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「第3回 全国ボウリング大会」開催

全特協は10月13日（土）、名古屋市中村区のレジャック・ボウリングで「第3回 全国ボウリング大会」を開催した。参加チー
ムは全国の各支部の予選で選抜された11チームに事務局チームを加えた全12チーム。本部・支部役員を含めた関係者58名が
参加した。ゲーム終了後には表彰式と懇親会も行われ、全特協唯一の全国的な福利厚生イベントにふさわしい支部の垣根を
超えた交流が図られた。

■第3回目の開催となった福利厚生のための全国イベント
平成28年に法人化20周年を迎えたことを機に全特協では、東日本、中日本、西日本の全国3ブロック制を導入した。ブロッ

ク内支部が協同する事業の実施とともに、全国組織としての活動を活発化する目的で今年で3回目の開催となるのが「全国ボ
ウリング大会」である。

ボウリング大会は各支部で、会員企業の社員がグループで気軽に参加
できる福利厚生事業として毎年4月1日の「はがねの日」などに行われてい
るため、それを予選大会とし、東京、大阪、名古屋から各2チーム、その
他の支部からは各1チームが選抜され、別表のとおり11チームと事務局
チームの12チームが参加した。

各支部から選りすぐりのボウリング巧者が集った熱戦の結果は、団体
戦（3人・2ゲーム制）は合計1040ピンを獲得した東京代表の伊藤忠丸紅特
殊鋼Aチームが優勝。昨年準優勝の雪辱を果たした。

第3回目の全国大会は名古屋を舞台に参加12チーム36名（男性32・女性4）で行われた
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■ 一昨年、昨年の悔しさをバネに伊藤忠丸紅特殊鋼が初優勝を飾る
個人の部優勝は男子が伊藤忠丸紅特殊鋼Bチーム（東京）の湯浅潤一さん（385ピン）で、女子が桜井興産の西野芳子（334ピ

ン）。いずれもハイゲーム賞も獲得し、西野さんは昨年に続き女子の部2連覇を達成。例年に比べスコアは伸び悩んだが、会
場となったレジャック・ボウリングはボールのカーブのコントロールが難しいレーンで、上級者ほど苦しみながらの成績で
あった。

■ 福利厚生イベントの発信で業界の繁栄につながる仲間づくりを
表彰式・懇親会は、今大会を主催した経営効率化委員長で開催地名古屋の支部長でもある松岳大樹氏（トーキン・代表取

締役）が司会を務め、スタート。大会会長の佐久間貞介・全特協会長（佐久間特殊鋼・代表取締役）が、「日ごろは資格研修や
講演会など堅めの勉強の場を提供している全特協だが、こうした福利厚生的なこともやっている。今回も非常に皆さん和気
あいあいと楽しくプレーされた。会社に帰られたら是非、勉強だけでなくこうしたイベントもあることを発信していただい
て仲間を増やすきっかけにし、全国の会員と業界の繁栄につなげていただきたい」と呼びかけた。

その後、櫨巳芳副会長・中日本ブロック長（辰巳屋興業・
代表取締役社長）の発声で乾杯し、成績発表と懇親会が行
われ、宮崎義一専務理事の中締めまで活気あふれる懇談が
行われた。

団体の部 支部 チーム名 ピン数

優勝 東京 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）A 1040

準優勝 大阪 南海鋼材（株） 1017

3位 東京 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）B 954

4位 名古屋 桜井興産（株） 936

5位 大阪 菱光特殊鋼（株） 915

6位 中国 深江特殊鋼（株） 843

7位 名古屋 愛鋼（株） 799

8位 静岡 碓井鋼材（株）静岡 765

9位 全特協・事務局 758

10位 北関東 （株）カムス 723

11位 東北 （株）竹内ハガネ商行・仙台 706

12位 九州 井上特殊鋼（株）福岡 656

個人の部 プレーヤー名 1G 2G HDCP トータル

男子　優勝 湯浅潤一（伊藤忠丸紅特殊鋼B） 211※1 174 0 385

〃　準優勝 川本竜（伊藤忠丸紅特殊鋼A） 193 170 〃 363

〃　 　3位 中谷圭佑（南海鋼材） 179 162 〃 341

女子　優勝 西野芳子（桜井興産） 147※2 147 40 334

〃　準優勝 高橋奈歩（愛鋼） 126 103 〃 269

〃　 　3位 斉藤洋子（碓井鋼材・静岡） 97 94 〃 231

第3回 全国ボウリング大会　団体・個人（男子・女子）成績表
2ゲームトータルピン数・3人1組（女性はHDCP20ピン/1G）

※1男子ハイゲーム　※2女子ハイゲーム

団体優勝した伊藤忠丸紅特殊鋼Aチームの笠原淳、川本竜、北茂徳の各氏。
「一昨年は3位、昨年は2位と悔しい思いをしてきたので、優勝できてうれしい」と
喜びのコメント

「ピンアクションにも恵まれ、この舞台に立つことができた」と個人男子優勝のコ
メントを述べる伊藤忠丸紅特殊鋼Bチームの湯浅潤一さんと（写真左）、櫨副会
長から表彰される個人女子優勝、櫻井興産の西野芳子さん（写真右）

表彰式と懇親会は「キャッスルプラザ」に会場を移動して行われた（写真左から）あいさつする佐久間会長、櫨副会長、松岳委員長
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各支部で
「賛助会員との交流会」を開催

■東京支部
開催日時：平成30年7月20日（金）　開催場所：海運クラブ（東京都千代田区平河町）

■大阪支部
開催日時：平成30年11月12日（月）　開催場所：ザ・リッツ・カールトン大阪

流通およびメーカー各社から約80名が出席。第一部では大
相撲の元小結・大豊関が興した荒汐部屋の親方夫人・鈴木ゆ
かさんを招き、「相撲部屋おかみさん奮闘記」と題した講演会
を行った。かつて弟子が一人となり、存続の危機に陥った荒
汐部屋で鈴木さんが、WEBを活用しながら積極的に相撲部屋
の情報発信に努め魅力をPR。また、稽古場を開放することで
見学者も増やしながら入門者を獲得し、ついに関取を輩出す
るまでに至った苦心談を交えながら、若手育成やしきたりの
中で新しいことに取り組んでいく工夫を披露。社員教育にも
参考になる内容で、質疑応答も活発に行われた。

