
目  次

特集　第8回定時総会
「第8回定時総会」を書面で開催     1

　櫨⺒芳新会長あいさつ     2
青年部会「第8回定時総会」を書面審議で開催    3
支部だより　各支部でも書面審議で総会を開催    4
新副会長訪問    5

　碓井達郎氏、　松岳大樹氏
理事会・委員会報告    6
事務局だより・編集後記    裏表紙

〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町3丁目2番10号（鉄鋼会館）
TEL.03-3669-2633・2777　FAX.03-3669-0395
ホームページ  http://www.zentokkyo.or.jp

E-mail  info@zentokkyo.or.jp

一般社団法人全日本特殊鋼流通協会

SPECIAL STEEL
 August/2020

Vol.

71

会長
櫨　巳芳

東京支部長
碓井達郎

静岡支部長
原　博康

北関東支部長
宮内　保

大阪支部長
久木田至

中国支部長
木村雅昭

名古屋支部長
中島伸夫

九州支部長
吉永　博

東北支部長
森　高臣

青年部会長
川北　誠

─ 新会長・各支部長・青年部会長 ─



1 すてぃ〜る／NO.71_2020.8

「第8回定時総会」を開催

2019年の日本経済は、自然災害の影響などから個人消費や輸出が伸び悩み、名目GDP成長率が大きく下回るなど国内成長
率は期待外れにとどまった。世界経済は先進国の牽引により比較的高い成長を保ったものの、10月後半からの米中貿易摩擦の
激化や英国のEU離脱に向けた欧州の混迷等により、海外経済は総じて減速傾向となった。
しかし、2020年になってから世界を震撼させたのは、昨年12月に中国・武漢市で発生した新型コロナウイルスの感染拡大で
あった。国内でも2月中旬には感染経路不明の事例が相次いで報告されるようになったことから、全特協でも政府・自治体が
要請する感染拡大防止の取り組みに協力するため研修等の諸事業や重要会議の中止・延期を通達した。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大は収束の兆しをみせず、3月12日には「WHO」（世界保健機関）が世界の流行状況を「パ
ンデミック」と認定し、国内でも3月終盤以降に新規感染者が急増するようになったことから日本政府は4月7日、史上初となる
「緊急事態宣言」を発出した。同宣言では人と人との接触を「最低7割、極力8割」減らす目標を掲げ、国民に外出自粛などの徹底
を呼びかけたことから、企業活動や生活様式に大きな変化を生じるとともに経済にも深刻な影響を与えることとなった。
　緊急事態宣言は感染状況の地域ごとの実情に応じ、5月14日から段階的に解除されていったが、5月25日に東京および3県

の関東圏と北海道が解除されるまで1カ月半以上にもおよんだ。こうした社会情勢をうけて全特協では、6月8日に「パレスホテ
ル東京」（東京・千代田区丸の内）において開催を予定していた『第8回定時総会』を中止とし、定款30条に基づき「書面」による総
会を6月12日に開催した。

新型コロナウイルスの感染拡大をうけ「書面」による総会を開催

書面で開催された第8回定時総会は、正会員153の承認投票により、各議案が原案どおり承認された。

第 1号議案　2019 年度事業報告書及びその付属明細書承認の件
第 2号議案　2019 年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書承認の件
第 3号議案　理事の退任及び新任並びに役員の交代及び監事選任の件
第 4号議案　2020 年度事業取り止めに伴う会費の減額措置の件
報 告 事 項　2020 年度　事業計画、収支予算について

本年度は役員改選にあたるため、第3号議案で別表の通り理事21名（うち新任5名）、監事2名が選任され、新理事による互選
で新役員を決定した。
その結果、新会長に櫨⺒芳氏（⾠⺒屋興業・代表取締役社長）、新副会長に碓井達郎・東京支部長（碓井鋼材・代表取締役）、
久木田⾄・大阪支部長（櫻井鋼鉄・代表取締役社長）、松岳大樹氏（トーキン・代表取締役）が選出された。
第5代会長として3期6年間その任にあたった佐久間貞介氏（佐久間特殊鋼・代表取締役執行役員社長）と副会長を務めた湊義

