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各支部で
「賛助会員との交流会」を開催

正会員とともに賛助会員によって構成されている全特協では、その事業運営に賛助会員様の皆様のご賛同とご協力が欠か
すことができない。そんな賛助会員なくしては成り立たない当協会であるからこそ、正会員と賛助会員の交流促進と相互理
解を深めることを目的に、各支部で毎年1回「賛助会員との交流会」を実施している。支部ごとの重点事業である本交流会が、
今年度も東京・大阪・名古屋の各支部で、講演会などをメイン企画として開催され、正会員・賛助会員の各社による懇親と
活発な情報交換が行われた。

■東京支部
開催日時：2019年7月19日（金）　開催場所：海運クラブ（東京都千代田区平河町）

流通およびメーカー各社から約70名が出席。交流会に先立つ第一部では、女子柔道家で2012年ロンドンオリンピック銀メ
ダリストの杉本美香氏を招き、「笑顔」と題した講演会を行った。杉本氏は、高校時代から5回の手術を繰り返したほどケガ
に悩まされた競技人生を振り返り、オリンピックのときも右膝の靱帯が一部ないまま出場したという。そんな過酷で悲痛な
状態の中でベストを尽くすために心がけたのが「笑顔」だったと述懐し、「母国で開催される五輪は特別なもの。観戦等の機
会があれば選手に積極的に声をかけてほしい。応援されていることを感じ
させて」と2020東京オリンピック・パラリンピックに向けてアピールした。

講演会終了後の第二部は交流会を開催し、冒頭に碓井達郎支部長（碓井
鋼材・代表取締役）のあいさつの後、賛助会員を代表して大前浩三氏（山陽
特殊製鋼・取締役常務執行役員）が「需要環境は少しモヤッとした予想が立
ちはじめ明るい話題に乏しいのが、そんなときこそ正会員と賛助会員が心
を一つにしてがんばろう。今年後半から来年にかけて笑顔を忘れず乗り切
ろう」と呼びかけて乾杯の発声を行った。その後は、鴨山明正・内外交流
部会長（東海鋼鉄・代表取締役）の中締めまで暑気払いも兼ねた活気あふれ
る懇談が行われた。

来年7月24日の東京オリンピック開
会式の1年と5日前に杉本先生から貴
重なお話をちょうだいしました。お
おいに期待していた以上の内容で、
オリンピックに出るということは生
半可なものではないと思い知るとと
もに、辛く苦しい中でも笑顔ですご
すという貴重な教訓を学びました。
来年のオリンピックへの関心も大い
に高まりました。

鴨山明正内外交流部会長
景気はなんとなくジメジメしそう
な危機感を覚えるが、何回もケガを
されて乗り越えてきた杉本さん同様、
私たちも何回も景気の挫折を乗り越
えてきました。この減速感も皆さん
の元気と笑顔で吹き飛ばし、そのパ
ワーで全特協も活性化していきま
しょう。

碓井達郎支部長あいさつ

あいさつする碓井支部長

講演時も笑顔を絶やさぬ杉本美香氏 獲得した銀メダルの感触を全員に確かめさせるなどサービス満点の杉本氏 大前氏による乾杯発声
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■名古屋支部
開催日時：2019年9月4日（水）　開催場所：東京第一ホテル錦（名古屋市中区錦）

■大阪支部
開催日時：2019年11月14日（木）　開催場所：ザ・リッツ・カールトン大阪（大阪市北区梅田）

正会員・賛助会員各社より56名が出席した。
第一部の事業報告会では冒頭、松岳大樹支部長（トーキン・代表取締役）が「近年の堅

調さが一変し、足元需要が調整局面入りしている。今後も想定外の状況が起こり得る
だろうが、こうした構造変化にいかに対応するかが大きな課題となる。この機会を利用
し、懇親を深め知恵を出し合いながら業界のあるべき姿を模索しよう」と呼びかけた。

第二部の講演会では、コミュニケーション・プロデューサーの夏川立也氏を講師に招き
「吉本芸人として学んだビジネス・コミュニケーション術」と題し、テーマに沿った話し合
いを行うなど参加者同士が交流しながら、関係を円滑にする話術を学んだ。

第三部の懇親会では、賛助会員を代表して大同特殊鋼名古屋営業部第二営業室長の
𠮷田裕彦氏が乾杯の発声を行い、櫨巳芳・全特協副会長（辰巳屋興業・代表取締役社
長）の中締めまで盛況のうちに賛助会員との交流が図られた。

流通およびメーカー各社からの約60名が出席した。
第一部では元阪神タイガースで「代打の神様」と呼ばれて活躍した、野球解説者の八木裕氏による講演会「野球から学んだ

我が人生」を開催した。その後の第二部で懇親会が行われ、あいさつに立った久木田至支部長（桜井鋼鉄・代表取締役社長）
は「特殊鋼を取り巻く環境はしとしとと雨が降り出したが、雨降って地固まるとも言う。このようなときこそメーカーの皆
様と手を携えて、乗り越えていきたい」と述べた。

来賓あいさつでは平林一彦・特殊鋼倶楽部大阪支部長（大同特殊鋼・常務執行役員大阪支店長）が「足元の景気は少し悪くなっ
ているが、先月執り行われた即位礼正殿の儀の際には、朝からの強い雨が突然上がり、大きな虹がかかった。この流れが景気
につながってくれると有り難い」と
語った。

井上満・特殊鋼倶楽部大阪支部運
営委員長（山陽特殊製鋼・執行役員大
阪支店長）による乾杯発声の後は、福
原實晴副会長兼西日本ブロック長（南
海鋼材・代表取締役社長）の中締めま
で活発な歓談が行われ、盛会のうち
に散会した。

あいさつする久木田支部長、平林氏、井上氏、福原副会長

吉本芸人ならではの経験や発想でビジネスコミュニケー
ション術を披露する夏川立也氏

元阪神タイガース、八木裕氏による講演会
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2019年度特殊鋼販売技士2･3級合格者名簿
■2019年度 特殊鋼販売技士2級合格者名簿

■2019年度 特殊鋼販売技士３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、2019年10月17日（木）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2019
年11月6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 68 57
大　阪 56 49
名古屋 50 44
東　北 11 11
北関東 5 4
静　岡 8 6
九　州 19 15
合　計 217 186

