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（社）全日本特殊鋼流通協会
平成23年「新年賀詞交換会」開催

第4次中期計画実施を前にメーカー、流通、ユーザー相互の連携を確認
「それぞれの経営手腕の発揮と進化で、この難局を乗り切ろう」と誓う
全特協では1月21日（金）、東京・市
ヶ谷の「グランドヒル市ヶ谷・瑠璃の
間」において、平成23年の新年賀詞交
換会を開催いたしました。
出席者は例年同様の約450名と盛況
で、冒頭、竹内誠二会長（竹内ハガネ
商行・代表取締役社長）は、成長著し
いアジア市場からの恩恵と、来年は世
界各国で選挙が予定されていることか
ら今年後半の景気対策に期待を寄せ、
「4月から第4次中期計画実施の年に入
る。団体メリットを最大限に生かし、
会員相互の連携を密にした支援体制の
確立を図る」とあいさつ。
引き続き、ご来賓代表としてあいさ
つに立たれた小糸正樹・経済産業省製
造産業局鉄鋼課長は、アジアをはじめ
とした海外市場のビジネス・チャンス
に触れ、「物づくり立国・日本としては、
内外需双方を獲得しながら日本経済全
体を底上げしていくことが重要」とし、
今後の日本の“商人力”の重要性を力説
されました。

その後、安川彰吉・特殊鋼倶楽部会
長（愛知製鋼・代表取締役社長）のご発
声で乾杯。厳しい時代だからこそ、メ
ーカー、流通、ユーザーが連携を密に
情報交換を行い、一致団結して難局を
乗り切ろうという熱気そのままに懇談
は進行。中締めは湊義明東京支部長（野
村鋼機・代表取締役社長）の意気上が
る三本締めで散会となりました。
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（社）全日本特殊鋼流通協会　会長　竹内誠二
全特協会長　年頭のあいさつ

昨年を顧みますと、深刻な環境汚染
問題となったメキシコ湾原油流失事故
や地下700mからの救出劇で世界的な
話題となったチリ落盤事故、また、大
きな災害に見舞われたハイチの大地
震、異常気象によるオーストラリアの
大洪水など、事故災害が世界各地で多
発しました。一方、わが国の周りでは
尖閣諸島や竹島、北方領土、そして沖
縄の基地移転など難問題を抱えたまま
で年を越しました。
昨年は、年初から緩やかな景気の回
復が見られましたが、9月のエコカー
の補助金の打ち切り以降、国内の自動
車販売の激減、そして年末での家電製
品のエコポイントの削減でその販売も
弱含み、また、1ドル90円台前半の円
が1年で80円台前半と10円の円高とな
り、景気の先行きが心配されています。
こうした厳しい環境の中で、昨年の
粗鋼生産量が2年振りに1億トンを回復
して1億960万トンとなりました。特殊
鋼も2040万トンを超えるのはほぼ間違
いないようです。
全特協も、本年4月から第4次中期計
画の実施の年に入ります。団体のメリ
ットを最大限に生かし、会員相互の連
携を密にした支援体制の確立を図ると
ともに、業界情報の入手と提供を行い、

人材育成の強化を手助けして参りたい
と考えております。喫緊の課題といた
しましては、社団法人の一般化への移
行に関して、新公益法人移行検討委員
会を立ち上げ、鋭意検討を行っており
ます。当協会の事業の柱であります特
殊鋼販売技士の研修制度をより充実さ
せ、評価の高い国内外企業の視察やタ
イムリーな講師を招聘しての講演会や
勉強会などは、それぞれの委員長の下
に全国の各委員会が結集して知恵を絞
っていただいております。
今年の前半は、景気回復の足どりは
鈍いが後半から期待ができると大方の
人が予測しています。また、来年の
2012年は、世界の主要国でリーダーが
大きく変わるかも知れない年です。ま
ず、アメリカの大統領選挙があり、中
国では習近平氏がすんなり国家主席に
就任できるのか、そのほかフランスの
大統領選やロシアではプーチン前大統
領の再出馬が予想されています。韓国
も大統領選、そして日本でも衆議院の
総選挙があるかも知れません。各国共
に選挙に勝つために景気対策をしてく
ると思います。
アメリカでは、昨年のクリスマス商