第二部の交流会の冒頭で碓井達郎支部長（碓井鋼材・代表取締役）は、6
月の支部総会で一部改選された部会長を紹介しながら「今期も会員に役立
つ事業を開催する。引き続き大勢の参加と支部運営への協力をお願いし
たい」と呼びかけた。その後、賛助会員を代表して登壇された大前浩三理
事（山陽特殊製鋼・取締役常務執行役員東京支社長）が乾杯の発声をされ、
鴨山明正内外交流部会長（東海鋼鉄・代表取締役）の中締めまで、活気あ
ふれる懇談が行われた。

流通およびメーカー各社から60名が出席。交流会に先立つ第1部では、
プロゴルファーの水巻善典氏を講師に招き、「ゴルフが上手くなる人、上
手くならない人」と題する講演会を行った。水巻氏は「ミスは忘れ、その
後にどうするかだけを考えてほしい」とアドバイス。ゴルフプレーのポイ
ントを実演を交えながら解説するとともに「いつまでもゴルフを楽しんで
もらいたい」などと語った。

第2部の懇親会の冒頭、あいさつに立った久木田至支部長（櫻井鋼鉄・代
表取締役社長）は、「メーカーはフル稼働が続き、流通は玉不足、納期遅れ
で大変な苦労をしたが、総じてよかった1年だった。ただ今後、米中貿易
摩擦や世界的な景気減速の予想もあり、来年は見通しにくくなっている」
などと景況について触れた。続いて、特殊鋼倶楽部大阪支部長の井上満氏

（山陽特殊製鋼・執行役員大阪支店長）が賛助会員を代表してあいさつされ、
同運営委員長の平林一彦氏（大同特殊鋼・常務執行役員大阪支店長）が乾杯
の発声をされ活気にあふれ、和気あいあいとした懇談の場がもたれた。

正会員と賛助会員との情報交換や、今後の協力を確かめ合う交流会の
中締めは、福原實晴・全特協副会長兼西日本ブロック長（南海鋼材・代表
取締役）の中締めで散会した。

講演する鈴木ゆかさん

大前理事による乾杯発声

あいさつする碓井東京支部長

あいさつする福原實晴副会長

あいさつする平林一彦氏
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経済産業省が主催する2018年秋の叙勲伝達式が平成30年11月12日（月）、東京プリンスホテル（東京都港区芝公園）で開
催され、クマガイ特殊鋼（株）代表取締役会長の熊谷達男氏が旭日双光章を受賞した。
熊谷氏は、全日本特殊鋼流通協会理事、名古屋支部長などを歴任し、2002年から3期6年にわたり当協会副会長を務める

など、特殊鋼流通業界の発展に尽くした業績を称えられての受章となった。
ご令室の美智子さんとともに式典に臨んだ熊谷氏は、「業界の皆さまの

おかげで受章できたようなもの。これからも業界に貢献していきたい」と
コメントし、叙勲伝達式の後、バスで皇居に向かい春秋の間で天皇陛下に
拝謁した。
社団法人化した後の全特協推薦の勲章受章者は、2001年、2014年にい

ずれも旭日双光章を受章した田島清・元会長（故人）と樋口克彦・元副会長
と2016年、2017年にいずれも旭日小綬章を受章した三上聡彦、竹内誠二
の両元会長に続き5人目となった。

当協会副会長などを歴任された熊谷達男氏が
秋の叙勲で「旭日双光章」を受章

■名古屋支部
開催日時：平成30年9月5日（水）　開催場所：東京第一ホテル錦

正会員・賛助会員各社より56名参加のもと開催。第一部の事業報告会冒頭
あいさつで、松岳支部長（トーキン・代表取締役社長）は「これまでの経験則
が通用しない自然災害と同様に、業務面でも働き方改革推進の機運が高まる
など変化の局面に差し掛かっている。会を通じて賛助会員との交流を深め、
業界発展に向けた意見交換をして頂きたい」と述べた。

第二部の講演会ではライフバランスマネジメント研究所代表の渡部卓氏を
講師に招き、「折れない心のつくりかた」をテーマにストレスチェックの方法、
正しい部下の叱り方・ほめ方・話の聞き方などの解説を頂いた。

第三部となる懇親会では賛助会員を代表し、安藤喜昭氏（山陽特殊製鋼・
名古屋支店長）があいさつし、乾杯の音頭を取った。

最後に内外交流部会の熊谷多津旺（クマガイ特殊鋼・会長）が中締めし、散会した。

あいさつする松岳支部長 講演する渡部氏

旭日双光章を佩用し、美智子夫人と皇居での拝謁にのぞむ熊谷達男
氏（右）。青年部会の設立やフィンランド視察研修などを印象に残る協
会活動として振り返られた。経済産業省から推薦され211名が叙勲伝達式にのぞんだ。
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特殊鋼販売技士3級講座は次の各支
部で開講し、平成30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
30年7月18日（水）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。

支　部 受験者数 合格者数
東　京 125 114
大　阪 110 94
名古屋 118 103
東　北 19 19
北関東 16 12
静　岡 21 15
九　州 20 20
合　計 429 377

成績優良者　合計18名
［東京支部］
黒崎　雅文	 （株）UEX
島田　洋行	 小山鋼材（株）
森上美貴子	 野村鋼機（株）

［大阪支部］
津田ちなつ	 住商特殊鋼（株）	
轟　香緒里	 三洋金属熱錬工業（株）
落海尚一郎	 中海鋼業（株）

［名古屋支部］
三宅優美子	 愛知製鋼（株）
太田　彩香	 川本鋼材（株）
関谷　康平	 大同興業（株）
千葉　鉄平	 （株）大同分析リサーチ
松﨑　　良	 日立金属工具鋼（株）	

［東北支部］
大友　赳男	 藤田商事（株）
大宮　純子	 大同DMソリューション（株）
小林　広基	 テー・ビー・ケー（株）
金子　　基	 三和精鋼（株）

［北関東支部］
菱沼　　猛	 池垣冷鋼（株）
冨永真一郎	 　　〃

［九州支部］
伊藤　友也	 井上特殊鋼（株）

東京支部
渡辺　勇介 秋山精鋼（株）
温　　彙郁　 　　〃
王　　奕捷 　　〃

松本　範夫 秋山精鋼（株）
高橋　直希 　　〃
岡田　滉平 浅井産業（株）
渋川　達矢 　　〃
斉藤　明剛 　　〃
高橋　雅博 　　〃
山田　晋也 朝日工業（株）
菊池　　潤 麻布鋼材（株）
諸橋　優吾 池内精工（株）
佐原　未来 　　〃
宮崎　志保 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
谷田　朋貴 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
堀　　大地 井上特殊鋼（株）
安田　健人 　　〃
赤松　裕大 岩田鋼鉄（株）
黒崎　雅文 （株）UEX
高橋　陽平 　　〃
汐月　顕子 　　〃
森田　賢人 王子製鉄（株）
内田　純也 カネヒラ鉄鋼（株）
横田　聖人 高周波精密（株）
橋元　勇統 　　〃
澤田　英輔 （株）神戸製鋼所
落合　　稔 　　〃
島田　洋行 小山鋼材（株）
新井　　峻 佐藤商事（株）