満点獲得者　1名
［東北支部］
森　　広基	 テー・ビー・ケー（株）

成績優良者　合計9名
［東京支部］
須藤　竜矢	 大同特殊鋼（株）
馬　　　天	 日立金属（株）

［名古屋支部］
長田　雄貴	 ウメトク（株）
清水　優一	 （株）タカギスチール	
近藤　　翼	 佐久間特殊鋼（株）

［東北支部］
大友　赳男	 藤田商事（株）
佐々木　瞳	 　　〃
三澤恵一郎	 ヤマト特殊鋼（株）
川村　浩一	 ノボル鋼鉄（株）

東京支部
温　　彙郁　 秋山精鋼（株）
高橋　直希 　　〃
渋川　達矢 浅井産業（株）
高橋　雅博 　　〃
斉藤　明剛 　　〃
岡田　滉平 　　〃
鬼澤　弘樹 （株）アサダ
山田　晋也 朝日工業（株）
吉野　繁樹 新井ハガネ（株）
西山　志保 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
堀　　大地 井上特殊鋼（株）
安田　健人 　　〃
黒崎　雅文 （株）UEX
室岡　宏幸 ウメトク（株）
糸数　正紀 岡谷鋼機（株）
内田　剛実 加藤鋼材（株）
松野　達也 兼松（株）
湯川　智彦 兼松トレーディング（株）
内田　純也 カネヒラ鉄鋼（株）
島田　洋行 小山鋼材（株）
矢作　奈央 山陽特殊製鋼（株）

特殊鋼販売技士3級講座は次の各支
部で開講し、2019年7月3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2019
年7月17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 117 112
大　阪 112 103
名古屋 141 136
北関東 15 13
中　国 9 8
合　計 394 372

森田　拓海 山陽特殊製鋼（株）
井上　徹也 　　〃
中川　寛子 　　〃
入江　　舞 　　〃
秦　　佑介 （株）シルド
齋藤　孝行 下村特殊精工（株）
佐藤　泰誠 　　〃
石川　俊幸 城北伸鉄（株）
内田　幸伸 第一鋼業（株）
岡澤　一輝 大同興業（株）
小川　奨悟 　　〃
小牛田恭輔 　　〃
藤井　佑弥 　　〃
尾崎　晃輝 　　〃
大石　貴之 大同特殊鋼（株）
全　　　程 　　〃
折井　隆浩 　　〃
齊藤　　賢 　　〃
三輪　恭平 　　〃
宮坂　佳明 　　〃
須藤　竜矢 　　〃
工藤　成男 大洋商事（株）
戸川　　学 　　〃
中村　怜史 中川特殊鋼（株）
天野　悠希 （株）ハヤカワカンパニー
山田健太郎 （株）平井
勝野久仁彦 　　〃
玉川　　卓 　　〃
川田　良太 日立金属（株）
馬　　　天 　　〃
長谷川知也 藤田商事（株）
西村　武浩 三井物産スチール（株）
竹村　直樹 三菱製鋼（株）
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）
丸山　大輔 　　〃

大阪支部
園元　友理 井上特殊鋼（株）
吉田ももこ 　　〃
為房　大城 　　〃
久保　麻衣 　　〃
門馬　良汰 ウメトク（株）
雁金　雄一 　　〃
小田　俊介 扇鋼材（株）
内藤　圭祐 大阪精工（株）
北嶋　海人 　　〃
村中　智博 カネヒラ鉄鋼（株）
中島　豊之 　　〃
石橋　雄輝 　　〃
宍田　大輝 　　〃
鹿倉　　遼 　　〃
影山　亮人 　　〃
齊田　圭吾 木ノ本伸線（株）
生島　洋平 （株）菰下鎔断
中西　瞳穂 小山鋼材（株）
藤川　　賢 三利特殊鋼（株）
高田　佳明 　　〃
大野　雄太 正野磨鋼材（株）
野村　直輝 大同特殊鋼（株）

満点獲得者　1名
［名古屋支部］
川村　早紀	 佐久間特殊鋼（株）

成績優良者　合計16名
［東京支部］
鈴木　充廣	 東金属（株）
提水流　勇	 （株）神戸製鋼所	
小林　　隼	 （株）ナカタニ
バルドワジュ	ヴィシャール	 大同特殊鋼（株）

［大阪支部］
園川　貴之	 （株）TONEZ	
藤本りさ子	 （株）堀田ハガネ 

［名古屋支部］
加賀　克俊	 愛鋼（株）
関根　雄貴	 　　〃

SAEZ ANNIE 大同特殊鋼（株）
初鳥　由悟 太平鋼材工業（株）
加戸　将弘 田島スチール（株）
伴野　佑介 　　〃
冨田　裕貴 辰巳屋興業（株）
藤木　　裕 中川特殊鋼（株）
内海　孝之 日清鋼業（株）
赤木　賢吾 日鉄物産（株）
大久保知朗 日本高周波鋼業（株）
真瀬　　豪 橋本鋼（株）
鉄尾　　望 　　〃
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
南　　智之 　　〃
松木　　圭 　　〃
松元　健吾 阪和興業（株）
岡田　宜丈 深江特殊鋼（株）
阪野　年伸 　　〃
竹原　拓也 　　〃
瀬山　博之 （株）不二越
塚田　孝平 （株）堀田ハガネ
中村夢輝樹 松井鋼材（株）
伊藤　隆弘 　　〃
古﨑　勇介 モリテックスチール（株）
北畑　直樹 　　〃
辻野　峻二 陽鋼物産（株）

名古屋支部
髙取　聖平 愛知製鋼（株）
深谷佳奈穂 　　〃
竹下　正人 　　〃
三宅優美子 　　〃
片桐　直浩 　　〃
高森　真紀 　　〃
高田　淳貴 青山特殊鋼（株）
平井　秀和 浅井産業（株）
門間　祐紀 　　〃
太宰　勇登 　　〃
中川　良貴 　　〃
小澤　宏栄 　　〃
山﨑　雄也 ウメトク（株）
長田　雄貴 　　〃
森　　啓太 　　〃
甲木　耀介 岡谷鋼機（株）
伊藤　奨悟 川本鋼材（株）
植草　佑斗 （株）交邦磨棒鋼センター
川村　元紀 佐久間特殊鋼（株）
山本　　佳 　　〃
近藤　芳隆 　　〃
近藤　　翼 　　〃
速水　宏樹 　　〃
樽井この美 　　〃
牧村　　澪 　　〃
山岡慎太朗 　　〃
落田　敏規 サハシ特殊鋼（株）
近藤　祐介 （株）司鋼商会
出口　　純 鈴秀工業（株）
鈴木登季夫 　　〃
長﨑　　要 　　〃