戦が好調で、年明けから景気の回復が
期待されております。アジアでは中国
はもちろんのこと、インドそして日本
の倍の人口がいるインドネシアも絶好
調です。タイ、ベトナム、台湾、韓国
と軒並み好調です。日本にもその恩恵
が必ずあると思います。第2次菅内閣
では、環太平洋経済連携協定（TPP）の
参加も視野に入れた組閣をしました。
また、経団連の会長も年頭あいさつで
平成開国元年にしたいと意気込んでい
ます。必ずや東アジアを取り入れたビ
ジネス・チャンスがあります。
今年の干支は卯年です。兜町の格言
で“卯年は跳ねる”と言われています。
日経平均では過去60年間で23%の値上
がりです。ちなみに12年前の卯年は1
万3842円から1万8934円と跳ね上がり、
5092円と137%の大幅UPです。株は景
気の先行指数と言われています。今年
の後半の景気回復に期待したいところ
です。
本年が特殊鋼業界にとって飛躍の年
となる事と、会員会社様の益々のご繁
栄と本日ご列席の皆様の今年1年のご
活躍をご祈念申し上げ、年頭のごあい
さつといたします。

第4次中期計画スタートの年
団体メリットを生かし、会員の連携を密にした支援体制の確立を
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円高の継続、依然脱却できないデフ
レ基調、原材料の先高感など、厳しい
局面が多々あります。しかし、一方で
明るい話題もあります。世界に目を転
じると、昨年の粗鋼生産は暦年で14億
トンに届くということで、海外市場が
成長を遂げています。その6割以上が

アジアなので、世界には至る所にチャ
ンスがあるというのが現状です。
リーマン・ショック以降は内需も縮
小し、これを戻す努力が必要ですが、
もはや内需・外需という区別なく、双
方を獲得しながら日本経済全体を底上
げしていくことが重要です。なんとい
っても日本は物づくり立国です。日本
の物づくりが世界に互して競争できる
ような環境をつくっていくことが、政
府としても一番大事な役割です。
昨年、法人税率が諸外国に比べて高
いということで、ひとまず5％引き下
げを経産省でも要求し、これを実現す
る方向で税法が取りまとめられており
ます。また、TPPをはじめ、自由貿易
体制をどう作っていくかということも
今年の大きなアジェンダのひとつで
す。ASEANとはEPAを先行して行っ
たわけですが、それをさらに広げてい

くということになりますと、いろいろ
なハードルがあります。特に、農業対
策については今後の方向性を検討して
いるところでございますが、やはり農
業対製造業の対立軸ということではな
く、どうすれば一緒に成長していける
のかという対応を考えていくことが今
後必要になります。いずれにしても、
内需・外需を取れるような物づくり立
国の促進が大事です。
一方で、品質のいい物がすぐに売れ

るというわけでもない時代になってい
ると、強く感じています。昨年も「なん
で日本の優れた家電が世界で韓国に負
けるのか」などと議論してきました。物
づくりと併せて物を売る力、“商人力”の
ようなものも、これからの日本は実力を
つけていかなければなりません。そう
した意味で、流通を担う皆様方の役割
もますます重要です。日本は、産業間

連携がいい意味で大変密に
なっています。メーカーと
流通とユーザー、この関係
のいいスパイラルをこれか
らも発展させ、商人として
の日本の力を開拓していく
余地があると思います。
いずれにしましても、全
特協は人材育成なども含め
て優れた諸事業をされてい
ると、高く評価させていた
だいております。今後は、
法人としての改革もあろう
かと思いますが、私どもも
全面的にバックアップして
まいりたいと思っておりま
す。

（社）全日本特殊鋼流通協会　新年賀詞交換会
平成23年1月21日（金）　グランドヒル市ヶ谷

経済産業省製造産業局　鉄鋼課長　小糸正樹 様
ご来賓祝辞

日本の“商人力”の充実を
産業間連携の流通の役割に期待
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竹内会長、小糸課長からもありまし
たように、大変厳しい時代が続いてお
ります。20世紀は前半と後半に戦争と
平時が織り混ざった世紀だったと思い
ますが、私はいつも会社でも「21世紀
は2度と平時は来ない。経済、経営的
には戦時の連続的な戦いである」と言
っております。短期的には「ちょっと
先は良くなるぞ」と思わずに、波のよ
うに戦時が続くと覚悟しなければいけ
ないかも知れません。しかし、某哲学
者に次のような言葉があります。「世
の中にはいろいろ悪いことや厳しいこ
ともある。ただ一番悪いことは、それ

