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（一社）全日本特殊鋼流通協会
平成31年「新年賀詞交歓会」開催

価格競争力向上や安全対策などへの情報共有のほか
新年度予算に伴う事業見直しへの意見が呼びかけられる
全 特 協 で は 平 成31年1月22日（ 火 ）
、
東京都千代田区の経団連会館2階ホー
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産業省製造産業局金属課長は、今年10

郎・東京支部長（碓井鋼材・代表取締役）

月に予定されている消費税増税に関し、

の威勢のいい三本締めで中締めとなる

ルで「平成31年新年賀詞交歓会」
を開催

「経済に混乱が生じないよう税の軽減

した。来賓、正会員、賛助会員等約

や各種補助金など、政府全体でさまざ

400名が参加した賀詞交歓会の冒頭で、

まな施策を講じていく」
と不安払拭に努

佐久間貞介会長
（佐久間特殊鋼・代表

めたほか、製造業の競争力維持、強化

取締役執行役員社長）は昨年の業界全

にとって重要な安全対策にも触れ、
「厚

体について、
「販売数量は好調だった

労省などと共同で設立した製造業安全

が安定供給のため非常に苦労した。ま

対策官民協議会では、さまざまな業種

た、値上げ打ち出しに対する集購価格

の安全への取り組みを紹介し、情報共

も抑制され、対応に苦慮した」と振り

有できる。ぜひ関心をもって活用して

返り、「こうした状況下、業界として

もらいたい」
と情報提供した。

取引適正化について国に働きかけると

その後、全特協副会長など

ともに、価格交渉や原価計算に関する

を歴任された熊谷達男氏（ク

セミナーを開催するなど価格競争力向

マガイ特殊鋼・代表取締役会

上に役立つ場を提供した」と、団体事

長 ）が 昨 年11月 に「 旭 日 双 光

業の成果をアピールした。また、今年

章」を受章されたことの報告

は会費値上げ後初の予算編成の年とな

とご本人のあいさつが行わ

るため、従来事業の見直しや検討に会

れ、山中敏幸・特殊鋼倶楽部

員からの忌憚なき意見を呼びかけた。

副会長
（愛知製鋼・常務執行役

ご来賓を代表された黒田紀幸・経済

員）のご発声で乾杯。碓井達

すてぃ〜る／NO.67_2019.3

まで、活気あふれる懇談が行われた。

全特協会長

年頭のあいさつ

（一社）全日本特殊鋼流通協会

会長

佐久間貞介

従来事業をゼロベースを念頭に見直し、検討する
『行動指針づくり元年』
会員の皆様には事業活動見直しに、忌憚なきご意見とご支援を
全日本特殊鋼流通協会の佐久間でご

て、最も大きな需要産業である自動車

ざいます。
少し日にちが経ちましたが、

産業の集購価格は低く抑えられ、その

改めまして、明けましておめでとうご

影響で自給圏での部品改定幅も同程度

ざいます。

の水準に留まり、その対応に特殊鋼業

本日はお忙しい中、経済産業省金属

界全体が苦慮した1年でもありました。

課長の黒田紀幸様、特殊鋼倶楽部副会

こうした状況下、特殊鋼業界として

長の山中敏幸様をはじめ、多くの御来

国に働きかけを行い、
「価格決定方法

賓の方々に御臨席賜りまして、誠にあ

の適正化問題」及び「特殊鋼紐付き取引

りがとうございます。心より御礼申し

における内示方式の適正化」等につい

上げます。

て検討いただきました。その結果、特

例年通り、皆様にとって最後の賀詞
交歓の場になるかと存じますが、年頭
に当たりまして、私からは特殊鋼業界
及び当協会の活動について3つのこと
をお話しさせて頂きます。
昨年の特殊鋼業界は、自動車、機械、