安枝　和輝	 川本鋼材（株）	
鈴木　香祐	 佐久間特殊鋼（株）	
佐藤　洋平	 大同特殊鋼（株）	
渡辺　英臣	 　　〃
長谷川優太	 　　〃
神田　智紀	 　　〃
那須　静香	 （株）大同分析リサーチ
三浦　聖也	 東洋精鋼（株）

東京支部
水野　祐汰 青山特殊鋼（株）
植木　　悟 　　〃
村田　雄太 秋山精鋼（株）
安東亮太郎 　　〃
斎藤　雅也 　　〃

野村　　亮 鈴秀工業（株）
陳　　苑欣 大同DMソリューション（株）
徳山　文生 大同興業（株）
河野真理亜 （株）大同分析リサーチ
清水　優一 （株）タカギスチール
小野寺　諒 孟鋼鉃（株）
土谷　公彦 　　〃
田中　智也 辰巳屋興業（株）
玉巻　直樹 中川特殊鋼（株）
初田瑛一郎 　　〃
横田　貴則 松岡特殊鋼（株）
野田　　貢 （株）　名岐
前田　成彦 リンタツ（株）

東北支部
齋藤　裕之 三和精鋼（株）
森　　広基 テー・ビー・ケー（株）
荒木　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 　　〃
三澤恵一郎 ヤマト特殊鋼（株）
岸　　修一 　　〃

北関東支部
小山俊太郎 井上特殊鋼（株）
和田　憲也 ウメトク（株）
飯田　将平 野村鋼機（株）
木村　稜平 （株）平井

静岡支部
山本　健司 青山特殊鋼（株）
高島　祥晃 井上特殊鋼（株）
近藤　智也 　　〃
大𣘺　雄大 ウメトク（株）
金原　伯将 　　〃
渡邊　勇太 ノボル鋼鉄（株）

九州支部
伊藤　友也 井上特殊鋼（株）
小田　航平 　　〃
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 　　〃
鷹取　聡志 　　〃
平田　陽博 シバタ精機（株）
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 　　〃
天川康太郎 陽鋼物産（株）

佐藤　信基 （株）アサダ
京谷　陽介 　　〃
國本　雅彦 　　〃
栄森　純男 　　〃
木島　雅洋 　　〃
猪野　浩史 　　〃
深澤　周平 朝日工業（株）
鈴木　充廣 東金属（株）
岡野　祐希 粟井鋼商事（株）
関根　和之 飯島鋼管（株）
澤口　大輔 池内精工（株）
中西　直樹 　　〃
古市　裕佳 池垣冷鋼（株）
川上侑理子 井上特殊鋼（株）
谷口まりな 　　〃
土橋　昌司 　　〃
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増田　瑞穂 井上特殊鋼（株）
三浦　倫嗣 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
小山　　藍 　　〃
佐々木　淳 インターナショナルアロイ（株）
高木　隆正 （株）UEX
石川　拓馬 　　〃
石田　悠樹 碓井鋼材（株）
井上　　諒 　　〃
箕田　将裕 　　〃
牧ケ野萌衣 岡谷鋼機（株）
山田　　南 　　〃
有水　　惇 　　〃
和田　広人 　　〃
甲斐　丞貴 　　〃
提水流　勇 （株）神戸製鋼所
榊　　知之 　　〃
山本　大悟 　　〃
米川　浩之 （株）コモダエンジニアリング
伯井　優友 佐藤商事（株）
伏木　剛志 　　〃
廣川　勇介 　　〃
寒河江優太 　　〃
秦　　将志 山陽特殊製鋼（株）
河内山太郎 　　〃
孔　　繁昇 清水金属（株）
上原　一志 　　〃
日色　秀寿 下村特殊精工（株）
井上　晋輔 　　〃
奥山　義大 　　〃
清水　貴之 城北伸鉄（株）
尾﨑　恭平 （株）善光商事
柳下　央詠 大同興業（株）
遠藤　博人 大同DMソリューション（株）
黒川　綾子 大同特殊鋼（株）
松村　夏希 　　〃
ロケーシュ カプール 　　〃
趙　　範衍 　　〃
バルドワジュ ヴィシャール 　　〃
越中　一磨 大洋商事（株）
元吉　一太 　　〃
山田　京介 東北特殊鋼（株）
荻野　晋吾 豊田通商（株）
小澤　俊弘 中川特殊鋼（株）
松本　　純 　　〃
川上　隼人 　　〃
奥澤　太朗 （株）ナカタニ
小林　　隼 　　〃
渡辺　理真 中山商工（株）
石塚　泰之 日本金属（株）
金島　友也 　　〃
須田　拓人 　　〃
鈴木　友裕 　　〃
藤原　和希 日本高周波鋼業（株）
清水　文博 根津鋼材（株）　
伊藤　康介 　　〃
花崎　建郎 野水鋼業（株）
丹羽　隆護 （株）パシフィックソーワ
平山　宗太 （株）ハヤカワカンパニー
年澄　知世 　　〃
長谷川　誠 林精鋼（株）
中村　日華 　　〃
小笠原将之 　　〃
高橋　　慶 阪和興業（株）
芳仲　康輔 　　〃
中井　貴大 　　〃
内尾　智将 　　〃
竹田　正成 　　〃
新田　　樹 　　〃
岩崎　桃奈 日立金属（株）
エルフィティヒ アブドゥラヘマン 　　〃
小畠　奈穂 　　〃
金子　侑生 （株）平井
南里　翔太 　　〃
祭貴啓太郎 （株）不二越
佐藤　正和 藤田商事（株）
崔　　晛九 （株）プルータス
高橋　秀幸 （株）マクシスコーポレーション
平瀨　真貴 三井物産スチール（株）
小林　公章 　　〃
若林　　諒 　　〃
有澤　善大 　　〃
和田　剛佳 　　〃
李　　源太 三菱製鋼（株）
播谷　直紀 　　〃
李　　暁彤 　　〃
益野　李佳 （株）メタルワン特殊鋼
森川　裕司 有限会社森川金属
福留　久人 八千代特殊金属（株）
石坂阿友美 　　〃
飯塚　正明 （株）ヤマコー
佐藤　　信 リンタツ（株）

