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平成19年度 
特殊鋼販売技士2・3級合格者名簿 

平成19年度 
特殊鋼販売技士2・3級合格者名簿 

■平成19年度　特殊鋼販売技士2級合格者

伊藤　央樹 興亜産業（株）
大木　敏幸 〃
手嶋　智之 （株）シルド
横田　幸広 〃
村上　忠行 住商特殊鋼（株）
菊地　拓馬 大同興業（株）
山下　直樹 〃
伊東　　樹 大同特殊鋼（株）
甲斐　瑞樹 〃
小金澤直樹 （株）プルータス
岡本　邦宏 〃

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者41名

佐藤　友彦 愛知製鋼（株）
福島　光徳 青山特殊鋼（株）
今川　雅博 井上特殊鋼（株）
狭　　敏基 〃
村重　英明 〃
八木　稔城 〃
平澤　友章 岡谷鋼機（株）
鎌田　裕貴 鎌田特殊鋼（株）
岡田　昭彦 京都磨鋼材（株）
平山　恭彦 合鐵産業（株）
三嶋　省哉 櫻井鋼鐵（株）
山本　洋三 山陽特殊製鋼（株）
山村　　務 三利特殊鋼（株）
川口　善彦 JFE商事線材販売（株）
川原　　純 JFE商事（株）
竹井　昭博 〃
山下　晋輔 〃
小倉　一晃 住金物産特殊鋼（株）
前井　貞雄 〃
小川　智也 大同特殊鋼（株）
立島　　徹 大洋商事（株）
廣瀬　　梓 〃
渡辺　泰介 〃
水田　誠二 （株）天彦産業
西田　欣秀 （株）東洋金属熱錬工業所
首藤　一郎 日本金型材（株）
佐々木弘行 日本特殊鋼材（株）
田矢　晃一 林田特殊鋼材（株）
西川　祐貴 〃

神谷　裕美 大同特殊鋼（株）
丹野　正博 大洋商事（株）
渡辺　弘章 〃
佐伯麻木子 中川特殊鋼（株）
砂川　裕子 〃
野澤智恵子 〃
麦島衣久実 〃
福崎　将規 ノボル鋼鉄（株）
上杉　　勉 野村鋼機（株）
君塚　　裕 〃
山田　陽介 〃
金村　　悟 林精鋼（株）
矢向　博康 〃
榎本孝一郎 阪和興業（株）
辻口　輝史 〃
潘　　　濬 〃
笠原　徹也 三井物産特殊鋼（株）
小林　清孝 ヤマト特殊鋼（株）
川口　　茂 〃
加島　義之 理研製鋼（株）

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者13名

大原　広樹 青山特殊鋼（株）
蟹江　篤史 〃
濱田　博幸 五味渕鋼鉄（株）
漆原　隆史 三五金属（株）
高瀬　寛之 〃
小中　利春 大同アミスター（株）
牧野　宏幸 大同特殊鋼（株）
飯田　直哉 大同マテックス（株）
小河原洋平 中山商工（株）
小杉　信博 〃
小林　正人 〃
山下　　毅 〃
須田　知政 日本高周波鋼業（株）

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者14名

大内　順平 秋山精鋼（株）
三好　幸秀 インターナショナルアロイ（株）
久我　　靖 （株）UEX

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者38名

糀　　龍吾 愛知製鋼（株）
大畑　朋之 朝日工業（株）
縣　　直和 井上特殊鋼（株）
中村　哲章 〃
山本　真也 〃
浦川　政輝 岡谷鋼機（株）
早川　明良 〃
宮内　亮直 佐藤商事（株）
浅井　　力 三五金属（株）
川添　健二 〃
菅原　　聡 城北伸鉄（株）
猪股　佑介 住商特殊鋼（株）
春出　正樹 〃
小泉　浩之 大同興業（株）
権藤　拓也 〃
酒井　　潔 〃
吉川　剛史 〃
李　　宇鎭 〃

受験者数

82名

78名

57名

7名

24名

248名

合格者数

65名

68名

44名

7名

23名

207名

支　部

東　京

大　阪

名古屋

北関東

静　岡

合　計

100点取得者　合計1名
［大阪支部：1名］
山下　晋輔 JFE商事（株）

平成19年度
特殊鋼販売技士
2級合格者名簿

東京支部

大阪支部

特殊鋼販売技士2級講座は次の各支
部で開講し、平成19年10月24日（水）検定
試験を実施いたしました。
講師各位の採点結果にもとづき平成19

年11月16日（金）特殊鋼販売技士検定試
験委員会で合否判定を行い下記の合格
者数が決まりました。
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木脇　祐静 浅井産業（株）
前田　敬太 〃
前川　健太 大阪ミガキ（株）
下河原　渉 岡谷鋼機（株）
田中　祐二 （株）岡谷特殊鋼センター
中山　和久 〃
上田　章裕 サハシ特殊鋼（株）
角田　彦弥 〃
近藤　貴明 （株）三悦
水谷　洋敏 〃
永井　　更 大同興業（株）
竹田　和喜 永田鋼材（株）
西村　直史 大同特殊鋼（株）
山内　澄人 〃
山田　良恵 〃
堀部信一郎 孟鋼 （株）
逆水　克巳 （株）メタルワン特殊鋼