ぞれが悪い悪いと思う、そのこと自体
だ」と言うことです。昨今、そうした
論調が大変多くて私は憤慨しておりま
す。現状認識と立ち位置はともかく、
私ども実業人は常に前へ、そして高く、
自らの殻を破って外へ強く、早く、と
いうのが本来の姿勢です。過去を思え
ば、いろいろ悪いことはあったけれど、
ひとつもムダはなかった。これからも
いろいろ悪いことはあるかもしれない
けれど、「前へ、高く、強く、早く、
自らの殻を破って」というのが大事な
ことではないのかと思いながら、乾杯
のご唱和をお願いします。

（社）特殊鋼倶楽部　会長　安川彰吉 様
乾杯ご発声

前へ、高く、強く、早く
自らの殻を破って突き進もう！
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本日はご来賓、および会員の450名
を超える多くの皆様にご参集いただ
き、ありがとうございました。私、こ
の年初にいくつかのお客様におうかが
いしたところ、総じて「去年より今年
の方が状況はいいんじゃないか」との
景況に関する感想をいただきました。
とは言え、われわれを取り巻く環境は
非常に厳しい状況です。それぞれの会
社で経営手腕を発揮して、進化しなが

ら多くの難題を乗り越えていきたいと
思っております。うさぎ年の今年は株
価が一気に上昇するのでは、と竹内会
長もおっしゃっていました。兜町の相
場の格言は“卯年は跳ねる”、景気もピ
ョーンと大きく跳ねるか、ピョコッと
小さく跳ねるかは分かりませんが、少
しでも大きく飛び跳ねることを期待し
て、景気よく手締めをさせていただき
たいと思います。

（社）全日本特殊鋼流通協会　東京支部長　湊義明
中締めあいさつ

経営手腕を発揮し、進化しながら難題を乗り越えていこう
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各支部でも新年賀詞交換会

東 京 支 部
［（社）全日本特殊鋼流通協会との合同開催］

大 阪 支 部
開催日時：平成23年1月5日（水）11：00 ～
開催場所：リーガロイヤルホテル
出席者：約750名　
［大阪ステンレス流通協会、特殊鋼倶楽部大阪支部との3団体共催］

冒頭、栄山博之・特殊鋼倶楽部大阪支部長（山陽特殊製鋼・取締役大阪支店長）
は、昨年、回復基調にあった特殊鋼需要に触れ、「今年はエコカー補助、エコ
ポイントなどの失効や円高要因もあり、内需は厳しいのではないか。世界経済
は先進国で需要回復がうかがわれるが、中国、インド、ASEAN諸国ではイン
フレ懸念から引き締め政策が実施されており、全体としては横ばいから緩やか
な成長になるのではないか」と予想。その上で「原材料価格変動に対する適正マ
インドの確保、海外生産委託、コスト削減による価格競争力の強化、新製品開
発、納期対応力を含めた安定供給など、さまざまな課題への取り組みを強化し、
企業基盤の整備と需要拡大を目指す。幸いにして日本の特殊鋼の品質は世界一
だ。この強みを強化し、知恵と工夫をこらす努力を続けていけば、世界と闘え
る企業となり、成長と拡大が果たせるはずだ。本年は足元をベースとした新た
な挑戦の年としたい」とあいさつ。
乾杯の発声に立った福原實晴・大阪支部長（南海鋼材・代表取締役）は、「昨年、
この席で庚の寅は春に金属が動き出すとあいさつした。実際は3、4月に特殊鋼
需要が活発になったが、秋に失速した阪神タイガース同様、夏以降は減速気味
で盛り上がりに欠けた。その分、今年にかける期待は大きく膨らんでいる」と
述べ、乾杯。“跳ねる2011年”への期待を込め、大盛況のうちに懇親会がとり行
われました。

▲福原支部長が乾杯発声 ▲来賓代表の森口様▲栄山様あいさつ

▲君が代斉唱で幕開け

名 古 屋 支 部
開催日時：平成23年1月7日（金）18：00 ～
開催場所：名古屋観光ホテル
出席者：約430名　
［名古屋ステンレス流通協会、特殊鋼倶楽部名古屋支部との3団体共催］