大阪支部
安藤　祥嗣 青山特殊鋼（株）
五藤　久貴 粟井鋼商事（株）
森川　隆之 伊勢鋼材（株）
井上　　誠 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
小堀　直洋 井上特殊鋼（株）
八木ちひろ 　　〃
鈴木祐大郎 　　〃
山口　莉佳 　　〃
遠藤　寛之 　　〃
中村　拓也 　　〃
中林　郁貴 　　〃
高橋　　陵 　　〃
浅野　佑樹 植田興業（株）
今坂　浩隆 ウメトク（株）
定平　尚哉 　　〃
深山航太郎 　　〃
西田　千夏 大阪精工（株）
平松　修二 大阪ミガキ（株）
更谷　領大 岡谷鋼機（株）
岡田　裕太 合同製鐵（株）
田路　　竜 　　〃
安藤　祐貴 （株）神戸製鋼所
酒井　真顕 　　〃
水澤　隆地 　　〃
村田　昂太 　　〃
辰巳　綾香 （株）菰下鎔断
渡部　祐生 　　〃
實平　英輝 櫻井鋼鐵（株）
松下銀河翔 佐藤商事（株）
豊田　翔祐 　　〃
太田　真崇 三栄金属（株）
中尾　有希 山陽特殊製鋼（株）
中野　圭喬 　　〃
上岡　美貴 三利特殊鋼（株）
藤川　　賢 　　〃
田渕　直人 三和特殊鋼（株）
村田　博文 　　〃
橋本　新子 　　〃
金治　陽祐 　　〃
犬塚　亮耀 　　〃
住友　駿介 　　〃
藤原　里美 住商特殊鋼（株）
佐々木由佳 　　〃
阿部　良平 （株）西鋼
中野　将太 　　〃
奴田　裕人 清和鋼業（株）
芳野　裕菜 第一鋼業（株）
濱田　直之 大同興業（株）
荒木　良太 大東精機（株）
坂口　卓也 　　〃
中田耕太郎 　　〃
柳本　彩佳 大同DMソリューション（株）
甲斐笹弥香 　　〃
大山　健太 大博鋼業（株）
竹林　智久 太平鋼材工業（株）
武田ジング 大洋商事（株）
羽場つぼみ 辰巳屋興業（株）
赤坂　拓海 　　〃
藤田　憲之 （株）天彦産業
花城　美姫 　　〃
高田　伶佳 　　〃
杉本　　純 　　〃
西　　淳史 　　〃
石野　竜規 （株）TONEZ
園川　貴之 　　〃
美濃　　篤 　　〃
前田　和希 豊田通商（株）
塚本　　智 中川特殊鋼（株）
荒木　康成 南海鋼材（株）
福山　一翔 　　〃
山本　　剛 （株）ニコテック
金橋　克彰 日鉄物産特殊鋼西日本（株）
松井　洋子 　　〃
髙尾　一成 日本ファスナー工業（株）
高田　幸治 　　〃
城戸ゆり子 ノボル鋼鉄（株）
本郷　雅彦 　　〃
柴田　陸矢 白鷺特殊鋼（株）
廣瀬　幹弥 　　〃
丸尾　大貴 ハクロスチール（株）
金澤　卓也 ハクロマシナリー（株）
平位優太郎 （株）ハクロフォージング
小西　孝洋 林田特殊鋼材（株）
八嶋　秀幸 　　〃
岡崎　涼佑 （株）阪神メタリックス
濱本大治朗 　　〃
大西　功高 　　〃
蔭山　　功 　　〃
曲　　俊逸 阪和興業（株）

平岡　剛昌 阪和興業（株）
中村　俊介 　　〃
野田　尚嗣 （株）堀田ハガネ
児山　純平 　　〃
藤本りさ子 　　〃
中筋　　碧 　　〃
山田　将司 松井鋼材（株）
山本　優子 三菱重工業（株）
前田　大樹 モリテックスチール（株）
須藤　健太 山進産業（株）
河野　尚嵩 ヤマシンスチール（株）
西川　幸輝 山野鋼材（株）
青山　晴規 菱光特殊鋼（株）
多鹿　好輝 　　〃

名古屋支部
桶嶋　　太 愛鋼（株）
加賀　克俊 　　〃
大石　亮介 　　〃
高橋　奈歩 　　〃
関根　雄貴 　　〃
宮浦　朋之 愛知製鋼（株）
松川　雅哉 　　〃
新名　祥磨 　　〃
佐藤　誠紀 　　〃
作華　　陸 浅井産業（株）
伊藤　香保 　　〃
門間　祐紀 　　〃
都山僚太郎 　　〃
中川　良貴 　　〃
米田　光宏 石田特殊鋼（株）
西本　　幸 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
金子　篤史 　　〃
伊藤　達央 （株）伊藤ハガネ
鈴鹿　雅毅 　　〃
三久保　瑛 井上特殊鋼（株）
平瀬　友也 大阪ミガキ（株）
西塚　　淳 　　〃
日置　康太 岡谷鋼機（株）
三浦優津希 （株）岡谷特殊鋼センター
松下　謙三 川本鋼材（株）
中島　貴史 　　〃
平松　卓磨 　　〃
大軒　裕矢 　　〃
安枝　和輝 　　〃
出口　拓也 クマガイ特殊鋼（株）
石岡　直紀 高周波精密（株）
仲森　健介 （株）交邦磨棒鋼センター
河口奈美恵 　　〃
大橋　諒人 　　〃
齋木　優里 　　〃
加藤　悠将 佐久間特殊鋼（株）
松尾　謙伸 　　〃
榊原　茉央 　　〃
國分　　望 　　〃
森田　将嗣 　　〃
後藤　季奈 　　〃
川村　早紀 　　〃
吉田　朋恵 　　〃
吉川　　遼 　　〃
鈴木　香祐 　　〃
魚返　俊弥 　　〃
伊藤　彰浩 　　〃
庭野　朋子 　　〃
山﨑　智仁 　　〃
松本　巧揚 　　〃
西村　由紀 　　〃
桑山　愛美 　　〃
丹羽　洋孝 サハシ特殊鋼（株）
大場　崚平 　　〃
山崎与志哉 　　〃
久松　広宣 （株）三悦
森下　健介 　　〃
鈴木　毬絵 山陽特殊製鋼（株）
若村友依子 JFE商事（株）
長谷川雅也 （株）司鋼商会
道場　大介 鈴豊精鋼（株）
八田　和樹 　　〃
髙橋　龍人 鈴秀工業（株）
白井　康介 　　〃
浅見　彩花 　　〃
杉本　直樹 （株）スチールポリッシュ
濵野利一朗 大同興業（株）
今西　十力 　　〃
伊藤　大貴 　　〃
岡田　燎野 　　〃
澤田　圭世 　　〃
三浦友香梨 大同DMソリューション（株）
佐藤　洋平 大同特殊鋼（株）
山内　一穂 　　〃