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者15名

森　　広満 ウメトク（株）
渡辺槙一郎 〃
石神竹次郎 加藤鋼材（株）
三石　一智 グリーンスチール（株）
川島　弘重 小山鋼材（株）
深谷比呂志 〃
片平　　雄 孟鋼 （株）
西川　邦秋 〃
淺越　裕一 日立金属アドメット（株）
池永　拓哉 〃
井上　幸久 〃
久野　貞昭 （株）山一ハガネ
近藤　　彰 〃
鈴木　恒宏 〃
濱口　誠和 〃

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者10名

深川　竜一 愛鋼（株）
萩原紀美恵 佐久間特殊鋼（株）
鈴木　裕一 〃
水谷　幸博 〃
平塚　哲雄 〃
河野　俊介 大同特殊鋼（株）
吉村　　始 〃
増田　有佑 〃
小林　由起 （株）メタルワン
近藤　将樹 （株）山一ハガネ

和川　直子 〃
原田　英俊 阪神特殊鋼（株）
真倉　庸好 〃
村田　勝彦 阪和興業（株）
渡　　貴弘 三井物産（株）
小池　三雄 三菱製鋼（株）
石川　由直 （株）メタルワン
月館　泰二 （株）メタルワン鉄鋼製品販売
朝井喜太郎 （株）メタルワン特殊鋼
井上　誠二 〃
重清　仁志 〃
保田　尚伸 保田特殊鋼（株）

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者14名

阪口　雅登 青山特殊鋼（株）
道家　忠義 〃
前田　　博 井上鋼材（株）
穂積　克浩 扇鋼材（株）
中川　周治 （株）越智製作所
重見　浩司 〃
田中　利一 佐々木鋼業（株）
伊藤　直哉 三和特殊鋼（株）
谷口　友和 〃
高橋　剛治 大同アミスター（株）
南野　広伸 （株）竹内ハガネ商行
今井　　寛 日立金属（株）
大川　博之 菱光特殊鋼（株）
八木　泰明 〃

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者13名

宇都宮浩道 愛知製鋼（株）
居相　浩介 アベル（株）
川元　善雅 カネヒラ鉄鋼（株）
小野　雅康 （株）住商ハガネ
雲下　陽平 〃
酒井　将志 （株）パシフィックソーワ
鈴木　健太 〃
柴　　貴史 （株）北陸ヨシナカ
待木　芳弘 〃
綿谷　悠吾 （株）ミヤジマ
酒井　真広 モリテックスチール（株）
高阪　雄介 〃
狭川　純榮 （株）メタルワン特殊鋼

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者19名

皿井　一之 愛鋼（株）
新美　芳明 愛知製鋼（株）

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者2名

篠原　友和 （株）マクシスコーポレーション
富田　浩章 〃

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者5名

太田　　誠 （株）カムス
須藤　修男 小山鋼材（株）
住吉　宏太 〃
玉造　　実 〃
小田橋文雄 大同マテックス（株）

Aグループ〔構造用鋼・ばね鋼〕
合格者9名

榊原　健康 井上特殊鋼（株）
柴田　幹夫 〃
中尾　裕之 〃
長沢　　修 〃
杉村　圭史 佐久間特殊鋼（株）
阿部　修平 ノボル鋼鉄（株）
阿部　一哉 〃
内藤　利樹 〃
森下　　純 〃

Bグループ〔工具鋼・軸受鋼〕
合格者12名

竹内　雅人 青山特殊鋼（株）
中野　邦昭 〃
望月 淳 〃
増田　貴士 石原鋼鉄（株）
西坂　直人 ウメトク（株）
鳩野　浩範 〃
河合　　誠 （株）サンコー
横山　大樹 〃
千崎　譲治 大同マテックス（株）
石垣　和孝 ノボル鋼鉄（株）
橋口　　亮 〃
森　　好央 〃

Cグループ〔ステンレス鋼・耐熱鋼〕
合格者2名

高林　良有 佐久間特殊鋼（株）
日比　繁寿 〃

名古屋支部

北関東支部

静岡支部
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平成19年度
特殊鋼販売技士
3級合格者名簿

100点取得者　合計21名
［東京支部：11名］
蟹江　篤史 青山特殊鋼（株）
澤野　　薫 〃
西田　　智 秋山精鋼（株）
川上奈都子 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
浦川　政輝 岡谷鋼機（株）
多賀　一彦 （株）神戸製鋼所
佐々木朝美 大同興業（株）
丹野　正博 大洋商事（株）
佐伯麻木子 中川特殊鋼（株）
小林　正人 中山商工（株）
津波古　礼 （株）プルータス