明氏（野村鋼機・代表取締役社長）、福原實晴氏（南海鋼材・代表取締役）は理事から退任する。佐久間氏は顧問に就任し、今
後は協会の指導にあたることになった。

全特協第6代会長に櫨⺒芳氏を選出

【退任理事】
佐久間貞介 佐久間特殊鋼（株）代表取締役執行役員社長
湊義明 野村鋼機（株）代表取締役社長
福原實晴 南海鋼材（株）代表取締役
立花一人 大同特殊鋼（株）代表取締役副社長執行役員

【新任理事】
竹内篤行 （株）竹内ハガネ商行　常務取締役
古池晃 古池鋼業（株）代表取締役社長
伊藤勝彦 （株）伊藤ハガネ代表取締役社長
山下敏明 大同特殊鋼（株）常務執行役員
堀田靖 （株）堀田ハガネ　代表取締役社長



2すてぃ〜る／NO.71_2020.8

このたび2020年6月に開催した第8回
定時総会並びに臨時理事会において、
第6代会長の任にあたるよう推挙いた
だき、この大役を仰せつかり身の引き
締まる思いです。これまで私を育てて
頂いたこの業界に感謝する共に、ご恩
返しできるよう精いっぱい勤めさせて
いただく所存です。
また、副会長には、若い新メンバー
で東京より碓井氏、大阪より久木田氏、
名古屋より松岳氏の精鋭に揃って就い
ていただき、さらに留任いただいた専
務理事の宮崎氏と強力なタッグを組ん
で、緊密な連携のもと協会運営を進め
て参ります。
さて、特殊鋼業界の市況は、新型コ
ロナウィルス感染症の世界的大流行に
伴い、2008年のリーマンショック以上
の景気の落ち込みと経済の低迷に喘い

でおります。経済産業省の2020年第2
四半期（7－9月期）の鋼材需要見通しに
よれば、特殊鋼鋼材は465万トン（前年
同期比▲32.4％）、国内需要325万トン
（前年同期比▲32.8％）、輸出139万ト
ン（前年同期比▲31.6％）と見込まれて
います。当業界におきましても製造業
の停滞により、非常に厳しい事業環境
が続くものと見込まれており、販売・
加工量は前年比3~4割減にとどまり、
この先は一段と需要の停滞感が強まる
のではないかと危惧されています。
現在会長に就任して思いますこと
は、このコロナ禍、団結してこの難局
に立ち向かうことと、仲間である会員
の皆さんを如何にして守るかを喫緊の
課題として考えております。感染症対
策の知恵を出し合い、良いアイデアを
周知し情報共有を促すことも非常時に
おける協会の大きな役割であると言え
ると思います。
また、経済産業省をはじめとする省
庁との連携も従来にも増して推し進め
ることも必要であります。補助金制度
の紹介などを通じて、業界、会員企業
に資するような情報が提供できるよう
に努めていきたいと考えます。
さらには、先行き不透明感が日増し
に強くなる中ではありますが、現下は
新型コロナウィルス感染症に関連した
対応を最優先とし、集中して実行して
参りますが、ワクチン開発等ウィルス

対策が万全となった暁には、新たな方
針・骨子を打ち出すべく検討を重ねて
邁進させていきます。
特に利便性の高い事業やサービスを
実現して参りたいと考えております
が、その代表格に、コロナ禍において
思いを強めた人材育成事業がありま
す。今年に入って研修講座を延期又は
中止せざるを得なくなってしまいまし
たが、学びの場は決して失くしてはな
らないと強く感じています。この解決
に向けた方策の一つとして、リモート・
オンラインによる人材育成事業に着目
をしています。既に大阪支部・中国支
部において、WEBによる研修講座を
始めておりますが、『三密』を避けられ
るという点に加えて、研修に参加しづ
らい地方支部の会員の利便性向上にも
繋がるため、さらなる拡充を行うこと
で『利用しやすい全特協』を目指してい
きたいと考えています。加えて、会員
各社の悩み、痛みを共有し、会員の皆
さんと同じ目線に立って会長の職務を
全うして参りたいと思います。
厳しい状況は当面続くと思われます
が、互いに協力し助け合いながら、こ
の局面を乗り切ると共に、会員の皆さ
んとこれまで以上に魅力ある協会を作
り上げて参りますので、会員各位の皆
様におかれては、今後とも一層のご指
導・ご鞭撻を衷心よりお願い申し上げ
ます。