冒頭、熊谷多津旺・名古屋支部長（クマガイ特殊鋼・代表取締役）は「景
気に関しては、今は踊り場のど真ん中に来ているのではないか。いろん
な経済支援策が削減されたので、これからはわれわれが苦境を切り開い
ていかなければならない。今の踊り場からさらに上の踊り場を見つけて
邁進しなくては」と今年の抱負を披露。その上で「まず、流通がメーカー
を支えて応援し、価格をよくしなければいけない。私は、鋼材は売り手
市場でなければいけないと思っているのでメーカーに力をつけてもら
う。その後でわれわれはおこぼれをちょうだいする。人任せのようだが、
そんなスタイルが特殊鋼流通には一番向いている。ぜひメーカーさんは
今年もがんばって素晴らしい利益、業績を上げてください」とあいさつ。
乾杯の発声に立った山田克彦・特殊鋼倶楽部名古屋支部長（大同特殊
鋼・名古屋自動車営業部長）は、「2010年度の特殊鋼は2053万トンと、昨
年度比30％回復の見通しだ。ただ、スクラップ高や円高による需要家の
海外シフトなどで、厳しい状況が続きそうだ。電気自動車に代表される
次世代ビジネスのパラダイムチェンジに対応するのが課題のひとつ」と
述べ、「3団体の活動にご理解とご協力を」とアピールしながら乾杯。懇
親会は和やかな雰囲気のうちに進み、堀場昌治・名古屋ステンレス流通
協会理事長（リンタツ・代表取締役社長）の中締めで散会となりました。

▲堀場様による中締め

▲熊谷支部長あいさつ

▲山田様による乾杯
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九 州 支 部
開催日時：平成23年1月6日（木）17：30 ～
開催場所：ANAクラウンズプラザホテル福岡
出席者：205名
［九州ステンレス流通協会との共催］

36年前のうさぎ年は山陽新幹線の岡山－博多間が開
業した節目の年であり、この春には九州新幹線が全線
開業することで地元経済に否がおうにも期待が高まる
九州地区で、新年の門出にふさわしいにぎやかな賀詞
交換会が行われました。冒頭、岡田成生・九州支部長（ケイ.エス.スチール・代表取締役）は「今年
後半からは景気もよくなると思われ、それまでは各社協力して我慢強く、元気よくやっていこう」
とあいさつ。支部活動としては「今年は例年にもまして人材育成に力を入れていく」と抱負を述べた。
懇親会は林康一・大同特殊鋼福岡営業所長の乾杯あいさつでスタート。福引きなど趣向を凝らした催しも行い、盛会裏のうちに終了しました。

東 北 支 部
開催日時：平成23年1月27日（木）16：00 ～
開催場所：仙台国際ホテル
出席者：60名

冒頭、横山大・東北支部長（横山鋼業・代表取締役）
は「デフレの長期化、マイナス要因としての円高と難
題は多いが、今年の東北地方は多様な産業が動き出
している。トヨタが東北を国内第3の拠点と位置づけ、
宮城県大衡村にセントラル自動車が全面移転。この1
月より稼働を開始。関東自動車工業岩手工場と合わせた東北のトヨタ完成車の生産能力は50万台
弱になり、完成車を頂点に部品メーカーのさらなる集積も期待される。そのほかに、東京エレク
トロンなど半導体装置工場の稼働も控えており、東北の製造業の風向きが変わる1年がスタートしたのは間違いない」と意気軒昂なあいさつ。ご来
賓の、妹尾信夫・日立金属（株）営業部長と古東一仁・大同特殊鋼（株）工具鋼部営業部長から祝辞をちょうだいした後、加茂利一・協伸精鋼（株）取
締役会長の発声で乾杯。森高臣・副支部長（関東鋼鉄・代表取締役）の中締めまで、和やかなうちに懇談が行われました。

▲加茂様による乾杯

▲林様による乾杯▲岡田支部長あいさつ

▲横山支部長あいさつ

北 関 東 支 部
開催日時：平成23年2月13日（日）15：30 ～
開催場所：伊香保温泉「ホテル木暮」
出席者：16名

窓から眺める雪を抱いた雄大な群馬の山々
に心洗われる中、宮内保・北関東支部長（小
山鋼材・代表取締役）が「去る1月21日に行わ
れた全特協本部の賀詞交換会では昨年に比べ
多数の参加者があり、その表情も昨年より明
るかったように感じた。全国的には自動車や建機関連を中心に仕事が出てきているとのことだが、我々北関東地区はまだまだ実感は乏しい気がす
る。とはいえ、今後の景気回復に期待しつつ今年一年間が北関東支部各社においても希望ある、充実した年になるようにと願います」とあいさつ。
会は滞りなく進行し、各社親交を深める有意義なものとなった。