［大阪支部：3名］
阪口　雅登 青山特殊鋼（株）
山下　晋輔 JFE商事（株）
佐々木弘行 日本特殊鋼材（株）

［名古屋支部：7名］
内田　光宣 大同特殊鋼（株）
篠田　道成 〃
西村　直史 〃
増田　有佑 〃
丸山　直希 〃
山内　澄人 〃
山田　良恵 〃

特殊鋼販売技士3級講座は次の各支
部で開講し、平成19年7月4日（水）検定試
験を実施いたしました。
講師各位の採点結果にもとづき平成19

年7月26日（木）特殊鋼販売技士検定試験
委員会で合否判定を行い下記の合格者
数が決まりました。

糀　　龍吾 愛知製鋼（株）
大原　広樹 青山特殊鋼（株）
蟹江　篤史 〃
澤野　　薫 〃
牛山　英之 秋山精鋼（株）

千葉　季輝 〃
西田　　智 〃
伊藤　　薫 （株）アサダ
小川　和生 〃
小倉　庸夫 〃
尾崎　伸一 〃
鬼澤　弘樹 〃
清岡　卓哉 〃
白石　　登 〃
村上　哲也 〃
大畑　朋之 朝日工業（株）
藤本　揚成 東金属（株）
二見　英樹 石原鋼鉄（株）
川上奈都子 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
西口　大介 〃
塚原　大輔 井上特殊鋼（株）
江口　　徹 （株）ＵＥＸ
小原　尚忠 〃
佐藤　一敬 〃
浦川　政輝 岡谷鋼機（株）
松岡　　勇 協栄精工（株）
伊藤　央樹 興亜産業（株）
大木　敏幸 〃
篠坂　直隆 （株）神戸製鋼所
多賀　一彦 〃
濱田　博幸 五味渕鋼鉄（株）
植木　綾子 小山鋼材（株）
漆原　隆史 三五金属（株）
川添　健二 〃
高瀬　寛之 〃
千葉　修嗣 〃
高橋　廣光 清水金属（株）
平栗　真大 城北伸鉄（株）
手嶋　智之 （株）シルド
横田　幸広 〃
倉本　裕介 新日本製鉄（株）
猪股　佑介 住商特殊鋼（株）
田端　匠磨 〃
村上　忠行 〃
小中　利春 大同アミスター（株）
菊池　拓馬 大同興業（株）
小泉　浩之 〃
権藤　拓也 〃
酒井　　潔 〃
佐々木朝美 〃
硯田　　航 〃
芹野　勝彦 〃
張　　哲基 〃
安田　洋輔 〃
山岸　　聡 〃
李　　宇鎭 〃
有坂真由美 大同特殊鋼（株）
伊東　　樹 〃
猪瀬　裕子 〃
甲斐　瑞樹 〃

東京支部

神谷　裕美 〃
土屋　一将 〃
牧野　宏幸 〃
溝口　裕美 〃
丹野　正博 大洋商事（株）
渡辺　弘章 〃
白石　竜大 東京ハガネ（株）
荒木彩矢佳 中川特殊鋼（株）
井上　雅美 〃
佐伯麻木子 〃
佐藤　達也 〃
柴田健太郎 〃
菅谷　祝子 〃
砂川　裕子 〃
土井　清隆 〃
中坂　智史 〃
野澤智恵子 〃
小河原洋平 中山商工（株）
小杉　信博 〃
小林　正人 〃
落合　弘樹 日本金属（株）
須田　知政 日本高周波鋼業
山口　弘行 日本シイベルヘグナー（株）
上杉　　勉 野村鋼機（株）
君塚　　裕 〃
山田　陽介 〃
佐藤　光紀 白銅（株）
太田　尊之 林精鋼（株）
金村　　悟 〃
宮内康一郎 〃
矢向　博康 〃
榎本孝一郎 阪和興業（株）
辻口　輝史 〃
潘　　　濬 〃
小野　　満 日立金属（株）
森　　真一 〃
高橋　義治 （株）福岡ハガネ商店
清水　由紀 （株）不二越
小峰　秀明 藤田商事（株）
岩谷恵理子 （株）プルータス
川俣　晴美 〃
津波古　礼 〃
中山　貴代 〃
上田　博也 紅忠オートスチール（株）
大澤　義行 〃
高橋　宏和 松菱金属工業（株）
西脇　光俊 〃
小山　純平 三井物産（株）
野崎　次郎 三井物産特殊鋼（株）
廣田　　勝 〃
大和久文子 （株）ヤマコー
鈴木　雅人 〃
小林　清孝 ヤマト特殊鋼（株）
山口　翔平 ユニタイト（株）

受験者数

115名

99名

90名

10名

28名

28名

370名

合格者数

114名

99名

85名

10名

28名

28名

364名

支　部

東　京

大　阪

名古屋

北関東

静　岡

広島地区

合　計

■平成19年度　特殊鋼販売技士3級合格者
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宇都宮浩道 愛知製鋼（株）
佐藤　友彦 〃
阪口　雅登 青山特殊鋼（株）
平田　健一 〃
福島　光徳 〃
小林　竜太 伊勢鋼材（株）
濱川　貴志 〃
大坪　孝寛 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
前田　　博 井上鋼材（株）
今川　雅博 井上特殊鋼（株）
狭　　敏基 〃
村重　英明 〃
八木　稔城 〃
新屋　克次 イワサ（株）
旗手　儀夫 〃
赤川　友紀 ウメトク（株）
川戸　利彦 〃
武田　昌憲 〃
馬場誠一郎 〃
平賀　崇嗣 〃
安川　裕治 〃
穂積　克浩 扇鋼材（株）
北村　裕介 岡谷鋼機（株）
西村　　匠 〃
平澤　友章 〃
重見　浩司 （株）越智製作所
中川　周治 〃
川元　喜雅 カネヒラ鉄鋼（株）
鎌田　裕貴 鎌田特殊鋼（株）
瀬戸　　洋 川上ハガネ（株）
久米田義実 合鐵産業（株）
平山　恭彦 〃
河本　貴英 （株）神戸製鋼所
西澤　公明 〃
安福亞希子 〃
吉村　裕代 小山鋼材（株）
吉村美奈子 〃
稲本　智弘 佐々木鋼業（株）
山崎　圭太 〃
高橋　秀典 佐藤商事（株）
柳原　隆宏 〃
堀田　大輔 （株）サンユウ
森　光次郎 〃
山本　洋三 山陽特殊製鋼（株）
河南　陽一 三利特殊鋼（株）
山村　　努 〃
伊藤　直哉 三和特殊鋼（株）
谷口　友和 〃
川口　善彦 JFE商事（株）
川原　　純 〃
山下　晋輔 〃
斉木　常志 ショートク（株）
小島　慎司 神鋼商事（株）
小倉　一晃 住金物産特殊鋼（株）
前井　貞雄 〃