〜会員みんなで難局に立ち向かい「利用しやすい全特協」を目指します〜

（一社）全日本特殊鋼流通協会　会長　櫨　　⺒芳
櫨新会長、就任のあいさつ

新型コロナウィルス感染拡大防止のため4月7日から政府が発出した「緊急事態宣言」により、全国でさまざまな活動が自粛
を余儀なくされ、全特協でも2020年度当初における諸事業は、中止または延期することを決定した。当協会としては、この
状況を真摯に受けとめ、かつ事業の検討を行った結果、会費の減額措置を講じることが最善であると判断し、「入会、入会金、
会費及び退会規則」第4条2項に基づき、会員に対して2020年度下期会費の4割（通年2割）を減額することとした。

2020年度下期会費を4割（通年2割）減額に
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■運営委員会
委 員 長　碓井　達郎（碓井鋼材・代表取締役）
副委員長　久木田　⾄（櫻井鋼鉄・代表取締役社長）
	 〃	 松岳　大樹（トーキン・代表取締役）

■総務委員会
委 員 長　勝野　　茂（三和特殊鋼・代表取締役社長）
副委員長　竹内　篤行（竹内ハガネ商行・常務取締役）
	 〃	 松岳　大樹（トーキン・代表取締役）

■人材育成委員会
委 員 長　青山　信一（青山特殊鋼・代表取締役社長）
副委員長　堀田　　靖（堀田ハガネ・代表取締役社長）
	 〃	 伊藤　勝彦（伊藤ハガネ・代表取締役社長）

■調査研究委員会
委 員 長　井上　寿一（井上特殊鋼・代表取締役社長）
副委員長　古池　　晃（古池鋼業・代表取締役社長）

■経営効率化委員会
委 員 長　小松　　稔（マクシスコーポレーション・代表取締役社長）
副委員長　樋田　浩三（三悦・代表取締役）

■広報委員会
委 員 長　久木田　⾄（櫻井鋼鉄・代表取締役社長）
副委員長　山村　　弥（山鋼精機・代表取締役）

■内外交流委員会
委 員 長　中島　伸夫（中島特殊鋼・代表取締役）
副委員長　濱井　省吾（三利特殊鋼・代表取締役社長）

委員会役員一覧

青年部会「第8回定時総会」を開催

2020年度 役員名簿
役職 氏名 勤務先・役職名

会長 櫨　　巳芳 辰巳屋興業（株） 代表取締役社長

副会長 碓井　達郎 碓井鋼材（株） 代表取締役

〃 久木田　至 櫻井鋼鐵（株） 代表取締役社長

〃 松岳　大樹（株）トーキン 代表取締役

専務理事 宮崎　義一（一社）全日本特殊鋼流通協会

理事 青山　信一 青山特殊鋼（株） 代表取締役社長

〃 飯久保知人（株）大同分析リサーチ 理事

〃 伊藤　勝彦（株）伊藤ハガネ 代表取締役社長 新任

〃 井上　孝司 大同大学 名誉教授

〃 井上　寿一 井上特殊鋼（株） 代表取締役社長

〃 大前　浩三 山陽特殊製鋼（株） 取締役常務執行役員

〃 小木曽知弘 小木曽工業（株） 取締役社長

部会長に川北誠氏を、副部会長にも6名全員を再任
青年部会は2020年6月5日、「第8回定時総会」と「第22回運営委員会」を新型コロナウイルス感染拡大防止のため、いずれも書

面審議で開催した。
総会での審議事項は以下のとおりで、いずれも承認投票25名で承認された。
　第1号議案　2019年度事業報告（案）及び収支報告（案）承認の件
　第2号議案　2020年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
　第3号議案　運営委員の選任（案）承認の件
第3号議案では全25名の運営委員を再任し、報告事項として山本克彦氏（山本鋼材・取締役営業部長）の新規入会を承認した。
運営委員会では部会長と副部会長選任の件を書面審議し、部会長には川北誠氏（川北特殊鋼・代表取締役）、副部会長には