▲宮内支部長あいさつ

静 岡 支 部
開催日時：平成23年2月17日（木）18：00 ～
開催場所：静岡グランドホテル中島屋
出席者：19名

冒頭、原博康・静岡支部長（東泉鋼機・代
表取締役）があいさつ。また、特殊鋼販売技
士試験の改革などの説明があり、支部各員の
理解と協力を促した。続いての乾杯は、三上
忠明・静岡支部副支部長（ノボル鋼鉄・専務
取締役）の発声で行われ、和やかな歓談が交わされた。中締めは全
特連の頃より静岡支部の役員など支部運営に長年ご尽力いただき、この度退社されることとなった山下憲明氏（井上特殊鋼・顧問）の万歳三唱の発
声で締めくくられました。

▲原支部長あいさつ

▲三上副支部長による乾杯の発声 ▲山下氏による中締め
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■昨年10月、3代目社長に就任
永田友康氏は、1969年5月の名古屋
市生まれ。1994年の立命館大・経営学
部卒業後は、富士電機の経理課に勤務。
2002年10月に永田鋼材に入社した。
「大手ユーザーの海外移転やエコ
カーの進展による鋼材の使用量減少が
懸念され、業界としては非常に厳しい
環境です。しかし、当社は販売先およ
び仕入れ先の方々と長いお付き合いを
させて頂いているので、さらに相互の
協調を強化しながら次の時代への関係
強化に努めていきたい」と抱負を語る。
店売り中心の永田鋼材は、構造用鋼
をメインに幅広い鋼種を取りそろえて
いるのが特徴だ。5カ所におよぶ加工
拠点の維持も、鋼種・サイズごとに各
納入先へときめ細かな対応をするため
である。
社長就任にあたり、友康氏は社員に

「お客様の立場に立って仕事をしてほ
しい」と語った。さらに、社員との意
思疎通を図るため、社長就任直前には
社員全員に手紙をしたためた。その中
で、強調したのは「改善、提案、不満。
なんでも直接、気軽に申し出てほしい」
ということだ。
社長としての活動は緒に就いたばか
り。顧客への満足度を高めるために、
社内の人心を掌握するために。青年社
長は精力的に活動中だ。

■生き残りと盛り上げのため、その価値は
計り知れない全特協
社長就任に前後して、全特協では名

開に尽力したいと語る。

■「楽しくやろう」がモットー
 ただいま、ゴルフの特訓中
社業に協会活動に精力的に動き回る

永田友康氏だが、モットーは『どうせ
やるなら楽しくやろう！』ということ。
「O型だから『ま、いっか♪』的なと
ころがあります。こんな時代だからこ
そ、クヨクヨしたり、しかめっ面で考
え込んでいてもしょうがない。まじめ
にきめ細かく、楽しみを見つけるよう
取り組んでいきたい」
永田鋼材といえば、この業界では「ゴ

ルフの永田」と称される。前社長がハ
ンデ1の腕前だったからだ。
「私はハンデ25。前社長のゴルフ仲間
からは、『しっかりしろよ』とハッパをか
けられますが、とてもかないません」
もっとも、社長就任後はゴルフの付

き合いも多くなる。
「皆さんお上手ですから、ご迷惑を
かけないよう、今後、本腰を入れて練
習したいと思います」と、笑顔をみせ
た。

古屋支部の運営委員として人材育成部
会に所属している。
「中部地区の2～ 3世経営者の集まり
である芙蓉会の会長も務めさせていた
だいています。皆さん旧知の間柄で、よ
いお付き合いをさせてもらっています」
全特協の魅力とは、永田鋼材社長個

人としては“仕事を離れたお付き合い
ができる”ということ。
「店売りが多い当社ですから、協会
の中にもお客さんが多い。日常業務か
ら離れ、トレンドである対海外など経
済的な話し等ができることがメリット
です。切磋琢磨しながらも協調しあっ
て、経営者同士が生き残りとともに業
界を盛り上げていこうという気概にあ
ふれているのが魅力です」
独創性の強い企画が多い名古屋支部