池井　耕一 大同アミスター（株）
高橋　剛治 〃
小笠原　健 大同興業（株）
加藤　隆士 〃
鎗水　敦司 〃
本城　　豊 大東精機（株）
小川　智也 大同特殊鋼（株）
宮下　卓也 大同マテックス（株）
森継　　敬 〃
立島　　徹 大洋商事（株）
廣瀬　　梓 〃
柴田　啓示 （株）天彦産業
水田　誠二 〃
西田　欣秀 （株）東洋金属熱錬工業所
鎌田　憲治 中山通商（株）
佐々木弘行 日本特殊鋼材（株）
鈴木　健太 （株）パシフイックソーワ
河本　直穂 林田特殊鋼材（株）
田矢　晃一 〃
西川　祐貴 〃
和川　直子 〃
原田　英俊 阪神特殊鋼（株）
真倉　庸好 〃
村田　勝彦 阪和興業（株）
今井　　寛 日立金属（株）
広岡　　知 日立金属工具鋼（株）
待木　芳弘 （株）北陸ヨシナカ
児嶋　英志 （株）堀田ハガネ
梶　　俊久 三井物産（株）
渡　　貴弘 〃
小池　三雄 三菱製鋼（株）
綿谷　悠吾 （株）ミヤジマ
飯渕　弘基 メタルワン鉄鋼製品販売（株）
月舘　泰二 〃
朝井喜太郎 （株）メタルワン特殊鋼
井上　誠二 〃
越智　太作 〃
重清　仁志 〃
酒井　真広 モリテックスチール（株）
高阪　雄介 〃
保田　尚伸 保田特殊鋼（株）
原田　智博 大和特殊鋼（株）
内田　貴幸 陽鋼物産（株）
宮内　一幸 菱光特殊鋼（株）

榊原　一哉 愛知製鋼（株）
佐藤　直生 〃
西川　尊康 〃
鈴木　　稔 浅井産業（株）
前田　敬太 〃
安福　圭介 ウメトク（株）
前田　昭博 〃
山本　明範 〃
前川　健太 大阪ミガキ（株）
森下　文雄 〃

下河原　渉 岡谷鋼機（株）
藤田　和也 （株）岡谷特殊鋼センター
加藤　大典 （株）加藤一鋼材
前島　一公 川本鋼材（株）
坂尾　淳司 グリーンスチール（株）
三石　一智 〃
安河内昭徳 （株）神戸製鋼所
乙部　活雄 小山鋼材（株）
岩佐　　達 佐久間特殊鋼（株）
奥　　大輔 〃
権田　陽英 〃
杉原　菜美 〃
中川　　梓 〃
平塚　哲雄 〃
上別府正人 桜井興産（株）
上田　章裕 サハシ特殊鋼（株）
大石　啓嗣 〃
角田　彦弥 〃
川上　美香 〃
河　　三植 〃
木村　佳奈 〃
花井　健太 〃
横井　　彩 〃
岡村　靖朗 （株）三悦
小川　洋右 〃
大熊　尚史 杉本ハガネ（株）
角尾　貴夫 鈴木特殊鋼（株）
浪嵜　大輔 鈴豊精鋼（株）
松岡　尚平 〃
大木　純二 鈴秀工業（株）
川西　直人 〃
白井　弘道 〃
深見　政弘 〃
永井　　更 大同興業（株）
内田　光宣 大同特殊鋼（株）
河野　俊介 〃
小森　亮人 〃
篠田　道成 〃
西村　直史 〃
細谷　紀彦 〃
増田　有佑 〃
丸山　直希 〃
三浦奈巳世 〃
山内　澄人 〃
山田　良恵 〃
吉村　　始 〃
矢野　公一 大和興業（株）
高木　智英 （株）タカギスチール
飯島　貴之 孟鋼 （株）
小川ちえ美 〃
片平　　雄 〃
三浦　秀夫 〃
宮田　有加 〃
森　　勝史 〃
渡邊あすみ 〃
竹田　和喜 永田鋼材（株）
楢本　有毅 阪和興業（株）

名古屋支部

大阪支部
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淺越　裕一 日立金属アドメット（株）
井上　幸久 〃
後藤　成人 日立金属工具鋼（株）
塗塀　伸一 藤田特殊鋼（株）
阿部　　淳 宮崎精鋼（株）
西尾　耕治 〃
秋元　城司 （株）メタルワン
加藤　篤子 〃
小林　由起 〃
西川　洋平 〃
内田　　誠 （株）メタルワン特殊鋼
久野　貞昭 （株）山一ハガネ
森　　俊介 〃
六車　英高 〃
大塚　利博 〃
近藤　　彰 〃
濱口　誠和 〃
和田　豪人 〃