三上晃史氏（ノボル鋼鉄・代表取締役社長）、岩井大昌氏（巴鋼鉄・代表取締役社長）、鴨山剛⾄氏（東海鋼鉄・常務取締役）、
林田彰司氏（林田特殊鋼材・代表取締役）、永田友康氏（永田鋼材・代表取締役社長）、鷲野敦司氏（名古屋特殊鋼・代表取締役
社長）の6名全員をいずれも再任した。

役職 氏名 勤務先・役職名

〃 勝野　　茂 三和特殊鋼（株） 代表取締役社長

〃 小松　　稔（株）マクシスコーポレーション 代表取締役社長

〃 竹内　篤行（株）竹内ハガネ商行 常務取締役 新任

〃 堂野　和洋 日本高周波鋼業（株） 常務取締役

〃 中島　伸夫 中島特殊鋼（株） 代表取締役

〃 古池　　晃 古池鋼業（株） 代表取締役社長 新任

〃 堀田　　靖（株）堀田ハガネ 代表取締役社長 新任

〃 山下　敏明 大同特殊鋼（株） 常務執行役員 新任

〃 山中　敏行 愛知製鋼（株） 経営役員

監事 小澤　信幸 アスカ税理士法人 税理士

〃 中　　俊也 中俊也事務所 公認会計士・税理士
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支部だより

支部総会開催

次の議題を書面審議、承認した。
①2019年度事業報告書（案）　②2019年度収支決算（案）　③2019年度監査報告書　④2020年度事業計画書（案）　⑤2020年度収支予算書（案）　	
⑥会員異動報告　⑦2020年度役員改選（案）　⑧本部委員会への東京支部派遣委員（案）
役員改選では、碓井達男支部長を再任し、各部会長には【総務】竹内篤行（竹内ハガネ商行・常務取締役）、【人材育成】西尾英俊（大同DMソリュー

ション・取締役営業本部長）、	【内外交流】島田和明（伊藤忠丸紅特殊鋼・代表取締役社長）、【経営効率化】永藪二郎（碓井鋼材・専務取締役）、【広報】
三上晃史（ノボル鋼鉄・代表取締役社長）、【調査研究】山田雅郎（ヤマコー・代表取締役社長）がそれぞれ就任した。

東京支部　開催日：6月9日　（書面審議） 承認社数：61社

次の議題を書面審議、承認した。
①2019年度事業報告　②2019年度収支決算　③2020年度役員改選（案）　④2020年度事業計画（案）　⑤2020年度収支予算（案）　⑥会員の異動
役員改選では、久木田⾄支部長を再任し、各部会長には【総務】勝野茂（三和特殊鋼・代表取締役社長）、【人材育成】堀田靖（堀田ハガネ・代表取

締役社長）、	【内外交流】濱井省吾（三利特殊鋼・代表取締役社長）、【経営効率化】井上寿一（井上特殊鋼・代表取締役社長）、【広報】八木栄治（白鋼・
代表取締役社長）、【調査研究】古池晃（古池鋼業・代表取締役社長）がそれぞれ就任した。

大阪支部　開催日：6月26日　（書面審議） 承認社数：70社

次の議題を書面審議、承認した。
①2019年度事業報告（案）　②2019年度決算報告（案）　監査報告書　③2020年度事業計画（案）　④2020年度予算（案）
役員改選では、新支部長に中島伸夫氏（中島特殊鋼・代表取締役）を選任し、副支部長および各部会長には【広報】山村弥（山鋼精機・代表取締役）、

【総務】佐橋健一郎（サハシ特殊鋼・代表取締役社長）、【人材育成】永田友康（永田鋼材・代表取締役社長）、【内外交流】川北誠（川北特殊鋼・代表取
締役）、【経営効率化】樋田浩三（三悦・代表取締役）、【調査研究】近藤泰幸（近藤ハガネ商店・代表取締役）の各氏が就任した。