堂本　浩紀 佐藤商事（株）
翁　　才永 　　〃
加藤　雅樹 　　〃
横山　将人 　　〃
成川　大樹 　　〃
平　　拓郎 　　〃
望月　　匠 　　〃
森田　拓海 山陽特殊製鋼（株）
原　千恵子 　　〃
井上　徹也 　　〃
中川　寛子 　　〃
入江　　舞 　　〃
細田　哲郎 芝本産業（株）
森　　達也 清水鋼鐵（株）
高野　明梨 　　〃
佐藤　泰誠 下村特殊精工（株）
齋藤　孝行 　　〃
秦　　佑介 （株）シルド
矢折　　淳 新日鐵住金（株）
渡邉　祐美 住商特殊鋼（株）
中川　悠貴 　　〃
中川　貴史 （株）善光商事
宋　　永仁 　　〃
内田　幸伸 第一鋼業（株）
尾崎　晃輝 大同興業（株）
小野寺倖之介 　　〃

■平成30年度 特殊鋼販売技士3級合格者名簿

平成30年度特殊鋼販売技士2･3級合格者名簿
■平成30年度 特殊鋼販売技士2級合格者名簿

特殊鋼販売技士2級講座は次の各支
部で開講し、平成30年10月17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
30年11月6日（火）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。

支　部 受験者数 合格者数
東　京 49 39
大　阪 56 44
名古屋 59 40
北関東 13 11
中　国 16 13
合　計 194 147

成績優良者　合計9名
［東京支部］
勝野　友之	 山陽特殊製鋼（株）	
塚元　崇文	 藤田商事（株）
三宅　貴大	 三菱製鋼（株）
広瀬　雄己	 （株）メタルワン特殊鋼

［名古屋支部］
久野　峰稔	 愛知製鋼（株）
梅田　まき	 （株）交邦磨棒鋼センター
﨑岡　良太	 鈴秀工業（株）
須田　健太	 阪和興業（株）

［北関東支部］
塩村　伸浩	 ウメトク（株）

東京支部
遠藤　佑起 青山特殊鋼（株）
武田　浩一 秋山精鋼（株）
須山　紀行 麻布鋼鉄（株）
佐々木大暢 井上特殊鋼（株）
堀井　拓洋 　　〃
高野尾知賢 　　〃
パラリット コシン インターナショナルアロイ（株）
桐谷　尚椰 （株）UEX
金子　達矢 　　〃
池谷　良政 　　〃
奥坂　尚也 カネヒラ鉄鋼（株）
近藤　健太 兼松トレーディング（株）
大平　道夫 小山鋼材（株）
勝野　友之 山陽特殊製鋼（株）
渡辺　奏子 　　〃

木下　　穣 山陽特殊製鋼（株）
中村久美子 　　〃
小野　哲士 下村特殊精工（株）
秋山　裕志 城北伸鉄（株）
岡﨑　　貴 （株）シルド
有吉　絵理 大同特殊鋼（株）
星野ふじ子 　　〃
目　　靖之 　　〃
鈴木　隆弘 　　〃
菅野　和永 大洋商事（株）
増田　拓也 　　〃
樽澤　和也 　　〃
石田　真之 辰巳屋興業（株）
石本　修之 日本高周波鋼業（株）
目木　裕介 （株）ハクロフォージング
石原　賢一 日立金属（株）
高橋　　勝 （株）ファインスティールエンジニアリング
塚元　崇文 藤田商事（株）
田中　友治 （株）プルータス
三宅　貴大 三菱製鋼（株）
包　　金貴 （株）メタルワン特殊鋼
大島　圭輝 　　〃
広瀬　雄己 　　〃
寺田　真大 　　〃

大阪支部
川上　雅也 秋山精鋼（株）
田中　雄太 浅井産業（株）
長井奈美子 アッサブジャパン（株）
渡辺　赳仁 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
松井　健師 　　〃
川面　江里 井上特殊鋼（株）
小今井　聡 　　〃
副島　優希 　　〃
久保田将平 　　〃
志賀江津子 　　〃
栗田　貴章 ウメトク（株）
澤野　翔太 　　〃
吉村　允秀 （株）カムス
谷上　香織 木ノ本伸線（株）
巻幡　雅治 　　〃
黒住　誠治 　　〃
島井麟太郎 （株）菰下鎔断
木下　祥実 　　〃
糊井　聡子 　　〃
澤　　翔太 　　〃
山部　　翔 佐藤商事（株）

北岡　　亮 佐藤商事（株）
高野　修徳 山陽特殊製鋼（株）
一瀬　雄志 　　〃
佐藤　尚弥 三和特殊鋼（株）
松浦　啓介 　　〃
関　　聖二 　　〃
馬渡　　聡 JFE商事（株）
松尾亜沙子 正野磨鋼材（株）
藤井　大介 大同興業（株）
山口　弘太 大同特殊鋼（株）
熊谷　　孟 　　〃
中塚　康佑 大博鋼業（株）
金沢　泰行 （株）竹内ハガネ商行
谷山　亮太 （株）天彦産業
和田　良作 （株）TONEZ
谷口　隆裕 日本金型材（株）
北山　純一 （株）阪神メタリックス
山本　拓哉 （株）不二越
友田健太郎 （株）堀田ハガネ
石田　陽一 （株）ミヤジマ
林　　伸哉 （株）メタルワン特殊鋼
上井　一真 モリテックスチール（株）
塩見　友彬 陽鋼物産（株）

名古屋支部
久野　峰稔 愛知製鋼（株）
多田　直樹 　　〃
川口　大介 　　〃
三宅　拓実 　　〃
日髙　達夫 　　〃
服部　　萌 　　〃
岡田壮太郎 　　〃
水間　俊介 浅井産業（株）
矢野　将宏 川本鋼材（株）
藤本　昌紀 　　〃
山田　鈜之 クマガイ特殊鋼（株）
梅田　まき （株）交邦磨棒鋼センター
吉田　友紀 　　〃
稲垣　仁志 　　〃
赤池慎太郎 佐久間特殊鋼（株）
植野　裕太 　　〃
片山　泰弘 　　〃
村瀬　愛子 　　〃
横山　夏樹 　　〃
石原　慎也 サハシ特殊鋼（株）
杉原　康太 　　〃
江端　渓人 （株）三悦