殊鋼業界のみならず金属産業全体の問
題として捉えていただくこととなり、
「取引適正化」のあるべき姿が構築され
つつあります。

施してまいります。

それを受けて、昨年は特殊鋼倶楽部

さて、当協会では、昨年会費の値上

様と共催で、
「価格交渉に強い会社の

げを行い、本年は新たに予算編成を執

建機など各分野とも好調で、一昨年同

作り方」
「 流通における原価計算」のセ

り行う初年度となります。従来行ってき

期比を大きく上回る販売数量となりま

ミナーを開催しました。会員各社に、

た事業を、ゼロベースを念頭に見直し

したが、一方で、需給バランスは大き

価格競争力の向上に役立つ場を提供す

検討したいと考えております。新たな視

く崩れ、安定供給の為に業界全体が非

ることは、今後の特殊鋼業界の健全な

点にもとづき将来を見据えた事業を築

常に苦労をした1年でした。また、電極

発展に寄与するものであり、団体事業

き上げる
『行動指針づくり元年」
と位置

などの副資材や物流費の高騰等、コス

であるが故、出来得ることだと考えて

付け、会員の皆様には、事業活動の見

ト面でも非常に厳しい状況となり、そん

おります。一企業だけでは実現が難し

直しに際して忌憚なきご意見とご支援

な中で打ち出された鋼材値上げに対し

い事柄を、今後も団体活動を通じて実

を賜りますよう、お願い申し上げます。
最後に、朗報を申し上げます。社団
法人全日本特殊鋼流通協会副会長を3
期6年にわたり務められたクマガイ特
殊鋼株式会社の熊谷達男様が、昨年秋
の叙勲授章式において、『旭日双光章』
を受章されました。平成8年に社団法
人化してからの受章者としては、三上
聡彦元会長様、竹内誠二前会長様に続
き5人目となります。永年にわたるご
功績の賜物であり、同時に特殊鋼業界
にとりましても大変な栄誉でございま
す。熊谷様には、今後とも特殊鋼業界
へのご指導をお願い申し上げます。
結びに、ここにお集まり頂いており
ます皆様のご健勝と特殊鋼業界の益々
の発展を祈念し、新年の御挨拶とさせ
ていただきます。 ご清聴ありがとう
ございました。
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（一社）全日本特殊鋼流通協会