名古屋支部　開催日：6月3日　（書面審議） 承認社数：79社

次の議題を書面審議、承認した。
①2019年度事業報告　②2019年度決算報告　監査報告書　③2020年度事業計画（案）　④2020年度収支予算（案）　⑤2020年度役員改選（案）　	

その他、会員名簿
役員改選では、森高臣支部長（関東鋼鉄・代表取締役社長）を再任し、副支部長に日下俊之（クサカ鋼材・代表取締役）、各運営委員には【総務】秋

保英夫（大同DMソリューション・チーム長）、【人材育成】田中照幸（ノボル鋼鉄・仙台支店長）、	【広報】菊地一（菊地ハガネ・代表取締役）、有路泰
弘（藤田商事）、【内外交流】佐々達郎（東北特殊鋼・取締役、複合加工事業部長）、熊倉文仁（カムス・所長）の各氏がそれぞれ就任した。

東北支部　開催日：6月18日　（書面審議） 承認社数：23社

次の議題を書面審議、承認した。
①2019年度事業報告　②2019年度決算報告　③2020年度事業計画（案）　④2020年度収支予算（案）　⑤2020年度役員改選（案）　⑥会員の異動
役員改選では新支部長に宮内保（小山鋼材・代表取締役社長）氏が選任され、新副支部長には鈴木⾄典（鈴木機械・代表取締役）、長谷川弘和（長

谷川ハガネ店・代表取締役）の各氏が就任した。

北関東支部　開催日：6月25日　（書面審議） 承認社数：24社

次の議題を書面審議、承認した。
①2019年度事業報告　②2019年度収支決算　③2020年度役員改選（案）　④事業計画（案）　⑤2020年度収支予算（案）　⑥会員の異動
役員改選では木村雅昭支部長（深江特殊鋼・代表取締役）を、副支部長は宇野将英（野村鋼機・広島支店長）、増田厚子（南海鋼材・広島事業所長）

の各氏を、いずれも再任した。

中国支部　開催日：6月25日　（書面審議） 承認社数：16社

次の内容を書面で報告した。
①2019年度事業報告　②2019年度決算報告　③2020年度役員改選（案）　④2020年度事業計画（案）⑤2020年度収支予算（案）
役員改選では、吉永博支部長（特殊鋼機・代表取締役）を再任し、副支部長として岩坪裕介（三鋼販西日本・執行役員久留米支店長）、岩佐嘉久（イ

ワサ・取締役営業本部長）が新しく就任した。

九州支部　開催日：6月15日　（書面報告） 報告社数：18社
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「櫨巳芳新会長のもと6月に新体制が
発足したといっても、まだ副会長とし
ての職務を一度も果たしていないので
実感がわかないのが正直なところ」と
碓井新副会長は当惑混じりの笑みを浮
かべた。

4カ月前には思いもかけなかったコロ
ナ禍という特殊環境下で役員改選を含
む新年度スタートを迎えた全特協。「重
要会議をWEB開催するなど効率化への
取り組みができた面もあるが、諸事業
を開催しながら役員、委員が意見交換
をはかり運営方針をブラッシュアップ
していくのがあるべき姿なので」と、多
くの事業が中止や延期となるなか全特
協本来の形をどう取り戻していくか、
ウイルスの感染状況を注視しながら検
討を続ける現状がもどかしい。
「本年度も約半分が過ぎようとして

いるわけで、延期とした事業を残りの

「この間、新型コロナウィルスに罹
患された方々には謹んでお見舞いとと
もに、一日も早いご快復を心よりお祈
り申し上げます。 最前線で国民の健
康に貢献されている医療・介護従事者
に心より敬意を表します。そして、感
染症の事態収束もままならない中で、
熊本県を中心に九州や中部地方などで
豪雨災害も発生しました。お亡くなり
になられた方々のご冥福をお祈り申し
上げますとともに、被災された皆様が
一日も早く平穏な暮らしに戻られます
ことをお祈り申し上げます」と切り出
した松岳新副会長。