牧　　省吾 （株）司鋼商会
細川　　一 鈴秀工業（株）
﨑岡　良太 　　〃
片山　雄太 　　〃
有吉　　光 　　〃
作田　潤紀 （株）大同分析リサーチ
鈴木　雅史 　　〃
後藤聡一郎 　　〃
阿萬　和久 （株）タカギスチール
武田　敦史 　　〃
竹井　勇人 辰巳屋興業（株）
須田　健太 阪和興業（株）
松山　晋也 日立金属工具鋼（株）
杉浦　基雅 松岡特殊鋼（株）
佐藤　智浩 宮崎精鋼（株）
松田　梨沙 　　〃
古山　麻衣 　　〃
盛林　亮介 　　〃

北関東支部
鈴木　　忠 碓井鋼材（株）
塩村　伸浩 ウメトク（株）
小林　裕宜 （株）カムス
橋本　浩史 　　〃
沖山　尊人 　　〃
金子　雄介 　　〃
小林　泰徳 　　〃
根本　太郎 清水特殊鋼（株）
宮本　典明 野村鋼機（株） 
藤本健太郎 　　〃
甲斐　　信 （株）メタルワン特殊鋼

中国支部
池田　圭吾 井上特殊鋼（株）
藤本　翔貴 　　〃
渡壁　巧章 カネヒラ鉄鋼（株）
藤川　毅彦 小山鋼材（株）
亀山　圭一 　　〃
植村　政晴 佐藤商事（株）
荒瀧真由美 　　〃
大竹　章友 　　〃
鹿児嶋大造 大博鋼業（株）
岸　　悠司 　　〃
甲斐　光一 深江特殊鋼（株）
宮澤　尚吾 　　〃
小川　智弘 　　〃
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川本　拓実 大同興業（株）
小牛田恭輔 　　〃
成瀬　早紀 　　〃
藤井　栄里 　　〃
金　　東浩 大同DMソリューション（株）
王　　　衝 大同特殊鋼（株）
齊藤　　賢 　　〃
諸星佳代子 　　〃
三輪　恭平 　　〃
大石　貴之 　　〃
全　　　程 　　〃
目黒　竣也 　　〃
工藤　成男 大洋商事（株）
戸川　　学 　　〃
大平　涼太 （株）鐵鋼社
坂本　　学 東洋特殊研磨（株）
酒井　謙伍 中川特殊鋼（株）
中村　怜史 　　〃
加藤可七夢 　　〃
大井　昭宏 （株）ナカタニ
山口啓二郎 中山通商（株）
久冨　綾乃 日本金属（株）
下園真一郎 　　〃
北澤　浩之 　　〃
野村　泰史 日鉄住金物産（株）
和田　勇輝 ノボル鋼鉄（株）
渡辺　健嗣 野水鋼業（株）
木村あずさ 野村鋼機（株）
森上美貴子 　　〃
飯田　将平 　　〃
松木　　亮 バキュームモールド工業（株）
天野　悠希 （株）ハヤカワカンパニー
石野　　透 阪和興業（株）
滝　　仁志 　　〃
中美　総司 阪和興業（株）
笹野　真史 阪和工材（株）
川田　良太 日立金属（株）
中務　勝行 　　〃
馬　　　天 　　〃
中矢　拓海 日立金属商事（株）
鄭　　大昊 　　〃
清水　智大 （株）日立ハイテクノロジーズ
勝野久仁彦 （株）平井
玉川　　卓 　　〃
山田健太郎 　　〃
長谷川知也 藤田商事（株）
榎本　　修 （株）北陸ヨシナカ
岡田　　優 （株）マクシスコーポレーション
波潟登志昭 三井物産スチール（株）
木村　忠彦 　　〃
西村　武浩 　　〃
竹村　直樹 三菱製鋼（株）
曽根　喬登 　　〃
中ノ瀬優太 　　〃
濱本佳奈子 　　〃
小川　　学 　　〃
八代　緑里 （株）メタルワン特殊鋼
田中　慎志 八千代特殊金属（株）
坪井香也子 （株）ヤマコー

大阪支部
大豊　真也 愛宕山工業（株）
佐野　弘和 粟井鋼商事（株）
山田　直志 伊勢鋼材（株）
市丸　達志 　　〃
須永　康弘 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
片桐　大輔 　　〃
横山　星樹 井上特殊鋼（株）
髙谷　知宏 　　〃
久保　麻衣 　　〃
園元　友理 　　〃
吉田ももこ 　　〃
為房　大城 　　〃
吉村　光平 　　〃
坂本　龍哉 植田鋼業（株）
武藤吟志郎 ウメトク（株）
中野　隆樹 　　〃
小西　達也 　　〃
小田　俊介 扇鋼材（株）
内藤　圭祐 大阪精工（株）
北嶋　海人 　　〃
森　　弘文 大阪ミガキ（株）
狭川　禎子 　　〃
薄田　寛也 岡谷鋼機（株）

中島　豊之 カネヒラ鉄鋼（株）
石橋　雄輝 　　〃
宍田　大輝 　　〃
佐藤　佑希 　　〃
鹿倉　　遼 　　〃
影山　亮人 　　〃
村中　智博 　　〃
田中　彩斗 鐘光産業（株）
斉田　圭吾 木ノ本伸線（株）
生島　洋平 （株）菰下鎔断
松田　庸準 　　〃
小田　瞳穂 小山鋼材（株）
上林　大翔 　　〃
荒尾　太智 佐々木鋼業（株）
高橋　尚志 　　〃
季　　路徳 佐藤商事（株）
松浦　裕平 （株）サンユウ
水嶋　　翔 　　〃
鰺坂　祐香 三洋金属熱錬工業（株）
轟　香緒里 　　〃
寺坂　百世 三利特殊鋼（株）
水谷　七海 　　〃
高田　佳明 　　〃
石橋　美子 三和特殊鋼（株）
石田　美和 　　〃
下村　実緒 　　〃
古川　竜也 JFE商事（株）
大野　雄太 正野磨鋼材（株）
西林　永策 新関西製鐵（株）
登林　功貴 神鋼商事（株）
細田　京杜 　　〃
津田ちなつ 住商特殊鋼（株）
森　　拓未 第一金属（株）
杉本　直也 大東精機（株）
田口　育哉 　　〃
山中　郁也 　　〃
SAEZ ANNIE 大同特殊鋼（株）
初鳥　由悟 太平鋼材工業（株）
中﨑　悠介 大洋商事（株）
冨田　裕貴 辰巳屋興業（株）
田中　創大 （株）天彦産業
岩佐　南美 　　〃
徳永　　恵 （株）巴製作所
大中　孝志 中海鋼業（株）
落海尚一郎 　　〃
藤木　　裕 中川特殊鋼（株）
楠本　祥馬 中山通商（株）
山口　勇気 日本金型材（株）
原　　咲織 日本高周波鋼業（株）
幸　　伸彦 白鷺特殊鋼（株）
山村　啓三 　　〃
五味　洸祐 （株）パシフィックソーワ
森脇　諒太 　　〃
真瀬　　豪 橋本鋼（株）
仲村明季乃 林田特殊鋼材（株）
野田　　眸 　　〃
石原　愛子 （株）阪神メタリックス
松木　　圭 　　〃
南　　智之 　　〃
松元　健吾 阪和興業（株）
瀬山　博之 （株）不二越
前田　泰宏 （株）堀田ハガネ
伊藤　隆弘 松井鋼材（株）
中村夢輝樹 　　〃
箕屋　雄大 三沢興産（株）
岩田　尚子 三菱製鋼（株）
大北　高寛 モリテックスチール（株）
川合　康数 　　〃
辻野　峻二 陽鋼物産（株）
天川康太郎 　　〃
吉野　広大 リンタツ（株）