のカラーも、ベテランと中堅・若手が
うまくかみ合い、勢いを感じるという。
「ここ数年行っているサキタハヂメさ
んの“のこぎりコンサート”。広く一般ま
で特殊鋼業界のことを知らしめようと、
だれでも楽しめるイベントを実行した
ことはすばらしいことだ、と思います」
また、自身も担当する人材育成

では会社としては研修の機会を設
けにくい女性社員へのマナー講座
など、支部としてまとまってこそ
可能な企画に全特協の意義を感じ
るという。協会のメイン事業で
ある販売技士資格制度も「プロと
しての意識付け、モチベーション
アップにどれほど貢献しているか
計り知れない」と、今後の拡大展

突然おじゃま
永田鋼材（株）　代表取締役社長／永田友康
永田鋼材は、名古屋市熱田区および昭和区で構造用鋼を中心とした店売り販売
を展開。愛知県内を中心に得意先の数も多く、きめ細かな対応が求められるため
5カ所の加工拠点を有する。昨年10月に専務から昇格、社長に就任した永田友康
氏を訪ね、現在の景況感や今後の事業展開、全特協の活動などについての抱負を
うかがってみた。

日常の仕事を離れた話し合いが持てることが魅力
業界を盛り上げるため、協会活動に尽力していきたい

名古屋市昭和区の永田鋼材・福江倉庫
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■ながら族から「ドラムの神」と出会う
中学生の時にビートルズに出会っ
た。赤盤・青盤と称されるベストアル
バムから聴き始め、ほとんどすべての
アルバムを集めるほどのめり込んだ。
ビートルズの中で惹かれたのは、華や
かなフロントマンのレノン＆マッカー
トニーではなく、淡々とサウンドを支
えるリンゴ・スターだった。ドラムス
に興味を持ったきっかけだった。
高校生になると勉強しながら在日米
軍向けラジオの「FEN」に耳を傾けた。
いわゆる“ながら族”である。そこで遠
藤少年は、衝撃的な楽曲に出会った。
アメリカのAORグループ「スティー
リー・ダン」の代表曲「Aja（エイジャ）」
である。1977年のことだった。
この曲は、フュージョン・AOR的
な展開を基調にしながら、8分間もの
演奏時間に複雑なジャズ的転調と、有
名なサックス奏者ウェイン・ショー
ターによるソロなど技巧を凝らした演
奏が含まれる。そして、遠藤少年にとっ
て重大だったのがスティーヴ・ガッド
のドラムスであった。

■日本有数のフリークを自認
独特のスネア奏法やオープンロール
などのプレイをドラムセットに持ち込
むことで、独創的なドラム奏法を確立。
さらに正確無比な演奏テクニックで70
～ 80年代に数多くのフリークを生み
出したスティーヴ・ガッドの魅力を遠
藤社長はこう語る。
「彼は『目指すのはグッドプレイより
グッドミュージック』と言い切ってい
ます。基本に忠実で、長い曲構成の中
でも起承転結の整ったドラムワーク。
これにはほんとに驚かされます。もち
ろん、高揚感のあるオンタイムドラム
ソロも素晴らしい。しかし、一番の魅

だ私の考働哲学です」

■ビッグバンドでの演奏曲もおすすめ
今でも、迷いがあったり考えにブレ

が生じたら、スティーヴ・ガッドの演
奏を聴き返して考えをまとめるという
遠藤社長。
そんな、30年以上ものスティーヴ・

ガッド　フリークである遠藤社長に、
イチオシの楽曲をあげてもらった。
「いい曲、素晴らしいプレイは星の
数ほどあるドラマーなので迷います
が、不動のナンバー 1はやはりAja（エ
イジャ）。これは名曲です」
ビッグバンド等で演奏する曲にも素

晴らしいものが多いという。その中で
も筆頭がチャック・マンジョーネの
「十一戒」という曲。
「この曲での演奏はまさに、芸術で
す。他にギャップ・マンジョーネのビッ
グバンド、渡辺貞夫あるいはデイヴ・
グルーシンと共演したオーケストラを
率いての演奏も非常に芸術性が高く、
聴く者に深い感動を残してくれます」
どの曲もオトナが鑑賞できる、ジャ