昨夏より米中貿易摩擦等の影響によ
り、売上減の傾向があるところにコロ
ナ禍がのしかかり、経済・産業界も大
変な状況が続いている。こうした中で
新体制の移行を迎え、副会長に就任し
た松岳氏は、「コロナ前の問題がコロ

施策、それを受けた社会状況という、
目の当たりにできる範囲で対策しなが
ら全特協の機能を正常化しいていくよ
うに努める。こうした環境下での新体
制で、櫨会長が一番大変だと思う。副
会長職としては会長をしっかりとサ
ポートし、支え、もり立てていきた
い。それが感染収束後の協会活動の足
腰を固めるものとなると考えている」
と決意する。

経営者としてコロナ禍をすごして気
づいたことは「感染症対策を契機に個
人の健康意識への高まりはもちろん、
これから迎える真夏のマスク着用での
熱中症への注意喚起など、職場の環境
衛生や勤務時間管理、リモート環境を
活用した働き方の意識は経営者も従業
員も変わっていくだろう。会員企業と
さまざまな共有をはかり、役立つ情報
発信をしていきたい」と抱負を語る。

氏は「成長と拡大の時代には競争一辺
倒でもよかったが、これからは競争と
非競争の分野を分けて考える必要があ
る」と提言する。そうした提言のも
と、「地域と全国でつながりがある全
特協が、しっかりとした形で存在する
ことで業界の健全性につながる」と協
会の意義を深く認識するという。

業界自体が自粛明けからまもなく、
活動がないので新執行部としての実
績はこれからだが、櫨会長と3人の新
副会長は前の副会長と支部長。「前体
制からのコンセンサスは継続している
間柄。櫨会長のご指導のもと、お支え
することを第一に碓井、久木田両副会
長とともに特殊鋼流通の“ニュー・ノー
マル”を模索していきたい。特に私は
櫨会長と同じ地域なので、より密接に
その職責を意識している」と決意を述
べた。

カレンダーにどう押し込んでいくかと
いうのが、担当委員や事務局も含めた
目下の活動」と碓井副会長。ボウリン
グ大会など会員企業の社員向け福利厚
生や懇親などの事業も新型コロナウイ
ルスの影響をみながら慎重に検討して
いくことになる。

全特協の根幹事業ともいえる人材育
成事業では、「会員各社の人材育成ニー
ズを捉えた業界発展の最重要事業であ
ることから、東京支部長（兼務）として
もなるべく教育のチャンスは継続した
いとの気持ちはある。しかし、東京で
の新規感染者の波が上下し、収束の見
通しが定まらない中では感染リスクもあ
ることから、より慎重にさまざまな対
応、対策を考えなければならないかもし
れない」と想定の難しさをにじませる。

その上で、「ウイルスという見えな
い相手に対して政府や自治体の方針や

ナによって変わることはないと思う。
全特協の活動も基本的には従来の延長
線上にあり、今後、櫨新会長の新たな
方針のもと会員の皆様のコンセンサス
を得ながら諸事業の再開を図ってい
く。ただ、コロナ禍による気づきと世
界の新しい秩序が形成されようとはし
ていて、変化のスピードは加速化する
と考える」との思いも痛感していると
いう。

迫られる変化への対応として、事業
別には人材育成事業のWEB対応が急
がれるのではないかという。「すでに
大阪・広島の両支部では大変なご努力
で先行している。感染症対策だけでな
く、働き方改革に即した労働時間の観
点からも、今後、各地で推進していく
必要があるのではないか」

従来からの高齢化、人口減少に加え
てコロナ禍という社会において、松岳

碓井鋼材株式会社代表取締役　碓井達郎

人材育成を重点にコロナ禍以前の 
活動正常化に取り組む

株式会社トーキン代表取締役　松岳大樹

コロナ禍による気づきと、 
新しい秩序による業界の健全性に向けて

新・副会長訪問
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理事会・委員会報告

■理事会
○第23回理事会（書面審議）
日　時：2020年5月25日（月）
内　容：①議案

第1号議案	 2019年度事業報告書（案）について
第2号議案	 2019年度収支決算書（案）について
第3号議案	 第8回定時総会（書面）招集（案）について
第4号議案	 	理事の退任及び新任並びに役員の交代（案）につい