名古屋支部
山本　　勉 愛鋼（株）
宮松　　隆 　　〃
河村奈緒子 　　〃
廣田　　優 　　〃
髙取　聖平 愛知製鋼（株）
三宅優美子 　　〃
片桐　直浩 　　〃
深谷佳奈穂 　　〃
高森　真紀 　　〃
西谷　裕美 　　〃
高田　淳貴 青山特殊鋼（株）

太宰　勇登 浅井産業（株）
平井　秀和 　　〃
郡山　　愛 井上特殊鋼（株）
平松　孝章 大阪ミガキ（株）
中川　幸紀 　　〃
甲木　耀介 岡谷鋼機（株）
山﨑　啓正 川本鋼材（株）
大木　一晃 　　〃
鵜飼　朋音 　　〃
太田　彩香 　　〃
栗山　卓樹 　　〃
山森　雄真 クマガイ特殊鋼（株）
樽井この美 佐久間特殊鋼（株）
堀井　千寛 　　〃
牧村　　澪 　　〃
丸岡　雅也 　　〃
速水　宏樹 　　〃
小杉　紗耶 　　〃
上中　大輝 　　〃
池袋　航平 　　〃
近藤　　翼 　　〃
家田　英明 　　〃
近藤希莉亜 　　〃
佐藤　佑亮 （株）佐野スチール
松本　武士 JFE商事鋼管管材（株）
近藤　祐介 （株）司鋼商会
大橋いず美 　　〃
小畠ゆう子 下村特殊精工（株）
高木久美子 杉本ハガネ（株）
矢野　　孝 鈴豊精鋼（株）
野村　　亮 鈴秀工業（株）
鈴木登季夫 　　〃
鈴木　康太 　　〃
出口　　純 　　〃
長﨑　　要 　　〃
西尾　俊亮 　　〃
田中　博章 （株）スチールポリッシュ
池内　正悟 大同興業（株）
星野　圭佑 　　〃
三宅　果林 　　〃
関谷　康平 　　〃
藤野　和幸 　　〃
柴田　　禎 大東精機（株）
原田　直美 大同特殊鋼（株）
山田　優子 　　〃
勝木　優太 　　〃
松岡　貴大 　　〃
大久保俊甫 　　〃
澁谷　優樹 　　〃
三宅　真子 　　〃
栗木　峻弥 　　〃
折井　隆浩 　　〃
上山　早紀 　　〃
金澤　秀幸 　　〃
辰巳　佳靖 （株）大同分析リサーチ
千葉　鉄平 　　〃
河野真理亜 　　〃
菅原　健浩 太陽金網（株）
山田　晃生 大和興業（株）
武井　英俊 　　〃
山田　五香 　　〃
清水　優一 （株）タカギスチール
加藤　喜子 　　〃
岡田　拓也 （株）竹内ハガネ商行
土谷　公彦 孟鋼鉃（株）
山地　健介 （株）テクノタジマ
高尾　慶一 豊田通商（株）
安田　幾磨 　　〃
玉巻　直樹 中川特殊鋼（株）
川端　卓馬 中島特殊鋼（株）
稲垣　宏典 　　〃
柴田　　涼 名古屋特殊鋼（株）
千田　泰輔 　　〃
内山　照一 　　〃
安東　大輔 南海鋼材（株）
一本杉輝雄 日鉄住金物産特殊鋼中部（株）
佐藤　祐輔 日星精工（株）
寺嶋　清久 　　〃
山路　哲司 丹羽鋼業（株）
高坂　晏弘 　　〃
小川　輝樹 （株）ハヤカワカンパニー
岸　　大祐 阪和興業（株）
松﨑　　良 日立金属工具鋼（株）
日東　貴彦 日比鋼材（株）
柴田　晴久 藤巻工範（株）

小井手直樹 藤巻鋼材（株）
藤本　隼弥 松岡特殊鋼（株）
鴨井　愛美 　　〃
植草　佑斗 宮崎精鋼（株）
寺田　将大 　　〃
夏井久仁映 　　〃
前田　成彦 リンタツ（株）

東北支部
京極　善光 協伸精鋼（株）
鈴木　大等 三和精鋼（株）
濱田　博文 　　〃
佐藤　汐莉 　　〃
阿部ふみか 　　〃
正木　友望 　　〃
金子　　基 　　〃
大宮　純子 大同DMソリューション（株）
小林　広基 テー・ビー・ケー（株）
石井麻依子 　　〃
倉田　美優 ノボル鋼鉄（株）
濱田　仁美 　　〃
関谷　俊亮 　　〃
川村　浩一 　　〃
大友　赳男 藤田商事（株）
佐々木　瞳 　　〃
最上　隼人 　　〃
木村　亮太 ヤマト特殊鋼（株）
黒田　夕貴 　　〃

北関東支部
菱沼　　猛 池垣冷鋼（株）
冨永真一郎 　　〃
鈴木　裕二 　　〃
大室　貴男 　　〃
和田　憲也 ウメトク（株）
勝又　隆憲 （株）カムス
南雲　俊一 　　〃
釜　玄太郎 　　〃
永島　文弥 佐藤商事（株）
森田　貴哉 　　〃
庄司　　亘 （株）鐵鋼社
小美濃亮太 根津鋼材（株）