佐藤　貴則 井上特殊鋼（株）
安西　将人 王子製鉄（株）
太田　　誠 （株）カムス
須藤　修男 小山鋼材（株）
住吉　宏太 〃
大竹　友美 住商特殊鋼（株）
津久井淑恵 〃
小田橋文雄 大同マテックス（株）
篠原　友和 （株）マクシスコーポレーション
富田　浩章 〃

竹内　雅人 青山特殊鋼（株）
中野　邦昭 〃
増田　貴士 石原鋼鉄（株）
高橋　裕文 井上特殊鋼（株）
中田　裕介 〃
神谷　浩之 ウメトク（株）

深澤　寿彦 〃
谷川　雄太 〃
鳩野　浩範 〃
堀内　和貴 〃
植田　寿明 （株）交邦磨棒鋼センター
渡邊　敬幸 〃
田尻　雅則 小林鋼材（株）
吉川　豊一 〃
渡辺　　孝 〃
鈴木敦登志 佐久間特殊鋼（株）
蒔山　知洋 〃
松山　　真 〃
石田　充則 （株）サンコー
増田　真也 〃
渡辺　隆矢 〃
岡本陽一朗 大同マテックス（株）
千崎　譲治 〃
阿部　修平 ノボル鋼鉄（株）
石田　光由 〃
内藤　利樹 〃
橋口　　亮 〃
森　　好央 〃

倉崎　貴人 粟井鋼商事（株）
古本　龍哉 〃
赤木まゆみ 井上特殊鋼（株）
井芹　修一 〃
石原　　誠 〃
上西　宏治 〃
大垣　和志 〃
岡田　　準 〃
黒河　雅文 〃
清水　大介 〃
千光士順一 〃
鶴岡　達夫 〃
橋本　　敦 〃
古川　　哲 〃
宮本　航介 〃

安達　征宣 ウメトク（株）
高尾　明宜 〃
竹内　昌宏 〃
福島　勝則 〃
日野　朋政 ゲイビ鋼業（有）
大脊戸秀雄 深江特殊鋼（株）
大辻　克洋 〃
中尾　浩亮 〃
籏江　吉隆 〃
横原美樹男 〃
横山　尚之 〃
近藤　幸夫 （株）メタルワン特殊鋼
中村　憲和 〃

◎広島地区で8年ぶりに3級講座開講
平成11年に3級の講座を開講して以

来、8年ぶりで特殊鋼販売技士3級講座
を開講致しました。
深江特殊鋼（株）木村社長様、井上特

殊鋼（株）岡山営業所小川所長様及び大
同特殊鋼（株）大阪技術サービス部丹羽
先生等のご協力により、福山駅前の会場
を借りて、6月16日（土）、17日（日）、23日
（土）、24日（日）の週末4日間に30時間の
集中講座を実施いたしました。講義の日
には、深江特殊鋼（株）高梨総務部長様
に受付をお願いしました。受講生28名
は熱心に受講され、全員無事に合格さ
れました。

■特殊鋼販売技士支部別有資格認定者

1級

2級

3級

合計

884

1,453

2,318

4,655

796

1,362

1,591

3,749

450

860

1,440

2,750

57

74

128

259

49

95

156

300

48

103

220

371

16

66

86

168

1

40

211

252

2,301

4,053

6,150

12,504

東京 大阪 名古屋 東北 静岡 九州 その他 計

■特殊鋼販売加工技士支部別有資格認定者

実務編

基礎編

計

166

629

795

113

615

728

88

453

541

100

100

22

22

26

26

40

40

72

72

367

1,957

2,324

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 静岡 九州 その他 計

■特殊鋼販売技士・販売加工技士支部別有資格認定者累計表

平成19年11月16日現在

昭和51年（1976年）よりの累計数

平成7年（1995年）よりの累計数

合計 5,450 4,477 3,291 359 322 397 208 324 14,828

東京 大阪 名古屋 東北 北関東 静岡 九州 その他 合計

北関東

広島地区

静岡支部

北関東支部
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■国内屈指の“花火の町”大曲で
吉成信一東北支部長が社長を務め

