窓口開設を広く会員にP.R.する。

3．共通通い箱「おかよちゃん」事業は継続する。

第5回青年部会定時総会

第12回青年部会正副部会長会議

日　時：9/2 於：愛知万博：ロータリー館「ロータリーホ

ール」

参加者：33名

内　容：第1号議案　平成17年度事業計画（案）承認の件

第2号議案　平成17年度予算（案）承認の件

第3号議案　運営委員承認の件

内外交流委員会　中国（南部）特殊鋼
流通事情視察研修（事前調査）の実施
日　時：8/3～8/6 広州―東莞―シンセン―香港

参加者：4名

内　容：本団を11月23日（水）～27日（日）派遣するので、

訪問先との調整のために内外交流委員3名と事務局

職員1名が現地を訪問した。

訪問先としては流通業者1社、加工メーカー4社の

予定。

日　時：7/22 於：堺市・堺HAMONOミュージアム会議室

出席者：9名

内　容：1．第5回定時総会の内容について

2．役員改選について

3．平成17年度青年部会収支予算について

4．ホームページの充実について

5．特殊鋼ワールド・リーフレットの配布について

6．他団体の若手の会との交流について
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■編集後記■
全特協「広報委員会」は「すていーる」の内容充実を図りな

がら、いよいよ来年の10周年記念号の発行に向けても、広報活

動を始めました。

「支部便り」をはじめ、「突然おじゃま」、「私の愉しみ」等、

多数の会員の皆様のご登場をお願いいたしたく、宜しくご協力

の程を！

広報委員会委員長・広報誌発行責任者／竹内誠二

事務局だより

「法律無料相談窓口」の開設について（経営効率化委員会）
平成17年4月1日から、飯田法律事務所と法律顧問契約を結び、会員企業の皆様を対象に「法律無料相談窓口」を開設致し

ました。会員の皆様が経営上の法律相談や、契約締結等に関する助言をご希望の場合に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
飯田法律事務所には、弁護士の先生が多数いらっしゃいますので、いつでもご相談ください。

電話でのご相談は無料です。

・御相談の流れ：①全特協「法律無料相談窓口」を利用したい旨お伝え下さい。
②「全特協の所属支部名と会社名」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その後、弁護士の先生と直接具体的な相談を始めてください。

・ご相談内容は守秘義務がありますので協会には一切報告されません。

・詳細については協会事務局までお電話下さい。ご説明いたします。

（協会事務局：03－3669－2777 担当・渡辺）

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ひきつづき20％引きで実施中です。ご希望の方は

協会事務局までご一報下さい。

（TEL 03－3669－5803 担当・茂木）

共通通い箱「おかよちゃん」鉄網製新価格
全特協の標準仕様で作る鉄網製通い箱「おかよちゃん」は会員の皆様のご協力により、毎月少しづつではありますが市場

に出ております。

究極の目的は、全特協の黄色く塗った通い箱が、市場で自由に会員相互に取り扱いが出来るようにするものです。ユーザ

ーの倉庫で空の通い箱があれば、持ち帰り自社製品を入れてユーザーに納入するシステムが目標です。

価格は次のとおりです。（ご指定倉庫車上渡し、請求書到着後振込み）

鉄網製（大）＠9,000円
鉄網製（中）＠7,100円
鉄網製（小）＠4,200円

注文用紙は、協会事務局にございますので御連絡下さい。

（TEL 03－3669－2777 担当・渡辺）