ズ、フュージョンの名曲ばかり。ぜひ、
みなさんも一度お聴きなってみてはい
かがだろうか。

力はバンドの一員として完成度の高い
音楽を作りあげようという姿勢です
ね」
それからの遠藤社長は、さまざまな

ジャンルのミュージシャンのセッショ
ンメンバーとして活躍するスティー
ヴ・ガッドの音源を聞き漁った。そし
て、ますますそのドラミング・スタイ
ルに傾倒した。
慶大入学後は、ポップスオーケスト

ラに入部し、念願のドラムスを担当し
た。現在でも、自宅には2代目になる
電子ドラムスを所有し、「ストレス発
散を兼ねて叩いています」と笑う。
さて、現在でも神と仰ぐスティーヴ・

ガッドのことである。
「30年以上に渡り、集めた彼のLP・
CD・DVDは300枚以上。おそらく、
日本有数のフリークであり、収集家な
んではないでしょうか」と自認するを
はばからない。

■「社長も裏方」　人生観を学ぶ
社長になって11年になる遠藤社長だ

が、スティーヴ・ガッドの音楽性が自
らの人生観に与えた影響はとても大き
い、と感じている。
「社長も裏方です。会社の全体最適を
考える場合、スティーヴ・ガッドがど
のように音楽を作ってきたかを考えて
みるんです。仕事の最前線で働くのは
社員です。彼らのパフォーマンスを最
大に高めることが私の仕事。従業員た
ちに、いかに気持ちよく力を発揮して
もらえるか。その環境を整えるのが社
長の第一の仕事だと考えています」
大和興業の社員教育のキャッチフ

レーズに、『考働』という言葉がある。
「行動ではなく“考えて働く”という
ことです。常に全体最適のために自分
の役割を考えて働く。ガッドから学ん

私の愉しみ
大和興業（株）　代表取締役社長／遠藤定道

ドラムの神様との出会いが趣味を
超えて『考働』哲学へと昇華

自宅の電子ドラムセットの前で。手にする額縁は遠藤家
「家宝」というS・ガッド氏の直筆サイン
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第58回運営委員会
日　時：平成23年1月21日　15：00 ～ 17：00　於：グランドヒル市ヶ谷
内　容：1.	 平成23年度事業計画案と予算案についての概要

2.	 新公益法人移行検討委員会の検討結果報告
3.	 第4次中期計画案の検討結果報告
4.	 支部報告
5.	 委員会報告
6.	 その他（定時総会等）

第30回青年部会正副部会長会議
日　時：平成23年2月2日　15：00 ～ 17：00　	於：安保ホール
内　容：1.	 第18回運営委員会の内容について

2.	 平成22年度事業実績及び収支実績見込について
3.	 平成23年度事業計画及び予算案について
4.	 第4次中期計画について

人材育成委員会/特殊鋼販売技士検定試験委員会
第1回指導要領作成ワーキンググループ
日　時：平成22年12月16日　15：00 ～ 17：00　於：安保ホール
内　容：1.	 WGリーダーの選任（高山委員が選任された）

2.	 人材WG改善提案の内容説明
3.	 指導要領作成スケジュールと鋼種グループ別担当について

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：平成23年1月13日　15：00 ～ 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：1.	 特殊鋼販売技士1級研修講座・講師事前打合せ

2.	 特殊鋼販売技士1級検定試験問題概要について
3.	 構造用鋼及びステンレス鋼の追加資料について

人材育成委員会
特殊鋼販売技士検定試験委員会
日　時：平成23年2月23日　15：00 ～ 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：1.	 特殊鋼販売技士1級検定試験問題選定について

2.	 その他

理事会・委員会報告理事会・委員会報告

第25回広報委員会
日　時：平成23年2月22日　15：00 ～ 17：00　	於：安保ホール
内　容：1.	 平成22年度事業実績及び収支実績見込みについて

2.	公益目的支出計画に係る対象事業について
3.	第4次中期計画について
4.	平成23年度事業計画及び予算案について
5.	「チャイルドスポンサーシップ」支援・記念切手販売報告と
今後の参画について