新年賀詞交歓会

平成31年1月22日（火） 経団連会館 2階ホール

ご来賓祝辞

経済産業省製造産業局

金属課長

黒田紀幸 様

消費税増税に伴うバックアップ施策や安全対策など
経済産業省を通じて情報共有を図り、役立ててもらいたい
昨年の特殊鋼

介して、さまざまな産業や企業がつな

需要は関連産業

がることで競争力強化を図りたいと考

いきます。
1点、皆様にお願い申し上げている

で あ る 自 動 車、

えています。また、今年10月の消費税

のが安全対策の推進です。競争力の維

建設、産業機械

10％の引き上げでは、経済に混乱を生

持・強化の観点からも安全対策は大変

が好調だったことから流通業界の需要

じないよう政府全体でさまざまな施策

重要でしょう。私どもも厚労省などと

環境も堅調であったと認識していま

を講じていきます。中小企業に対する

一緒に製造業安全対策官民協議会を運

す。他方で、米中問題や日本の通商摩

キャッシュレス決済時のポイント還

営し、いろいろな業種の取り組みを紹

擦など製造業を巡る外部環境は変化し

元、あるいは自動車保有にかかる税負

介し合いながら情報共有を行っていま

ており、経産省としても競争力強化と

担の軽減を図ると同時に、ものづくり

す。他の業界のさまざまな取り組みは、

いう観点でさまざまな支援を考えてい

補助金など、企業の生産性向上につな

非常に参考になるという声も聞いてい

ます。

がる施策に取り組んでいきます。

ます。どうぞ、こうしたところにもご

取引状況の改善については、昨年2

関心をいただき企業の維持と成長にお

る「コネクテッド・インダストリーズ」

その一つとして経産省が提唱してい

月に策定した
「金属産業取引適正化ガ

役立ていただきたいと考えています。

では、AIやIoT、ビッグデータなどを

イドライン」の浸透を粘り強く図って

乾杯ご発声

（一社）
特殊鋼倶楽部 副会長 山中敏幸 様
昨年までに申・酉・戌がそろい鬼退治は終わり
今年は目標に向って猪突猛進の年に
新 年 に 入 り、

3

ん。引き続き、いままで以上に忌憚の

す。その目標に向って、猪突猛進して

米中貿易摩擦や

ない意見交換ができるような関係であ

がんばってまいりましょう。

英 国 のEU離 脱

り続けたいと思います。

が混迷化してい

干支の話では童

るなどの問題があり、経済情勢の先行

話の桃太郎に例え

きが不透明な状況です。そのあおりを

ると、申・酉・戌

受け、特殊鋼業界においても足元はい

と昨年までに出場

ま調整局面という様相も呈していま

者すべてそろい

す。また、業界は基本的に供給能力が

鬼退治が終わりま

不足しているという問題を抱えている

した。今年はもう

ので、中期的には需給タイトな状態は

鬼はいません。皆

継続すると考えています。そういう中

様も年初にいろい

で、流通とメーカーとの連携は、ます

ろな目標を立てら

ます強固にしていかなければいけませ

れていると思いま
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中締めあいさつ

（一社）
全日本特殊鋼流通協会 東京支部長 碓井達郎
今年も会員の皆様の健康と活躍で
業界全体の発展につなげていきましょう
ご指名でござ
いますので中締
めのあいさつを
させていただき
ます。皆様、本日は長時間お付き合い
いただいてありがとうございます。今
年も、皆様のご健康とご活躍が会社の
発展につながり、それが、また全特協
の発展につながるということでよろし
くお願いいたします。今年は、不安
定要素も少しはあるのではないかとい
う、怪しい話もたびたび出ていますが、
世界平和と皆様のご家庭の平和を祈念
して、威勢よく三本で締めながら、今
年もよろしくお願いいたします。

「旭日双光章」
叙勲を受けて
クマガイ特殊鋼
（株）
代表取締役会長 熊谷達男
昨年は本当にうれしいことがいくつもあり、それもこれも皆様方がご活躍いただいたおか
げであると衷心から感謝しております。旭日双光章は、自分ではまったくいただけるものと
は考えておりませんでしたが、この受章も本当に業界の皆様が一生懸命さまざまなことに取
り組んでいただいた
おかげだと考えてい
ます。
後に続かれる人も、
ずいぶんやりやすく
なったのか、あるいは難しくなったのかはよくわか
りませんが、今後もこの特殊鋼業界からどんどん、
そうした栄典がいただけるようになればよいだろう
と考えています。
今後も一生懸命、老体に鞭を打ちまして進んでい
くつもりです。どうか皆様、ご協力をお願いしたい
のと、やはり自分自身のためにがんばって取り組ん
でいただけたら、こうした栄誉を含めた機会が必ず
来るのではないかと思っています。本当にありがと
うございました。心から御礼を申し上げます。

2016、
17年にいずれも旭日小綬章を受章した三上聡彦
（中央）
、
竹内誠二
（右）
の両元会長と
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各支部でも新年賀詞交歓会
東京支部
開催日時：平成31年1月22日（火）
開催場所：経団連会館 2階ホール

出席者：約400名
（一社）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31年1月7日
（月）
開催場所：リーガロイヤルホテル
（大阪市北区）
出席者：約780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、3団体を代表して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「昨年は鉄鋼をはじめあらゆる業界がAIやビッグデータ、
IoTなどの大きな流れに影響され動いた。本年は己亥
（つちのとい）
で、経済は引き続き高水準で推移しながらも、新たな変化が生まれることが予測さ
れる。さらに来年の東京五輪、25年の大阪万博など世界的イベントが予定されるなど気持ちも高揚してくるが、そのような時こそ、各自が腰を据えて
経営や事業にしっかりと取り組み、将来の業界繁栄につ
なげていこう」と述べた。次に来賓を代表して近畿経済
産業局の志賀英晃産業部部長らがあいさつを述べた後、
引き続き登壇した大阪ステンレス流通協会の青山雅雄理
事長
（スチール・代表取締役社長）
は「団体の行事にどんど
ん参加していただき、信頼を構築することが業界の発展
につながる。過剰なコンプライアンスの解釈で、信頼関
係が築けないのは良くない。話し合い、会話を持つこと
が業界の未来をつくる」とあいさつし、乾杯を行った。
▲あいさつする久木田支部長 ▲3団体から約780名が参加し和気あいあいと活気あふれる会場