静岡支部
和田　　瑛 青山特殊鋼（株）
山本　建司 　　〃
近藤　智也 井上特殊鋼（株）
大𣘺　雄大 ウメトク（株）
金原　伯将 　　〃
佐藤　嵩将 （株）交邦磨棒鋼センター
中野　　明 　　〃
千葉　　孝 小林鋼材（株）
山本　千鶴 　　〃
丸塚　　玲 佐久間特殊鋼（株）
田中　拓磨 （株）スチールポリッシュ
山西　一導 ノボル鋼鉄（株）
山口　知宏 　　〃
渡邉　勇太 　　〃
山本　　塁 　　〃

九州支部
伊藤　友也 井上特殊鋼（株）
小田　航平 　　〃
藤田　敏貴 ウメトク（株）
浦田　大輔 　　〃
中村　光宏 扇鋼材（株）
玉村　裕樹 大阪精工（株）
松尾　尚美 　　〃
竹重　英晃 三鋼販西日本（株）
宮﨑　隼也 　　〃
中村　良太 シバタ精機（株）
平田　陽博 　　〃
森部　茂史 清水金属（株）
松隈　進也 大洋商事（株）
中村　祐貴 　　〃
小山　　遼 特殊鋼機（株）
肥後　優大 　　〃
小西　利啓 　　〃
宗野　充志 白鷺特殊鋼（株）
宗廣　美野 日立金属（株）
杉山　朋隆 リンタツ（株）
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各支部で
研修など社員向け行事を開催

■大阪支部　「社員交流・活性化大会」
開催日時：平成30年10月3日（水）　開催場所：ホテル阪急インターナショナル

恒例の「社員交流・活性化大会」が、ドラマ「恋
愛ニート？　忘れた恋のはじめ方」の主題歌

『Be...』で知られる実力派シンガーソングライ
ター Ms.OOJA（ミス・オオジャ）を迎えて、ディ
ナー＆ライブとして行われた。2013年よりジャ
ズやロック、フォークなどさまざまなアーティ
ストによるライブ形式にしてから人気企画とな
り、今回は過去最多となる186名の参加を得た。

ライブ前にはホテルのディナーを味わいなが
ら出席会社ごとに豪華賞品を競うビンゴ大会を
実施。閉会前には久木田至支部長が個人的に用
意した「支部長賞」をかけたジャンケン大会も行
われ、当選が決まるまで歓声が絶えない楽しい
雰囲気の中、会社間の社員交流も随所で活発に
図られた。

■名古屋支部　「中堅社員研修」
開催日時：平成30年10月24日（水）　開催場所：愛知県産業労働センター

名南経営コンサルティングの山田亮太氏を講師に招き「中堅社員に求められる組織
コミュニケーション力と交渉力」〜中堅社員に求められるビジネスマインド・スキルを
身に付ける〜をテーマに開催。今回は34名の参加を得た。

冒頭の深津和也特殊鋼倶楽部名古屋支部長（愛知製鋼・参与）あいさつの後、研修に
入った。

研修では、中堅社員に求められる役割などの講義を受けた後、PDCAのサイクルの
回し方、正しい後輩の指導法などをグループで討議した。

■九州支部　「工場見学会」
開催日時：平成30年9月6日（木）　開催場所：三菱重工業長崎造船所「史料館」

例年どおり、九州ステンレス流通
協会との共催で「第25回社員研修会

（工場見学会）」を22名の参加を得て
開催した。途中、中華料理で有名
な「四海楼」で昼食の後、三菱重工
業長崎造船所「史料館」を視察した。

この史料館は、長崎造船所が日
本の近代化に果たした役割を永く後世に残そうと、1985年に開設された。史料館に利用されている赤煉瓦の建物は120年前に
三菱重工業の発祥の現存する最も古い工場建屋で、2015年には世界遺産に登録された由緒ある建物である。
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 ■量産品から難削材、異形形状加工と
切断と機械加工に強みを発揮する
今期から理事に就任した中島特殊
鋼の中島伸夫社長は1967年8月、名古
屋市出身の51歳。富山大学工学部卒
業後、1991年4月に大同興業に入社。
大学では金属材料研究を専攻した
が、卒業後は商売を学ぶため商社に進
んだ。「八幡製鉄所出身で『鉄は国家
なり』という考えの教授からはずいぶ
ん残念がられましたが、大同興業では
営業のほか経理財務なども経験し、会
社の経営にかかわる部分で大変勉強に
なった」と中島社長は振り返る。1995
年に中島特殊鋼に入社し、専務就任。
2013年12月に社長に昇格した。
今年で創業54年になる同社は、自動

車関連をメインに航空、ロボット関連
などのユーザーに対し、特殊鋼鋼材の
加工・販売のほかエンジニアプラス
チックなどの非鉄素材の販売も行う。
特化しているのは切断で、自動車部品
などへの棒材、パイプの切断品量産の
ほか、ウォータージェットカッターで
の難削材加工や異形形状加工にも対
応できる加工領域の広さが強みだ。
「自社での切断数は約40台の切断機
で月産約300万個。量産品のほかアル
ミやチタンなど切断しにくい難削材
や異形形状などでも精密加工から品
質管理までを一貫して手がけます」と
胸を張るように、国内の同業の中で
は数量、バリエーションとも有数の
規模を誇る。

「特殊鋼販売技士などの研修制度
は、中小企業単体では難しい教育体
系で大変重要な事業。私たち流通業
者が、専門性の高いメーカー技術と
ユーザーの間を仲立ちする“通訳者”
としてレベルアップするのに欠かせ
ない事業です。新しい時代にあうよ
うブラッシュアップしながら、より
よい教育制度となるよう提案し、活
性化させていきたい」と抱負を語る。
趣味はドライブで、過去にはキャ

ンピングカーも所有し、全47都道府
県を走破したほど。家族は夫人と二
男一女の5人家族。「子供が小さいこ
ろは車にワッと放り込んで出かけ、
自然の中で過ごすというスタイル。
いまは子供たちがスポーツに取り組
んでいたり受験シーズンだったりで
遠出もままなりませんが、いずれ落
ち着いたら妻とのんびり出かけたい
ものですね」と公私ともに慌ただしい
中での抱負を聞かせていただいた。