齋藤　綾子 大同特殊鋼（株）
渡辺　英臣 　　〃
長谷川優太 　　〃
谷川　由芽 　　〃
神田　智紀 　　〃
友井　圭佑 　　〃
草川　功介 　　〃
金子　知晃 　　〃
吉永　祐介 　　〃
小池　　葵 　　〃
松﨑　友晴 　　〃
那須　静香 （株）大同分析リサーチ
前田　佳輝 　　〃
井野　宗充 　　〃
大嶋　涼雅 　　〃
橋詰　直毅 　　〃
西部　恭平 大洋商事（株）
原田　琢也 　　〃
森崎　雅也 大和興業（株）
佐飛友希子 （株）タカギスチール
村崎　裕一 （株）竹内ハガネ商行
藤本　拓真 孟鋼鉃（株）
角田佳奈美 　　〃
西村志穂子 　　〃
榎本　聖奈 　　〃
永久保勝人 　　〃
矢澤　朋也 　　〃
久野　祐嗣 辰巳屋興業（株）
市川　遼野 　　〃
三浦　聖也 東洋精鋼（株）
宮本　淳史 　　〃
増田　康文 豊田通商（株）
横溝渓太郎 　　〃
和泉　幸助 　　〃
窪川　智裕 中川特殊鋼（株）
住田　喬亮 中島特殊鋼（株）
枦木　理沙 　　〃
田中　　紬 　　〃
中浦　由佳 南海鋼材（株）
青木　文生 　　〃
横田　和真 日本金属（株）
児玉　尭実 （株）ハヤカワカンパニー
土本　安希 　　〃
池田　直道 阪和興業（株）
並川　龍志 日立金属（株）
阿部広之介 　　〃
新山　啓太 富士機鋼（株）
中田　健介 （株）不二越
生田　敬貴 藤巻鋼材（株）
荻野　芳崇 　　〃
加古　祐貴 藤巻工範（株）
杉山　雄大 前田鐵鋼（株）
松本　大輔 　　〃
次田　哲智 （株）三品松菱
池田　　圭 　　〃
喜多　哲也 三菱製鋼（株）
冨田　純平 宮崎精鋼（株）
箕浦史美子 　　〃
山本　恭聖 （株）メタルワン
辻󠄀原　里加 山野鋼材（株）
鈴木　崇斗 リンタツ（株）
佐々木貴志 若杉鋼材（株）

北関東支部
武田　健太 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
金島　悠人 井上特殊鋼（株）
上遠野　洋 荻原物産（株）
巖　　良一 （株）カムス
猪俣　淳之 　　〃
武井　勇二 清水特殊鋼（株）
阿部　高幸 　　〃
堀越　春美 大同DMソリューション（株）
若宮　悠亮 （株）平井
関口　園子 藤田商事（株）
坂井　美紀 　　〃
島村美由紀 　　〃
前田　　勇 前田鋼材（株）

中国支部
吉田　弥司 鎌田特殊鋼（株）
西浜　将太 　　〃
井筒　尚典 　　〃
羽原　広真 大博鋼業（株） 
小畠　大司 深江特殊鋼（株）
大迫　正希 　　〃
毛利　仁美 三菱製鋼（株）
皆川　昌也 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：2019年10月18日（金）　開催場所：ザ・リッツ・カールトン大坂（大坂・梅田）

今年の「社員交流・活性化大会」は例年と趣を変え、フラ
ンス料理をいただきながらテーブルマナーを学ぶ講習会を
実施した。参加者は約80名。講師は、ザ・リッツ・カール
トン大坂のサービスマンとして開業当初から20年以上の
キャリアを有するバンケットサービス部門アシスタントマ
ネジャーの中山雅博氏が務めた。社員交流が主眼のため、
企画運営担当以外は経営者の参加は避けたのが特徴で、講
習の合間には社員同士の活発な交流が図られた。イベント
を主催した経営効率部会の井上寿一部会長（井上特殊鋼・代
表取締役社長）から差し入れられたボルドーの赤ワインに合
わせたソースでメインディッシュが提供されたほか、会食
後には久木田至支部長（櫻井鋼鐡・代表取締役社長）、福原
實晴副会長（南海鋼材・代表取締役社長）のポケットマネー
で用意した賞品をかけたジャンケン大会も催されるなど、
工夫が凝らされた交流会となった。

■名古屋支部　「中堅社員研修講座」
開催日時：2019年10月9日（水）　開催場所：愛知県産業労働センター（名古屋市中村区）

恒例の中堅社員研修講座に、今年は46名が参加。今年も名南経営コンサルティング
の山田亮太氏を講師に招き、「問題解決力向上講座」と題し、〈仕事の質とスピードを上
げるための思考力を鍛える！〉をテーマに開催した。

冒頭で特殊鋼倶楽部名古屋支部長の深津和也氏（愛知製鋼・執行役員）があいさつし
た後、研修に入った。研修で参加者は、ロジカルシンキングの効果や使用する場面、
ポイント等について学んだ。 あいさつする深津支部長

■九州支部　「工場見学会」
開催日時：2019年9月5日（木）　開催場所：九州電力 苅田発電所（福岡県京都郡苅田町長浜町）ほか

九州ステンレス流通協会（理事長／中島正之・九州ステンレス加工センター
社長）と全日本特殊鋼流通協会九州支部（支部長／吉永博・特殊鋼機社長）が
共催し、2019年9月5日（木）に、第26回社員研修会（工場見学会）を開催した。

両協会から25名が参加し、まず午前中に北九州市小倉北区にあり100年以
上の歴史をもつJR九州の各種鉄道車両の検査・製造・改造等を行う「小倉総
合車両センター」を見学し、鉄道車両の分解整備の工程を熱心に学習した。

ホテルアルモニーサンクで昼食後、福岡県京都郡苅田町にある九州電力の
世界最大規模の石炭を燃料とする加圧流動床複合発電（PFBC）プラントを有
する苅田発電所を見学した。見学者は重要な任務を有するタービンに、ステ
ンレスが使用されていることに驚いていた。 苅田発電所で両協会の横断幕とともに記念撮影を

講師の中山氏に教わったマナーにのっとり乾杯

各テーブルでは社員同士の懇談がすすんだ

盛り上がったジャンケン大会



6すてぃ〜る／NO.69_2019.12

全特協では2010年より、社会貢献活動の一環として国際NGO「ワールド・ビジョン・ジャパン（WBJ）」のチャ
イルド・スポンサーシップに参加しています。

チャイルド・スポンサーシップとは、社会基盤や経済が不安定な国に住む子供たちを支援する国際的な里親
制度です。このたび、支援する2人のチャイルドから手紙が届いておりますので、その内容をご紹介いたします。