名古屋支部
開催日時：平成31年1月9日（水）
開催場所：名古屋観光ホテル
出席者：約450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、三団体を代表し深津和也特殊鋼倶楽部名古屋支部長（愛知製鋼・参与）
があいさつに立ち「特殊鋼生産、需要が底堅く推移する一方、業界を取り巻く
コスト事情は厳しさを増している。コストダウンなどの自助努力も必要だが、
特殊鋼が持つ付加価値の理解をエンドユーザーに求めるべきだ。」と述べた。
また「安定生産継続のための設備更新、人材育成を強化しながら、需要家に供
給責任を果たせるよう、自ら変革し更なる飛躍を遂げる年にしよう」と呼びか
けた。続いて、来賓を代表して経済産業省中部経済産業局産業部・岩田則子部
長があいさつした後、山下良隆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）の乾杯の音頭で懇親会を開催。中締めは松岳大樹 全特協名古
屋支部長（トーキン・代表取締役社長）が行い散会となった。

◀（左か

ら）
あいさつす
る深津支部長、
岩田
部長、
山下理事長

◀松岳支部長による
中締め

東北支部
開催日時：平成31年1月17日
（木）
開催場所：仙台国際ホテル
出席者：約60名
あいさつに立った横山大支部長
（横山鋼業・代表取
締役社長）
は昨年の活動を振り返った上で「当支部の
販売技士3級検定試験では19人全員が合格し、うち4
人が全国優秀成績者として上位に名を連ねた。仕事 ▲あいさつに立つ横 ▲大島氏による来賓
山支部長
あいさつ
の合間に一生懸命勉強した成果が出た」と出席者に
報告。続けて「今年は平成から新しい年号に変わ
る。働き方改革や消費税増税など、いろいろ変化のある年と思う。当支部では人と人、地 ▲需要の話題に真剣に聞き入る参加者
域と地域の連携を密に、モノづくりの動向を踏まえて情報を共有できる場として、活力あ
る東北支部を目指していきたい」とあいさつした。来賓として大島康宣氏
（大同特殊鋼・工具鋼部工具鋼営業室長）
があいさつされた後、販売技士研修講
座の講師を務める武田裕正
（東特興業・代表取締役社長）
が乾杯の音頭をとり、懇親会へと進み、盛会のうちに散会となった。

5
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北関東支部
開催日時：平成31年2月14日
（木）
開催場所：太田商工会議所
出席者：21名
冒頭、あいさつに立った鈴木支部長
（鈴木機械・代表取締役）
は、
「北関
東の景況はまだら模様で、中小零細には厳しい状況が続いている。群馬
県はものづくり立県であり、中小零細が支えている。製造業が生き残る
にはコネクテッド・インダストリーズへのビジネスモデルの変革が必要 ▲あいさつする鈴木支部長
だと叫ばれているが、地場の流通としてどう関わっていけるのか。1年
前よりも変化は激しく、5年先の明確なビジョンがなかなか持てない」と指摘し、
「同じ流通に関
わる皆さんと集まれる機会は数少ないだけに、楽しみにしているし、大いに懇親を深めよう」と
結んだ。続いて大島康宣氏
（大同特殊鋼・工具鋼事業部東京営業室長）
による市況説明の後、懇親
会へ。長谷川弘和副支部長
（長谷川ハガネ店・代表取締役）
が中締めの挨拶を行い散会した。

▲大島氏による市況説明会

静岡支部
開催日時：2019年2月26日
（火）
開催場所：静岡グランドホテル中島屋
出席者：24名
冒頭、原博康静岡支部長
（東泉鋼機・代表取締役）
は「今年度特殊鋼販売
技士1級講座が開催されるので、会員各社には受講者が集中して受講で
きるよう支援をお願いしたい。また、中日本ブロックとして来期は名古
屋で総会を開催する計画だ。静岡支部としての活動機会は少ないが、今 ▲あいさつする原支部長
後も皆様の協力を頂きながら会運営を進めたい」とあいさつした。続い
て、静岡支部とともに中日本ブロックを組織する名古屋支部を代表し松岳大樹名古屋支部長
（トーキン・代表取締役社長）
が挨拶。
「今年は名古屋で全国総会が開かれる。講演会、懇親ゴル
フ会も予定しているので、静岡支部の皆様にも積極的に参加を頂きたい。市場環境は変わりつ
つあるが、皆で力を合わせて元気良く業界を盛り上げていこう」と呼びかけた。松岳支部長の乾
杯の音頭で懇親会を開き、三上裕介副支部長
（ノボル鋼鉄）
が中締めして盛況のうちに散会した。