 ■新工場開設で生産効率アップ 
働き方改革もめざす
こうした切断加工能力の増強や業
務効率化を目的に、投資も積極的に
行っており、これまでの5工場のうち3
工場を集約した新工場を9月に稼働さ
せた。新設した「北崎IC工場」は建屋
面積約3000m2で同社最大。特殊鋼か
らステンレス、アルミ、チタンなど自
動車関連製品の切断、機械加工、検
査の一貫工場となる。
「設備集約化で量産品の効率アップ
を目的としていますが、これまで各工
場であった横持ちをなくすことで従業
員の多能工化や『働き方改革』を意識
した平準化もめざしています」と中島
社長。品質管理の要求レベルが高い
加工品を扱うため、各工場をつなぐ
工程管理システムの刷新にも取り組
みながら、業容拡大をめざしている。

 ■ 支部でも長らく人材育成を担当 
時代にあわせた変革で活性化を
全特協では青年部会

の立ち上げ時から参加
し、各地区の若手経営
者との交流を図ってき
た。名古屋支部では松
岳大樹氏（トーキン代表
取締役）とともに人材育
成を担当し、今期、松
岳氏の支部長就任に伴
い、人材育成部会長に
昇格した。

中島特殊鋼株式会社
代表取締役　中島伸夫

協会では人材育成事業を担当、社業でも効率化とともに
「働き方改革」にも意欲的に取り組む

新・理事訪問

既存3工場を集約し、効率化とともに品質管理も強化された「北崎IC工場」
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西日本豪雨（平成30年7月）災害は、6月28日から7月8日にかけて西日本を
中心に発生した台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨（四国地方
1,800mm､ 中部地方1,200mm､ 九州地方900mm､ 近畿地方600mm､ 中国地
方500mm）により、西日本各地に河川の氾濫や浸水害、土砂災害等で死者
200人を超える甚大な被害をもたらしました。

当協会としては、被災地の業界の被害状況を把握するため西日本地区事
務局を通じ被害状況調査を実施したところ、西日本地区における会員の人的
被害・施設／設備被害はなかったとのことで幸いしましたが、今回の西日本
豪雨災害を重く受けとめ、佐久間貞介会長の指示のもと１口１万円、一社１
口以上とする義援金を募ることとし、その取りまとめを協会本部で一括集約
して日本赤十字社本社に寄附することにしました。

佐久間会長は、８月22日（水）日本赤十字社本社を訪問し、会員87社からの寄付による776万円の義援金（目録）を手交しました。
この度の大災害で被災されました方々に心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
会員の皆様方のご厚情とご協力に心より感謝を申し上げます。

日本赤十字社の野口良樹・事業局パートナーシップ推進部調整監（左）
に義援金目録を手交する佐久間会長（右）

全特協では、特殊鋼流通業界の健全な発展を図るための一環として、これまで欧米や東南アジアなどへ視察研修を行って
きました。

本年度は第四次産業革命の発信地米国サンフランシスコ近郊の「シリコンバレー IT企業群」を主体とした視察研修旅行を実
施しました。

第四次産業革命の波は世界の産業構造を大きく変えつつあり、自動車分野でもEV化、自動運転などの動きで地殻変動が起
きようとしている。その中核にあるのが、シリコンバレー（サンフランシスコ近郊）にある企業群で、Apple社、Google社、
Facebook社、Tesla社をはじめ、無数のIT（ソフト及びハード）企業がこの地域で勃興してきた。

これらの企業は必ずしも直接の特殊鋼ユーザー企業ではないが、関連企業や研究
機関を訪問し、新しい産業、新しいサービス、新しい価値観を生み出している実情
とスピード感を実地で見聞することを目的としました。破壊的イノベーションを起こ
してきた企業風土を学び、今後の会員企業の経営方針の見直しに役立てていただき
たい。

【視察研修の概要】
• 実施時期：平成 30 年 11月17 日（土）〜 24 日（土）（6 泊 8 日）
• 参加者：24 名
• 主な視察行程：
• 11/17（土）　羽田空港より出発→サンフランシスコ着→結団式
• 11/18（日）　オプショナルツアー
• 11/19（月）　遠藤吉紀氏の講演会、Plug ＆ Play Tech Center、Hitachi America の視察
• 11/20（火）　JETRO San Francisco Office のブリーフィング、TOTO USA の視察
• 11/21（水）　AMADA AMERICA Los Angeles Technical Center の視察
• 11/22（木）　オプショナルツアー→解団式
• 11/23（金）　ロスアンゼルス発
• 11/24（土）　成田空港着又は関西空港着

平成30年度「米国シリコンバレー等視察研修」 
のご報告

西日本豪雨（平成30年7月）災害に対する 
協会としての取り組み

遠藤吉紀氏（前列中央）の講演会

Plug & Play Tech Center前にて
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理事会・委員会報告

■理事会
◯第17回理事会
日　時：平成30年10月18日（木）13：20 〜 14：20　於：鉄鋼会館

第1号議案　平成30年度上期事業報告書の件
第2号議案　平成30年度上期収支決算書（見込）の件
第3号議案　役員慶弔関連規程の改正について
第4号議案　就業規則の改正について
第5号議案　会費値上げ後のフォローアップ（最終版）
第6号議案　�平成31年賀詞交歓会及び（平成）31年度第七回定時

総会について
報告事項：①平成30年西日本豪雨災害義援金について

②第3回全国ボウリング大会結果報告について
③平成30年秋の叙勲受章者内示について
④消費税の軽減税率制度の実施について

■交流会
◯経産省製造産業局金属課長との交流会
日　時：平成30年10月18日（木）14：30 〜 15：40　於：鉄鋼会館
内　容：①第3四半期の特殊鋼需給見通しについて

②最近の特殊鋼流通業における景気状況や業況等について

■運営委員会
◯第22回運営委員会
日　時：平成30年10月18日（木）11：30 〜 13：15　於：鉄鋼会館
内　容：①平成30年度上期事業報告書について

②平成30年度上期収支決算書（見込）について
③役員慶弔関連規程の改正について
④就業規則の改正について
⑤会費値上げ後のフォローアップ（最終版）
⑥�平成31年賀詞交歓会及び（平成）31年度第七回定時総会につ
いて

⑦次々回運営委員会・理事会の開催について
報告事項：①平成30年西日本豪雨災害義援金について

②第3回全国ボウリング大会結果報告について
③平成30年秋の叙勲受章者内示について
④消費税の軽減税率制度の実施について

■総務委員会
◯第17回総務委員会
日　時：平成30年10月15日（月）15：00 〜 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：①平成30年度上期事業報告書について

②平成30年度上期収支決算書（見込）について
③役員慶弔関連規程の改正について
④就業規則の改正について
⑤会費値上げ後のフォローアップ（最終）
⑥�平成31年賀詞交歓会及び（平成）31年度第七回定時総会につ
いて