られる協伸精鋼は、秋田県東南部の

大仙市に位置し、金型・産業機械・建

設機械向け製品の2次加工やマシニン

グを主力とする会社である。

2005年3月に、大曲市と仙北町をは

じめとした1市6町1村が合併して誕生

した大仙市は、東に奥羽山脈を見晴

るかし、雄物川の流れのもとに広がる

仙北平野をその隷下に治める。

協伸精鋼がある大曲地区はその中

心で、古くから秋田県南の交通の要衝

として、長い歴史と豊かな自然に育ま

れてきた都市である。現在でも、秋田

新幹線や秋田自動車道等の整備によ

り、首都圏からの一日行動圏に入って

いる。

大曲が全国に名をとどろかしている

のが、毎年8月第4土曜日に催される

「全国花火競技大会」だ。

雄物川河川敷で行われ「大曲の花

火」と親しまれるこの大会は、全国か

ら選抜された一流の花火師たちの腕

競べの舞台なのである。

国内で最も権威のある花火大会と

して、秋田県の人口を超える50万人

以上が訪れる、大曲を代表する風物

詩なのだ。

■全特協、最北の支部会員
「当社は全特協の正会員302社のな

かで、最も北にある会社です。そして、

全特協の歴史のなかでも最北の支部

事務所かもしれません」

第一声。あふれるような笑顔ととも

に、吉成社長はご自分の会社をこう紹

介された。

東北支部は、その範囲が広大で支

部会員33社のうち地元企業が11社で

しかない。

「そのため、東京方面らの出先機関

の方々にも支部運営の多くをご協力い

ただいています」

そのため、他支部と比較すれば一

体的な支部運営に困難が多いのも確

かだ。しかし、歴代の支部運営の苦

労もいまでは知恵にもなっている。

「会員同士が遠いからこそ、総会な

どはあえて各県持ち回りにしていま

す。利便性を超えて集えるような魅力

ある支部に、この10年で育ってきたの

ではないかと思います」

■次の10年にむけたレベルアップを
「全特協も法人化からすでに10年が

過ぎました。さまざまな事業が継続さ

れ、会員各社の意識も変わってきた。

では、これからの10年にむけて何に

取り組むかです」

そうしたテーマのなかで、東北支部

長として吉成社長が位置づけるのが

世代交代だという。

「そろそろ、われわれの後継者世代

が支部運営の要を担っていかなくては

いけません。まずは、来期をめどに運

営委員に数名入ってもらい、4～5年を

めどに副支部長から支部長といった

役員にシフトしていってもらいたいと考

えています」

突然おじゃま 
協伸精鋼（株） 代表取締役社長　吉成信一
秋田県の東南部。「大曲の花火」で有名な大仙市

で、機械向け製品の2次加工やマシニングを行う
協伸精鋼（株）。社長の吉成信一氏は、社業のかた
わら現東北支部長としてもご多忙である。吉成社
長のもとをおじゃまし、支部運営のことやご趣味
などその人となりを伺ってみた。

レベルアップを感じる10年間と次の世代にかける期待

吉成社長も専務であるご長男を、今

年から青年部会に参加させ、協会活

動に広く関わるよう取り組み始めたと

ころだ。

「若い人たちの協会への参加と主導

とで、会員の相互理解や親睦を深め、

さらなるレベルアップを図っていって

ほしい」

支部長として、社長としてのこの10

年間の願いだ。

■渓魚を追い、森を歩く愉しみ
豊かな自然に囲まれた秋田県南部

は、自然環境がよく保たれた山河に恵

まれている。

春から秋にかけては、フライロッド

を握って、渓魚を追うのがなによりの

楽しみだという吉成社長。

「フライフィッシング歴はすでに30年

以上になり、同好のなかではハシリの

部類でしょうか」

その醍醐味は、毛針で魚を誘い出

す駆け引きと、スポーツ色の強い躍動

感ある釣り味だという。

「すがすがしく清浄な空気にあふれ

た森の中を歩くことだけでも、大いな

るよろこび。健康面でも精神面でも、

私のバイタリティの源です」

渓流をおもうとき、社長として支部長

としての多忙さからひととき解放され

るのか。

実にはればれとした表情で、竿を振

る手ぶりをまじえながら故郷の山河に

ついて語られた。
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■リフレッシュには欠かせないゴルフ
「オヤジのクラブを手にとって遊ん