全特協では今後も、国内外の福祉活動に目を向け、社会貢献活動を推進してまいります。

全特協のチャイルドスポンサーシップ関連記事は、すてぃーる41号（2010.7）・45号（2011.12）・58号（2016.3）・64号（2018.3）・
68号（2019.8）に掲載しています。

チャイルドスポンサーシップ 
支援チャイルドからお礼の手紙が届きました！

社会貢献活動

カトゥン，ジュモナちゃん（バングラデシュ）からの手紙

最初にわたしの赤いバラの絵によるあいさつを受け取ってください。
お元気のことと思います。
久しぶりですが、あなたから手紙を受け取ってとても幸せでした。
誕生カードとメモ・ポイント・マーカーをいただき本当にうれしかったです。
いま、わたし達の国は雨季のシーズンです。わたしは雨の季節が好きです。
どこもみんな水浸しです。友だちとみんなでよくおしゃべりをしています。
わたしの家族はみんな元気です。
チャイルド・スポンサーさま、あなたにお会いしたいです。
わたしのためにあなたの写真を送って下さい。

それでは、これで。こちらからあなたがお元気で
過ごされることをお祈りしています。
さようなら。

アルヴァレズ，ジョナリンちゃん（フィリピン）からの手紙

フィリピンからごあいさつします。
私はあなたのスポンサーチャイルドであることをうれしく思います。
私はタガログ語で心から感謝の気持ちを伝えます。

「Salamat（サラマット）」

私の性格は恥ずかしがり屋です。好きな食べ物は卵で、踊ることがとても大
好きです。私は大きくなったら学校の先生になりたいです。

親愛なるスポンサーさまへ。
私もあなたのことをもっと知りたいです。
あなたの好きな色、食べ物や動物はなんですか？ 
あなたは日々、なにをしていますか？　 
あなたの家族について教えてください。



7 すてぃ〜る／NO.69_2019.12

2019年度スペイン自動車関連業界 
視察研修のご報告

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、これまで米国・欧州・台湾・韓国・タイ・中国・イ
ンドネシア・ベトナム・マレーシアなどの特殊鋼の流通加工業やそのユーザーの実態を調査すると共に、特殊鋼流通関連業
者との交流・協力を行ってきた。その目的は、海外の特殊鋼関連業者と意見交換等の交流を行うことにより、①海外への視
野を広めること　②海外展開への可能性を検討すること　③我が国との業界における相違を知ることなどである。

本年度は、スペインの自動車関連企業を主体とした視察研修とした。大手日系自動車電子部品製造のデンソー、スペイン
に本社を置く自動車プレス部品企業の世界最大手であるゲスタンプ、石油関連大手でモータースポーツでも有名なレプソル
などを視察したほか、日本貿易振興機構（JETRO） マドリード事務所によるブリーフィングを受けることで海外への視野を
広め、会社や業界の発展につながるヒントを見つけていただくことを目的とした。また、歴史と情熱を感じるバルセロナや
マドリードの世界遺産などを見学し、参加者同士の交流も地域を超えて深めていただいた。

【視察研修の概要】
開催日時：2019年9月7日（土）〜 9月14日（土）
参加者数：24名（東京支部6名、大阪支部7名、名古屋支部10名、事務局1名）
主な視察行程：
• 9/ 7　成田・中部の各国際空港→ヘルシンキ→バルセロナ
• 9/ 8　バルセロナ市内観光（世界遺産サグラダファミリア、バトリョ邸など）
• 9/ 9　視察（Gestamp Abrera、DENSO Barcelona）
• 9/10　バルセロナ→マドリード　市内観光（プラド美術館、王宮など）
• 9/11　視察（REPSOL ／テクニカルセンター・本社キャンパス）
• 9/12　JETRO MADRID ブリーフィング
• 9/13　マドリード→ヘルシンキ→成田・中部の各国際空港へ
• 9/14　早朝、成田・中部の各国際空港着、解散

訪問日：9月9日（月） 10：00〜13：00
視察内容：
①GESTAMPの会社概要と研究開発のプレゼンテーション
②3Dバーチャルルーム、ショールーム見学
③Abrera　Plant見学
④質疑応答

〈HotStamping技術〉
HotStampingは、従来の冷間プレスよりも複雑な

形状を高強度、且つ軽量化を効率的に形成する革
新的な技術である。このプロセスは、鋼ブランク
が可鍛性になるまで加熱し（約900度）、続いて特別
に設計された金型で急速に冷却し、変形・硬化し
た材料を生成する。現在、車体構造用の最先端軽
量ソリューションの1つであり、同時に衝突性能と
乗員安全性を改善することができる。

Gestamp Abrera Plant

9月8日、世界遺産グエル公園（バルセロナ）にて
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訪問日：9月9日（月） 14：30〜17：00
視察内容： ①会社概況説明 

②工場工程視察　 
③質疑、御礼あいさつ、記念撮影

業種： 欧州の自動車メーカー向けの電子関連および 
パワートレイン関連製品の製造。従業員数848名。

工場概要：1989年6月にバルセロナから約60キロ離れ
たSantFruitosde Bagesに 設 立 さ れ た。 D E N S O  
Barcelona SAは、継続的に8つの事業拡大（1991年に始
まり、最近では2014年）を経て新たな課題に対応でき
るようになった。 2014年以来、DENSO Barcelonaは
研究開発部門を創設することにより、プラントの付加
価値を高めてきた。

DENSO Barcelona S.A.