⑦次回総務委員会について
報告事項：①平成30年西日本豪雨災害義援金について

②第3回全国ボウリング大会結果報告について
③平成30年秋の叙勲受章者内示について
④消費税の軽減税率制度の実施について

■人材育成委員会
◯第16回人材育成委員会
日　時：�平成30年7月13日（金）14：45 〜 16：30　�

於：白鹿ミュージアム会議室
内　容：①第15回の人材育成委員会議事録報告について

②平成29年度販売加工技士・販売技士研修講座実施状況について
③平成30年度販売加工技士・販売技士研修講座計画について
④平成30年度事業計画及び予算について
⑤�特殊鋼販売技士、販売加工技士の合格者・合格率及び制度改
革の推移について

⑥西日本ブロックのWeb講座テスト実施状況について
⑦次回委員会について

【特殊鋼販売技士検定試験委員会】

◯3級合否判定会議
日　時：平成30年7月18日（水）15：00 〜 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：①特殊鋼販売技士3級検定試験の合否判定について

②講師講評について
③検定試験委員長総評について

◯2級講師事前打合せ
日　時：平成30年8月20日（月）15：00 〜 17：00　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①平成�30�年度人材育成事業年間スケジュール等について

②特殊鋼販売技士�2�級研修講座の講師事前打合せについて
③�西日本ブロック研修講座の�WEB�講座化の再テスト実施に
ついて�

◯2級問題選定会議
日　時：平成30年9月10日（月）15：00 〜 17：00　於：安保ホール
内　容：①2級研修講座の検定試験問題について

②特殊鋼販売技士2級スケジュールについて

◯2級合否判定会議
日　時：平成30年11月6日（火）15：00 〜 16：30　於：鉄鋼会館
内　容：①特殊鋼販売技士2級検定試験の合否判定について

②講師講評について
③検定試験委員長総評について
④2級講座のWEBテストの報告について

■調査研究委員会
◯第22回調査研究委員会
日　時：�平成30年9月20日（木）15：00 〜 17：00　�

於：神戸・TKP�三宮ビジネスセンター会議室
内　容：①第86回（4-6月）景況アンケート調査報告

②第87回（7-9月）景況アンケートの設問について
③統計調査のメール配信化について
④次回委員会日程について�

■内外交流委員会
◯米国シリコンバレー等視察研修
日　時：平成30年11月17日（土）〜 24日（土）　於：アメリカ合衆国
内　容：①遠藤吉紀氏の講演会

②Plug�&�Play�Tech�Centerの視察
③Hitachi�Americaのプレゼン
④JETRO�San�Francisco�Officeのブリーフィング
⑤TOTO�USAの視察
⑥AMADA�AMERICA�Los�Angeles�Technical�Centerの視察

■経営効率化委員会
◯第14回経営効率化委員会
日　時：平成30年7月19日（木）　15：00 〜 17：00�　於：鉄鋼会館
内　容：①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

②経営セミナー「価格交渉に強い会社の作り方」について
③平成�30�年度事業計画及び予算について
④次回委員会について

■広報委員会
◯第17回広報委員会
日　時：平成30年11月16日（金）15：00 〜 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：①広報誌「すてぃーる66号」の記事校正確認等について

②広報誌「すてぃーる67号」の記事内容等について
③2019年度事業計画案及び予算案の考え方について
④次回開催日程について

■青年部会
◯第17回青年部会運営委員会
日　時：平成30年11月2日（金）16：00〜 16：50　於：豊田・ばすなび会議室
内　容：①「はがねの日」記念事業PR小物の作成について

②2019年度事業計画案及び予算案の考え方について
③青年部会の今後のスケジュールについて
④�運営委員会に先立って、トヨタ博物館及びトヨタ会館の見
学実施



事務局だより

平成31年「新年賀詞交歓会」開催スケジュールについて

特殊鋼販売技士「1級研修講座」の開講について

来年の賀詞交歓会は、本部及び各支部において以下の内容にて開催される予定ですので是非ご参加ください。

本支部	 開催日程	 会場
本部及び東京支部	 平成31年1月22日（火）	 経団連会館
東北支部	 平成31年1月17日（木）	 仙台国際ホテル
北関東支部	 平成31年2月14日（木）	 未定
名古屋支部	 平成31年1月 9日（水）	 名古屋観光ホテル
静岡支部	 平成31年2月未定	 未定
大阪支部	 平成31年1月 7日（月）	 リーガロイヤルホテル
中国支部	 平成31年1月29日（火）	 シェラトングランドホテル広島
九州支部	 平成31年1月8日（火）	 ANAクラウンプラザホテル福岡
詳細につきましては各支部事務局にお問合せ願います。	

平成30年度は、本文に掲載してますように「特殊鋼販売技士3級及び2級の研修講座」を開講し、検定試験の結果3
級377名、2級147名の資格認定者が新たに誕生しております。
また、平成31年1月下旬〜 3月にかけて隔年開催の「1級研修講座」を各支部にて開講する予定です。研修内容は

「特殊鋼の特性と事故例」で、鋼種別のグループにて14時間の研修講座を習得した後、3月26日（火）全国一斉に検定
試験を実施します。受講申し込み時にAグループ：構造用鋼・ばね鋼、Bグループ：工具鋼・軸受鋼、Cグループ：
ステンレス鋼・耐熱鋼の何れかのグループを選択していただき、鋼種別グループでの資格認定制度となっていま
す。受講資格は、昨年度以前に「2級研修講座」を受講し「2級資格認定」を有する者となっています。
現在、東京・大阪・名古屋・東北・北関東・静岡・九州の各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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■ 編集後記 ■
皆様、師走の中お忙しくされていると思います。忘年会
が続くと思いますが、お酒はほどほどに。健康第一で今年
のおわりをお迎えください。
まずは、熊谷元副会長叙勲受賞まことにおめでとうござ
います。
今年は災害の多い年でした。被災された皆様に心よりお
見舞い申し上げます。
特殊鋼の生産は、メーカー様は堅調を維持されています
が、貿易摩擦、韓国問題等の影響で我々のユーザーは、少
しキナ臭くなってきました。来年は平成が終わり新しい年

号がスタートしますが、景気動向は全く不透明です。腰を
どっしり落としじっくり構えましょう。
「すてぃ〜る66号」をお届けします。今号は、全国ボーリ
ング大会の模様、各地の賛助会員様との交流会の様子、ア
メリカ研修の報告等盛りだくさんです。御拝読ください。
寒さが厳しくなります。くれぐれもお身体御自愛くださ

い。来年が皆様にとって素晴らしい年であることを祈念し
ております。　

広報委員会委員長・広報誌発行責任者／久木田　至