でいたのが小学生のころ。これがゴ

ルフとの出会いだけど、社会人になる

までコースに出ることは親から許可が

出なかった。コースに出るようになっ

たのは、日立金属に入社してからだね」

日立金属工具鋼とともに、日立金属

アドメットの会長も務められる岡崎直

城氏は、ご自身のゴルフ歴をこう切り

出された。

「コースに出るのは年間15回くらい

か。仕事でのおつきあいとプライベー

トが半 く々らい。いまでは勝ち負けに

ガツガツしないで、90前後のスコアで

のんびりまわることが多いね」

ゴルフの魅力といえばテニスなども

同様だが、年齢を重ねても楽しめるス

ポーツだと、岡崎氏はいう。

「外の空気を吸いながら体を動か

せば、とてもいいリフレッシュになるね」

そんな岡崎氏のゴルフ歴のなかで

忘れられないのが、ホールインワンを

達成していることだ。

「それも、2回もですよ」

得意気に笑われる岡崎氏のホール

インワン体験とはこうだ。

■やはり爽快！2度のホールインワン
一度目は1979年に熊谷ゴルフでの

こと。コースは140ヤード、パー3。

「もちろん狙っていましたよ。といえ

ば、ウソじゃないが現実的ではないか

な。でも、快心のショットでしたよ」

2回共に、グリーン上のボールが

カップに吸い込まれる様子は、はっき

り見えたそうだ。

「やった本人がいちばんぼう然とし

てたかな。なにが起こったのか理解

するまで多少の時間がかかった」

企業の投資も欧米中心から中国、

東南アジアへと変化したが、

「いろんな意味で、日本全体が成熟

し、やや活力不足の感じがしますね」

■人生は、初心と健康を第一に！
そんな経験をふまえて若いビジネス

マンにアドバイスは？

「海外が多かったが、どこに行って

もビジネスは人と人とのつながりが重

要。製品がいいだけでは商売は成功

しないし、基本は相互の信頼関係で

あることは世界共通ですね。」

義理人情といえば硬いかも知れな

いが、誠意やまごころといえば国も時

代もこえるということだろう。

「座右の銘？　そうだなあ。『初心、

忘るべからず』かな」

うまくいっているときこそ、原点に立

ち戻ることを肝に銘じていらっしゃる

そうだ。

「あとは健康第一ですね。自己実現

の最も強い武器だと思うんですよこれ

は。大事にしなきゃいけません」

よくしまったスマートなお体を、細身

のスーツに包んで、穏やかに微笑まれ

た。

2回目は1981年、赴任先のブラジル

でのことだった。最初のときからさほ

ど時間がたっていないため、転がる

ボールを見ながら次の事態への予測

と理解は容易についたらしい。

「まだ一度目のホールインワンの記憶

が鮮明に残っていたから。ただ、この

ときはブラジル日立のコンペだったの

で、あとが大変だった」

もっとも、現地の企業仲間で「岡崎」

といえば一躍有名になり、顔と名前を

売るには大いに役立ったという。

■成長から成熟へと転換した時代に
東京・渋谷で生まれ育った岡崎氏

は、大学卒業後の1968年に日立金属

に入社。島根県安来工場が初任地

だった。

「当時、島根県までは約20時間。三

等列車に揺られて降り立った現地は、

東京から出たことのない私には、大き

なカルチャーショックだった」

その後、7年の工場勤務を経て東京

本社に配属され、アメリカやブラジル

といった海外での、営業の仕事を長

く経験された。

97年より日立金属・名古屋支店長。

2003年に日栄鋼材の社長に就任され、

2004年10月の会社再編を

受けて現職に。

「業界入りしたころは、輸

出が右肩上がりでヒット商

品も多く、成長を実感しな

がら働けた。当時の主力

市場はアメリカであった

が、日米貿易摩擦の時に資

料作りなど徹夜でやったこ

とも思い出ですね。総じて

いい時代に仕事ができた

と思う」

私の愉しみ
日立金属工具鋼（株）取締役会長／岡崎直城

狙って入るものじゃないが
2度のホールインワンは貴重な経験

今春、マニラの関連会社を訪れた際のラウンドの合間（左が岡崎氏）
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理事会・委員会報告理事会・委員会報告

第28回理事会
日　時：10/29  16：00～17：00 於：鉄鋼会館

内　容：（１）議題

第1号議案　平成19年度上期事業報告書（案）及び

収支決算書承認の件

第2号議案　会員の入会承認の件

（2）報告事項　

①各委員会報告

②事務局報告

第45回運営委員会
日　時：10/29  12：00～13：45 於：鉄鋼会館

内　容：（1）協議事項

①平成19年度上期事業報告書（案）及び収支決算

書（案）について

②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

第9回経済産業省との連絡会
日　時：10/29  14：00～15：45 於：鉄鋼会館

経産省：石川鉄鋼課長、松渕課長補佐、野辺流通係長

内　容：議題

①最近の鉄鋼需要動向（石川課長報告）について

②各支部の現況と市況説明

第33回総務委員会
日　時：10/25  15：30～17：00 於：鉄鋼会館

内　容：（1）審議事項

①平成19年度上期事業報告書（案）及び収支決算

書について

②会員の入会について

（2）報告事項

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：6/7  15：00～17：00 於：鉄鋼会館

内　容：1. 特殊鋼販売技士3級試験問題選定について

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：7/26  12：00～14：00 於：鉄鋼会館

内　容：1. 特殊鋼販売技士3級合否判定について

2. 東京、大阪、名古屋、北関東、静岡、広島地区

合計370名受験　364名合格

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：9/27  15：00～17：00 於：鉄鋼会館

内　容：1. 特殊鋼販売技士2級試験問題選定について

2. 検定試験場での講師立会いについて（今後立会い

無しに統一）

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：11/16  12：00～14：00 於：鉄鋼会館

内　容：1. 特殊鋼販売技士2級合否判定について

2. 東京、大阪、名古屋、北関東、静岡

合計248名受験　207名合格

人材育成委員会　第1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：4/20  12：00～14：00 於：名鉄ニューグランドホテル

内　容：議題

①ワーキンググループ・メンバー紹介

②研修制度の内容について

③今後の進め方について

人材育成委員会　第2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：6/29  12：00～14：00 於：名鉄ニューグランドホテル

内　容：議題

①委員各位のWG会議の進め方アイデア紹介

②研修現場の実態把握及び今後の予定について
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第14回広報委員会
日　時：7/11  12：00～14：00 於：鉄鋼会館

内　容：1. 広報誌「すてぃーる」32号発行について

2.「はがねの日」対外事業について

第15回広報委員会
日　時：10/11  15：00～17：00 於：鉄鋼会館

内　容：1. 広報誌「すてぃーる」33号の作成について

2.「はがねの日」事業について

第19回青年部会正副部会長会議
日　時：10/19  12：30～14：30 於：鉄鋼会館

内　容：1.「はがねの日」対外的な事業について

2. 第10回運営委員会の開催について

広報委員会　第1回「はがねの日」の対外的な
事業に係るワーキンググループ会議
日　時：8/9  14：30～17：00 於：鉄鋼会館

内　容：1. 対外的な事業案について

2.「すてぃーる」に掲載予定の事項について

人材育成委員会　第3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：9/27  12：00～14：30 於：鉄鋼会館