て
第5号議案	 	「入会、入会金、会費及び退会規則」規程の一部

改正（案）について
第6号議案	 2020年度会費の減額措置（案）について

②報告事項
・本部委員会委員選考について

○臨時理事会（書面審議）
日　時：2020年6月12日（金）　於：鉄鋼会館　承認投票：21名
内　容：①役員の選任の件

②代表理事の選定の件
③理事会推薦による会長が委嘱する顧問の件

■総務委員会
○第21回総務委員会
日　時：	2020年3月17日（水）　12：20 〜 14：20	

於：鉄鋼会館　出席者：4名
内　容：①2020	年度事業計画及び収支予算について

②第	8	回定時総会について
③委員会委員選任内規の改正について
④地方支部事務局（含む3ブロック）の体制について
⑤その他

○第22回総務委員会（WEB会議）
日　時：	2020年5月18日（月）　15：00 〜 17：00（WEB）		

出席者：委員6名・オブザーバー 1名・事務局4名
内　容：①議案

2019年度事業報告（案）について
2019年度収支決算（案）について
2019年度監査報告について
第8回定時総会を書面にて開催する件について（含む講演会
講師報告）
2020年度会費の一部減額のための「入会、入会金、会費及び
退会規則」規程の一部改正（案）及び会費減額（案）について

②確認事項
理事の退任及び新任並びに役員の交代について（案）につい
て
役員改選及び本部委員会委員選考（案）について
次回の総務委員会等の日程について

○臨時総務委員会
日　時：2020年6月29日（月）　於：鉄鋼会館　承認投票：5名
内　容：委員長及び副委員長の選任について

■運営委員会
○第30回運営委員会（書面審議）
日　時：2020年5月25日（月）
内　容：①2019年度事業報告書（案）について

②2019年度収支決算書（案）について
③第8回定時総会（書面）開催招集（案）について
④理事の退任及び新任並びに役員の交代（案）について
⑤本部委員会委員選考（案）について
⑥	入会、入会金、会費及び退会規則」規程の一部改正（案）につ
いて
⑦2020年度会費の減額措置（案）について

○臨時運営委員会（書面審議）
日　時：2020年6月29日（月）　於：鉄鋼会館　承認投票：16名
内　容：委員長及び副委員長の選任について

■内外交流委員会
○第15回内外交流委員会
日　時：	2020年2月26日（水）　15：00 〜 17：00　	

於：安保ホール　出席者：9名
内　容：①2019年度事業及び予算の実績見込みについて

②2020年度事業計画（案）及び予算（案）について
③	2020年度の海外視察研修について	
日　程：8月29日出発6泊8日の予定　	
視察先：中欧・東欧	
募集開始：	5月中とし、東京オリンピックが中止又は延期に

なれば募集を見送る	
開催決定ならば募集開始とする

④来期委員の改選について
○臨時内外交流委員会
日　時：2020年6月30日（火）　於：鉄鋼会館　承認投票：6名
内　容：委員長及び副委員長の選任について

■調査研究委員会
○景況アンケート設問打合せ
日　時：	2020年3月30日（月）　15：00 〜 16：00　	

於：大阪・鐵鋼會館　出席者：4名
内　容：①特殊鋼流通統計調査集計結果について

②第92回（10-12月）景況アンケート調査報告について
③第93回（1-3月）景況アンケートの設問について
④	第18回経営環境に関するアンケートの調査結果報告について
⑤次回委員会開催日程について

○第29回調査研究委員会
日　時：	2020年6月23日（火）　15：00 〜 17：00　	

於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①委員長及び副委員長の選任について

②特殊鋼流通統計調査の集計推移について
③第93回（1-3月）景況アンケート調査報告について
④第94回（4-6月）景況アンケートの設問について
⑤2020年度事業計画及び予算について
⑥次回委員会日程について

■経営効率化委員会
○臨時経営効率化委員会（書面審議）
日　時：2020年6月30日（火）　於：鉄鋼会館　承認投票：8名
内　容：委員長及び副委員長の選任について