日時：9月12日（水） 10：00 〜 11：00
ブリーフィング内容：一般経済事情
•	スペイン経済の概況と見通し
•	欧州債務危機後構造改革で堅調に回復
•	雇用回復と輸出・観光好調で内外需バランスのとれた成長
•	観光収入は680億ドルで米国に次ぐ2位
•	世界第9位、欧州2位の自動車生産国、8割以上を輸出
•	足元では消費減速鮮明、外需弱含み
•	企業動向（外国投資、日系企業）
•	進出日系企業数約255社
•	政治と社会安定度について
•	カタルーニャの独立運動について

JETRO MADRID Officeによるブリーフィング

訪問日：9月11日（水） 10：30 〜 16：30
視察内容： ① プレゼン（潤滑油・製鉄所向け工業油製

品・金属加工用工業油・研究開発など）
② テクニカルセンター視察（OILの研究室、

新型エンジンの燃焼実験室）

レプソル S.A.（Repsol S.A., BMAD： REP）は、スペ
インの石油とガスの複合多国籍企業である。28カ国に
活動拠点を持ち、従業員数は世界各地で4万人を超え
る。スペインに5カ所、アルゼンチンに3カ所、ペルーに1カ所の計9カ所の製油所を持ち、日産120万バレル以上の精製能力
を有する。また、アルゼンチンの他の製油所やブラジルの2つの製油所とも協力関係にある。ヨーロッパや中南米を中心に
6,900カ所以上の販売拠点ネットワークを持ち、石油製品の販売を行なっている。液化天然ガス（LPG）では年間300万トン程
の販売実績があり、世界第3位の企業となっている。化学工業分野においては、レプソルはスペインに2カ所アルゼンチンに
3カ所の計5カ所のコンビナートを稼働させている。ヨーロッパ南部とメルコスールの各国が主な市場となっている。

REPSOL
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突然おじゃま
（有）菊地ハガネ　代表取締役社長／菊地　一
　今年で創業130周年を迎える老舗特殊鋼問屋が、収益強化や構造転換のために選んだ新事業はまったく

畑違いのものだった。決して順風満帆な滑り出しとはいえなかったスタート時から、右肩上がりへ一転し

たきっかけや定着率アップの工夫など。新規事業立上げから携わり、この7月に社長に就任した菊地一氏に

お話をうかがってみた。

少子高齢化時代に即した新事業で
地域ニーズに貢献しながら業績拡大

■創業130年の歴史を誇る特殊鋼問屋
東北自動車道一関ICから約3分という

好立地に事務所と工場を構える菊地ハ
ガネは、1889（明治22）年創業で今年130
周年を迎える老舗特殊鋼問屋。現会⻑
の菊地太久治⽒の祖⽗の兄・徳太郎⽒
が始めた繭（まゆ）の運送業からスター
トし、鉄鋼業は1895年に会⻑祖⽗の太
治郎⽒が始め社名を「てつや」とした。

その後、戦後の混乱期に鉄鋼業を休
止。日用雑貨品の販売のみとなった時期
もあったが1978年に特殊製鋼、河合鋼
鉄の勤務を経た太久治会長が特殊鋼販
売業の菊地ハガネとして再創業。工具
鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、磨棒鋼な
どの特殊鋼に加え、銅、アルミなどの非
鉄金属、溶断品、鋳造品、鋼管の販売
を手がける。また、特殊鋼加工品や金型
部品の販売（標準プレート、モールドベー
スなど）、鋼材熱処理品、表面処理など
各種加工品の販売、六面特注プレートの
製造販売まで手広く手がけている。

■様 な々工夫でニーズを捉えた新規事業
1989年に大同特殊鋼入社、その後、
京セラを経て2008年に菊地ハガネ・代
表取締役専務に就任した菊地一⽒は、
「年間収益が安定しても伸び悩みがち
な鋼材加工業だけではジリ貧になって
しまう」という思いがあった。
そうした中で、新規事業として着目
したが訪問看護だった。鋼材加工業と
はまったく畑違いだが、「少子高齢化
が一段と進む東北の、最大の都市であ

る仙台なら成⻑性が高く、手堅い事業
としてチャンスがある」と考えて2015
年に「ケアーズ訪問看護リハビリス
テーション仙台東」を開業した。
もっとも開業当初から順調とはいか

なかった。「最初は看護師を集めるの
に苦労した」という。なんとか3人集
めて開業したが、すぐに辞める人がい
て補充をするという繰り返し。運営す
るので精一杯だったという。「しばら
くはずっと赤字。1年くらいは低迷、
停滞だった」と振り返る。そんな状況
を打破したのが理学療法士を採用して
リハビリサービスを開始したことだっ
た。「訪問看護と訪問リハの組み合わ
せに予想以上のニーズがあり、そこか
ら一気に右肩上がりになった」。利用
者は40名程度で頭打ちだったのが、リ
ハ導入半年で70名以上の新規利用者を
獲得することができたという。
こうした組み合わせのサービスが仙
台にほとんどなかったことが急成⻑の
要因ではないかと推察されるが、顧客
獲得の営業的なスキルも求められる看
護・リハスタッフの求人を見直したこと
も大きかったという。「最初は20~25万
円とあいまいな待遇の出し方をしてい
たが、70時間以上の訪問で1時間3400
円のインセンティブ導入と同時に20・
25・30万円と階層・役職別に求人をかけ
た。そうしたら、上を目指してがんば
りたいという優秀な人が来るようになっ
た」。スタッフの入れ替わりが激しい
とされる業界だから、⻑く勤めてもら

えるよう福利厚生も充実させている。
「働き方改革以前から連続休暇取得制
度や、企業主導型保育事業を手がける
企業と業務提携して子育て中の看護師
さん向けに保育園も用意しています」
と工夫する。
「飲み会が多いのも定着率向上の要因
かも。訪問という形で業務をするスタッ
フが定期的に集まってコミュニケーショ
ンを図れるので」と菊地一⽒は笑う。

■新規事業で100億円企業を目指す
訪問看護リハビリ事業の開始から約

3年半が経った昨年11月には、さらなる
収益拡大を見込み第2拠点となる「仙台
南サテライト」を開設。現在、同事業
では約45人のスタッフが働き、売上高
でも鋼材事業を超えるまで成長した。
今年7月に社長に就任した菊地一氏は

「今後は仙台中央、泉中央、名取など
へ拠点拡大し、訪問看護で培った知見
を生かしたシニア向けサービスの立上
げなど、新規事業も視野に入れながら
2025年には年間売上高100億円を目指
したい」と意気込むほか、本社の仙台
移転と社名変更も検討している。

懇親会も頻繁にスタッフ間のコミュニケーションを図る
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理事会・委員会報告