内　容：議題

①販売技士制度に何を期待するか？

アンケート設問の中身について

②研修現場の実態報告

─── 広報委員会からのご紹介 ───────────────────────────

「鋼鉄（はがね）婚式」があることをご存知でしたか？

全特協は、平成20年12月には創立11周年を迎えます。毎年4月1日を「はがねの日」に制定いたしましたので、

「はがねの日」にちなんで、おもしろい情報をご紹介します。

平成9年に結婚されたご夫婦が、あなたの近くに居られませんか？

「鋼鉄（はがね）の様に強い愛情で結ばれたご夫婦をお祝いしてあげましょう。」

ちなみに、結婚してそれぞれの期間ごとに次のように決められています。

結婚 1年目：紙婚式

5年目：木婚式

6年目：鉄婚式

7年目：銅婚式

10年目：錫婚式

11年目：鋼鉄（はがね）婚式

25年目：銀婚式

50年目：金婚式
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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ひきつづき20％引きで実施中です。是非ご利用下さい。

お問合せは、事務局までお電話下さい。（Tel：03-3669-5803）

鉄網製共通通い箱「おかよちゃん」について（経営効率化委員会）
鉄網製（大）＠10,000円（内寸　960×760×350）

鉄網製（中）＠ 8,000円（内寸　760×465×400）

鉄網製（小）＠ 5,000円（内寸　770×460×250）

（ご指定倉庫車上渡し、納期約10日間）

平成19年4月積以降、素材価格の高騰に伴い、会員の皆様への仕切り価格が値上がりしておりますが、市販価格よりは安価です

ので是非ご利用下さい。

注文用紙は事務局にございますのでご一報ください。（Tel：03-3669-2777）

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

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

ご相談先：飯田法律事務所　Tel：03-3666-3838（窓口：高橋氏）

ご相談の流れ：①全特協「法律無料相談窓口」を希望とお伝え下さい。

②所属支部と会社名をお伝え下さい。

③相談内容を簡単にお伝え下さい。

④その後、弁護士の先生と直接具体的な相談をして下さい。

⑤必要なら、地方在住の弁護士さんを紹介してもらえます。

ご相談内容は守秘義務があり協会には一切報告されません。

平成19年11月1日付で事務局・業務部長が渡辺勇氏から鈴木雅博氏に交代しました。
鈴木　雅博（すずき まさひろ） 1949年名古屋生まれ

1971年高崎経済大学経済学科卒

（職歴） 1971年4月 大同特殊鋼（株）入社

1990年 営業本部大阪支店福岡営業所主査

1993年 大同インコアロイ（株）出向（課長～次長補）

1994年 帯鋼事業部企画管理室主任部員

1995年 〃　　帯鋼販売部みがき帯室長

2001年 〃　　　　〃　　帯鋼室長（次長）

2006年 〃　　　　〃　　帯鋼営業室副主席部員（次長）

（趣味） 街道ウォーキング

■編集後記■
今年も残すところあと20日あまりとなりました。年の瀬の風物詩、

注連飾りや歳末商戦の威勢のいいかけ声も失せ、年々季節感が

薄らいで行くような気がします。今年最後の『すてぃ～る』33号を

お届けします。はがねの日の目玉として記念切手の発行を企画し

てみました。是非ご協力の程を…　今号の突然おじゃまでは、東

北支部長の吉成協伸精鋼社長にご登場願い渓流釣りの達人の話

を聞かせて頂きました。また、私の愉しみでは、日立金属工具

鋼・岡崎会長からゴルフの極意をお聞きしました。愛好家の皆さ

ん参考にして来年のゴルフに繋げて下さい。

会員の皆様、来年も宜しくお願いします。どうぞ良いお年をお

迎え下さい。

広報委員会委員長・広報誌発行責任者／竹内誠二

鈴木雅博氏



「はがねの日」記念切手の購入ご協力お願い

広報委員会では、平成20年4月1日の「はがねの日」記

念事業の一環として、「はがねの日」記念切手をデザイ

ン・制作する事となりました。

この記念切手は、80円切手10枚を1シートとして、郵

便局では、1,000シート単位で受注制作し、1シート

＠1,200円で発売しておりますが、当協会の会員様には、

これを＠1,000円でご購入いただき、差額は広報委

員会が負担いたします。なお、＠1,000円でご購入いた

だいた切手代金のうち、＠100円を赤十字等に寄付い

たしますので、奮ってご注文下さいますようお願い致し

ます。

広報誌「すてぃーる」33号に同封いたしました注文

申込書に必要事項をご記入のうえ、下記要領をご確認

の上、協会事務局にFax（03-3669-0395）して下さい。

同時に代金を当協会指定の口座にお振込み下さい。

記

（1）ご注文はシート単位で最低5シートから最大50シートまでご購入いただけます。

（2）ご注文締切りは平成20年1月31日（木）

（3）納期は受注後約1ヶ月　　　　

（注意）郵便局では、受注した1,000シートを一括発送するサービスしかしておらず、個別発送ができないため、

所属支部事務局経由でお渡し致します。

（4）代金振込先 （振込手数料はご負担願います。）

郵便振替 みずほ銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三井住友銀行 銀行名など 

0001 0005 0009 金融機関コード 

京橋支店 新富町支店 日本橋東支店 取引店名 

024 749 034 店番号 

普通預金 普通預金 普通預金 口座種類 

00120 － 7 － 409587 1658642 3839839 7278019 口座番号 

社団法人　全日本特殊鋼流通協会 口座名義 
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