6.	広報誌「すてぃーる43号」の概略確認

日　時：平成23年2月17日　15：00 ～ 18：00　於：安保ホール
内　容：1.	 特殊鋼販売技士3級研修講座・指導要領の完成版作成

2.	 特殊鋼販売技士3級問題集及び2級研修講座（熱処理の基礎）
指導要領の素案について

人材育成委員会/特殊鋼販売技士検定試験委員会
第2回指導要領作成ワーキンググループ

全特協では2月22日、名古屋市・安保ホールにおいて広報委員会を開催。その
冒頭で、全特協オフィシャルテーマ曲『翼	～ Steel	 Fantasy ～』の命名者であ
る大和興業（本社・名古屋市）の代表取締役社長・遠藤定道氏への大賞授与式を行
いました
大賞の賞金5万円を贈られた遠藤氏は、「“ダメ元でも”と、いろいろ考え応募
させていただいたが、図らずも採用されて本人が一番驚いています。幻想的か
つ大空に羽ばたくような曲想から、特殊鋼業界が翼を広げ、さらに飛躍すれば
いいな、という想いを込めてネーミングしました。微力ながら、協会のお力に

なれて大変光栄です」とあいさつ。その上で、「自らも音楽に
関心があり、趣味でもあることから、個人の楽しみとして応募
させていただきました。こうして図らずも大賞をいただいたわ
けですから、賞金については宮崎の新燃岳など、災害で大変な
思いをされている地域への義援金として寄付したいと考えてお
ります」と授賞の喜びを述べられました。
全特協オフィシャルテーマ曲は、のこぎり演奏家のサキタハ
ヂメ氏が作曲。昨年11月には会員各社から募った74タイトルか
ら曲名選考会を開催。大賞を授賞した遠藤氏のほか、6タイト
ルへ優秀賞（副賞1万円）が贈られました。

全特協テーマ曲名大賞授与式
「翼 ～Steel Fantasy～」
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■ 編集後記 ■
本年第一号の「すてぃーる」です。「すてぃーる」は年3回
の発行です。今号は各支部での新年賀詞交換の模様が記事
の大半を占めています。多くの掲載写真から一年前とは全
く違う華やかさを感じていただければと思っています。
〔私の愉しみ〕のコーナーでは大和興業（株）社長の遠藤様
の趣味を紹介しています。私も社内でオヤジバンドを結成

していますので、この記事には目が釘付けになりました。
もっともっと多くの皆様に多種多様な趣味を投稿して頂け
れば、「すてぃーる」の紙面から和の広がりを感じていた
だけると思います。

広報委員会委員長・広報誌発行責任者／福原實晴

事務局だより

共通通い箱・鉄網製「おかよちゃん」について（経営効率化委員会）
搬送・保管効率が良好、安全・強度面も優れた通い箱を是非ご利用ください。

鉄網製
（大）＠10,800円（内寸950×760×348）　（中）＠8,500円（内寸775×460×400）　（小）＠5,300円（内寸770×460×250）
（ご指定倉庫車上渡し、納期：約10日間）
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）

協会事務局メールアドレス変更のお知らせ
平成22年7月から協会事務局のメールアドレスが下記のとおり変更になりました。お手数ですが、アドレス帳等の修正を
お願いいたします。info@zentokkyo.or.jp

「法律無料相談窓口」（何でも相談窓口）を気楽にご利用下さい（経営効率化委員会）
当協会の理事である飯田理事の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。皆様の身近な諸問題についても無料で受けられます。
一般社員の皆様のプライベートな問題も相談可能です。

・飯田法律事務所：Tel 03-3666-3838（窓口：高橋氏）　・電話でのご相談は無料です。
　�①全特協「法律無料相談窓口」を利用したい旨をお伝え下さい。②「全特協の所属支部と会社名」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弁護士の先生と直接具体的な相談を始めてください。

・現在お住まいの地区の弁護士事務所の紹介も可能。　・相談内容は守秘義務があり、いずれにも報告されません。

大阪支部事務局長に山口氏が就任
山口隆徳（やまぐちたかのり）
生年月日：昭和31年8月13日
大阪経済大学卒
【略歴】
1979年　NECシステムテクノロジー（株）入社
1983年　（株）ECC入社
1990年　�パナソニックソリューション�

テクノロジー（株）入社

1997年　営業本部システム営業部　課長
1999年　管理本部購買部　部長
【趣味】
剣道、寺社散策

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継続しております。是非ご利用下さい。お問い合わ
せは、事務局までお電話下さい。（Tel：03-3669-5803）