■理事会
○第20回理事会
日　時：�2019年10月21日（月）16：00 〜 17：00　�

於：熱海・ホテルリゾーピア熱海
内　容：�①2019度上期事業報告について

②2019度上期収支決算について
③�特殊鋼販売および特殊鋼販売加工技士研修制度に関する諸手当
支給内規の改正について

④�2020年度賀詞交歓会、役員選考委員会及び委員選考委員会の
開催日程並びに2020年度第8回定時総会及び臨時理事会の開
催日程について

⑤全国ボウリング大会の開催日程について
⑥本部事務所の移転について
⑦�（一社）日本鉄鋼連盟のとりまとめによる共同要望書への連名
について

⑧定款第2章第4条（6）の事業について
⑨その他

■運営委員会
○第26回運営委員会
日　時：�2019年10月21日（月）14：30 〜 15：50　�

於：熱海・ホテルリゾーピア熱海
内　容：①2019度上期事業報告について

②2019度上期収支決算について
③�特殊鋼販売および特殊鋼販売加工技士研修制度に関する諸
手当支給内規の改正について

④�2020年度賀詞交歓会、役員選考委員会及び委員選考委員会の
開催日程並びに2020年度第8回定時総会及び臨時理事会の開
催日程について

⑤全国ボウリング大会の開催日程について
⑥本部事務所の移転について
⑦�（一社）日本鉄鋼連盟のとりまとめによる共同要望書への�
連名について

⑧定款第2章第4条（6）の事業について
⑨その他

■人材育成委員会
◯第19回人材育成委員会
日　時：2019年7月22日（月）�15：00 〜 17：00　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①第18回の人材育成委員会議事録報告について

②2019年度事業計画及び予算について
③2019年度販売加工技士・販売技士研修講座実施状況について
④�2019年度販売技士3級検定試験採点結果と合否判定について
⑤西日本ブロックの�WEB�講座の実施結果について
⑥将来の研修講座の在り方について
⑦次回委員会開催日程について  

【特殊鋼販売技士検定試験委員会】
○2級講師事前会議
日　時：2019年8月21日（月）15：00 〜 16：30　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①2019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�級研修講座内容について
③特殊鋼販売技士�2�級試験問題について
④試験問題の「問題用紙」と「解答用紙」の分離について
⑤その他

○2級問題選定会議
日　時：2019年9月6日（金）�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
③その他�スペイン自動車関連業界視察研修

○加工技士講師事前会議
日　時：2019年10月25日（金）15：00 〜 17：00　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①�今年度の販売加工技士の「基礎編」「上級編」研修講座実施状況

について
②�「上級編」の検定試験、及び合否判定等スケジュールについて
③打合せ事項について

■調査研究委員会
○第26回調査研究委員会
日　時：2019年9月19日（木）�14：45 〜 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：①年号の取り扱いについて

②毎月実施の特殊鋼流通統計調査の集計結果について
③第90回（4-6月）景況アンケート調査報告
④第91回（7-9月）景況アンケートの設問について
⑤第18回経営環境に関するアンケート調査について
⑥次回委員会日程について

■内外交流委員会
○スペイン自動車業界視察研修旅行
日　時：2019年9月7日（土）〜 14日（土）　於：バルセロナ＆マドリード
内　容：①Gestamp�Abreraの視察

②DENSO�Barcelonaの視察
③REPSOL�本社及びテクニカルセンターの視察
④JETRO�Madrid�Officeのブリーフィング

■広報委員会
○第20回広報委員会
日　時：2019年11月11日（月）　於：鉄鋼会館
内　容：①広報誌「すてぃーる69号」の記事校正確認等について

②広報誌「すてぃーる70号」の記事内容等について
③2020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20回青年部会運営委員会
日　時：2019年11月8日（金）　於：尼崎市大東精機会議室
内　容：①青年部会の2019年下期の会議日程と内容について

②「はがねの日」アピール用小物の作成について
③2019年度事業計画案及び予算案の考え方について
④�全国厚板シャリング工業組合の全国青年交流会の内容について
⑤大東精機工場見学会実施について
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■ 編集後記 ■
　皆様、師走の中お忙しくされてると思います。忘年会が
続くと思いますがお酒はほどほどに。健康第一で新しい年
を迎えましょう。
　毎回書いている気がしますが、台風 15号・19号で被災
された方に心よりお見舞い申し上げます。
　日本も亜熱帯地方に入ったのかもしれませんね。来年は
大きな災害がないことを祈ります。
　オリンピックイヤーですしね。なんとなくワクワクしま
すね。
　特殊鋼を取り巻く環境は雨模様です。長く続いた好景気

も終わりをつげました。こんな時こそ、会員の皆様と賛助
会員の皆様が力を合わせてこの波を乗り越えましょう。
　「すてぃ〜る 69 号」を発行します。今号は各地の賛助会
員様との交流会の様子、スペイン視察研修の模様、と盛り
だくさんです。チャイルドスポンサーシップも一見の価値
ありです。
　御拝読下さい。寒さが益々厳しくなります。お身体御自
愛ください。
　来年も全特協を宜しくお願い致します。

久木田　至

事務局だより

特殊鋼販売加工技士「上級編」の開講について
2019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

372名、2級186名の資格認定者が新たに誕生しております。
また今年度は、隔年開催の特殊鋼販売加工技士「上級編」の研修講座を東京支部、大阪支部、名古屋支部にて、
2020年1月下旬より3月中旬まで下記内容で開講します。受講資格は、特殊鋼販売加工技士「基礎編」を修了した者でそ
の修了証書を取得した者、となっておりますので、受講される方は各支部事務局へ申し込んでください。
なお、検定試験は3月25日（水）全国一斉に実施します。受験資格は特殊鋼販売加工技士「実務編」又は「上級編」を修
了した者（含修了予定者）でその修了証書を取得した者となっております。
詳しくは各支部事務局へお問合せ願います。

支部	 開催日程	 会場
東京支部	 2020年1月20日〜 3月11日	 東京・鉄鋼会館ほか
大阪支部	 2020年2月20日〜 3月18日	 大阪・鐵鋼會館ほか
名古屋支部	 2020年2月 3日〜 3月 9日	 名古屋・東桜会館ほか

研修内容：	図面を読み取った後、その図面により加工するための工作機械・加工方法等を理解し、見積り計算の仕組
みが理解できるまでの知識を習得させる。

使用テキスト：特殊鋼加工技術実務研修書（改）1冊
講座時間：講義20時間、実習又は見学5時間、合計25時間

2020年「新年賀詞交歓会」開催スケジュールについて
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出席ください。	

本支部	 開催日程	 会場
本部及び東京支部	 2020年1月21日（火）	 経団連会館
東北支部	 2020年1月17日（金）	 仙台国際ホテル
北関東支部	 2020年2月中（予定）	 未定
名古屋支部	 2020年1月 8日（水）	 名古屋観光ホテル
静岡支部	 2020年2月中（予定）	 未定
大阪支部	 2020年1月 6日（月）	 リーガロイヤルホテル
中国支部	 2020年1月29日（水）	 シェラトングランドホテル広島
九州支部	 2020年1月 7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。