■広報委員会
○第22回広報委員会
日　時：	2020年7月13日（月）　15：00 〜 17：00　	

於：大阪・鐵鋼會館　出席者：6名
内　容：①委員長、副委員長の選任について

②広報誌「すていーる71号」の校正・確認
③広報誌「すていーる72号」の内容検討について
④2020年度事業計画及び予算について

■青年部会
○第8回定時総会（書面審議）
日　時：2020年6月5日（金）　於：鉄鋼会館　承認投票：25名
内　容：①第1号議案　2019年度事業報告（案）及び収支報告（案）承認の件

②第2号議案　2020年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
③第3号議案　運営委員の選任（案）承認の件

○第22回運営委員会（書面審議）
日　時：2020年6月5日（金）　於：鉄鋼会館　承認投票：17名
内　容：部会長・副部会長選任について

■人材育成委員会（書面審議）
○臨時人材育成委員会
日　時：2020年6月30日（火）　於：鉄鋼会館　承認投票：7名
内　容：委員長及び副委員長の選任について
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■ 編集後記 ■
　会員、賛助会員の皆様方、暑中お見舞い申し上げます。
コロナ禍のなかいかがおすごしでしようか ?
　昨年の今頃は想像もしてなかった現実が幕を開けまし
た。皆様ご安全に !!!
　今年の梅雨は長く酷い雨でした。九州地区集中豪雨他
地域にて被災されました方々に心よりお見舞い申し上げ
ます。地球の温暖化はどんどん進んでるようです。
　ウィルスも含め人類の未来を心配するのは考え過ぎで
しょうか。
　すてぃーる 71 号を発行致します。今号は第 8 回定時

総会が各地区でコロナの影響で書面にて皆様に承認して
いただいた内容を記載させていただきます。全特協も新
体制となりました。
　櫨会長の手腕に大いに期待してください。特殊鋼をと
りまく環境はだいぶ雨がきつくなってきましたが遠くに
雲の切れ間がみえてます。ふんばりどころです。がんは
りましょう !!!
　まだまだ酷暑が続くと思われます。お身体御自愛くだ
さい。

久木田　至

事務局だより

協会事務局の人事異動について
（1）本部総務部及び東京支部事務局

約2年間、本部総務部長兼東京支部事務局長としてご活躍されました「大沼浩之氏」が4月30日付にて出向元の㈱竹内ハガ
ネ商行に復職されました。
その後任として元経済産業省の「高木雅恵」が4月1日付にて総務部次長兼東京支部事務局長として就任しました。
引き続き全国及び東京支部の会員の皆さんよろしくお願い致します。

（2）名古屋支部事務局
名古屋支部事務局長として約4年間ご活躍されました「山内浩次氏」が6月末日付にて退職され、その後任として愛知製鋼
㈱より6月1日付にて「兼田英明」が就任しました。
また4月1日付にて2年間名古屋支部でご活躍されました「武井まゆみ氏」が大同特殊鋼㈱に復職され、その後任として、大
同特殊鋼㈱より「大藤克子」が赴任しました。引き続き名古屋支部の会員の皆さんよろしくお願い致します。

特殊鋼販売技士・特殊鋼販売加工技士の研修講座について
今年度の各種研修講座はコロナ禍の影響により、特殊鋼販売技士「3級」「2級」の研修講座、特殊鋼販売加工技士「基礎編」の研
修講座を中止させていただきます。
また、特殊鋼販売技士「1級」の研修講座につきましては、実施の方向で準備いたしますが10月末頃までに実施か中止かを判
断させていただきます。

協会事務局（本部及び東京支部）の事務所移転
東京・鉄鋼会館1階の協会事務局は、同じ鉄鋼会館の4階に引越し4月30日（木）より新事
務所にて業務を開始しました。
新事務所は以前より少し広くなり、特殊鋼倶楽部さんと同じ4階の隣室となっています。
電話番号やＦＡＸ番号は従来と変わりません。
会員の皆様も真新しい新事務所に是非ご来所下さい。
職員一同お待ちしております。