▲松岳名古屋支部長による乾杯の音頭

中国支部
開催日時：平成31年1月29日
（火）
開催場所：シェラトングランドホテル広島
出席者：41名
増田厚子副支部長
（南海鋼材・広島事業所
所長）の司会のもと、木村雅昭支部長
（深江
特殊鋼・代表取締役）が、
「魅力ある業界に
向けて、ここに集う同じ特殊鋼を扱う者同 ▲あいさつに立つ木村支部長 ▲金児氏を囲んで
士が相互に信頼関係を築き、安易な価格競
争から脱却すること。今日の新年賀詞交歓会が相互信頼向上と、各社の発展に繋がることを祈念
する」とあいさつ。続いて、瓦井隼人氏
（山陽特殊製鋼・広島支店長）の乾杯で懇親会がスター
ト。石原裕次郎の歌の後継者としてテイチクレコードよりデビューした金児憲史氏
（石原プロ）
を
迎えたミニディナーショーで大いに盛り上がり、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）
の中締で、盛会のうちに散会となった。
▲大いに盛り上がった懇親会

九州支部
開催日時：平成31年1月8日（火）
開催場所：ANAクラウンプラザホテル
出席者：215名
［九州ステンレス流通協会
との共催］
来賓の牧戸武彦氏（大同特殊鋼・福岡
営業所所長）の乾杯の音頭で華やかに開
会し、大いに話がはずむなか、福原實 ▲牧戸氏による乾杯の ▲福原副会長による
あいさつ
中締め
晴副会長兼西日本ブロック長が「昨年
の清水寺の一文字は「災」だった。今年は災害が少ない年になって欲しい。ま
た、新語・流行語大賞では「そだねー」が大賞を取ったが、私はNHKの「チコちゃ
んに叱られる」という番組の「ボーっと生きてんじゃねーよ」という言葉だと思っ
ていた。この番組を見て引出を増やし、日常の話題づくりに活用してほしい」と
ユーモアを交え中締めをし、盛会裏に閉会した。

▲今年も多数の参加者で賑わった
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社会貢献活動

サム・スレイバちゃんが
チャイルドスポンサーシップを卒業しました！

全特協では2010年より社会貢献活動の一環として、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ある、国際NGOワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）の「チャイルド・スポンサーシップ」
に参加。カンボジアに住む2名のチャイルドに、一人あたり毎月4500円の支援金を送っています。
このたび、2013年から支援してきたサム・スレイバちゃんが仕事に就き、今後は自分の力で生活できる状況
となったため「支援の卒業」を迎えました。スレイバちゃんが「働きたい」という意思を強く持っており、現地
WVJスタッフがチャイルドおよび家族と話し合い、この選択が最良であるとの判断に至りました。
現在、衣料工場で働いているスレイバちゃんは、これまでの支援を通じ、学校に通い、読み書きを身につけ
ることができました。当協会としても、支援してきたチャイルドが未来に向かって大きく前に踏み出したことは、
喜ばしい限りで、今後地域や国の前進の担い手として活躍していくことを願います。
スレイバちゃんは支援から卒業しましたが、協会としてはこの社会貢献活動を続けていくべく、新たにバン
グラデシュに住む、ジュモナちゃんを支援することになりました。スレイバちゃん同様、彼女が大きく羽ばた
くよう支援プログラム参加の継続にご理解を賜りたいと考えています。

親愛なるJSSDA様
バースデーカードとステッカーとノートを受け取りました。どうもありがとう
ございました。
りんごを食べる子ども、うさぎ、サッカーをする子どもと鳥をみつけました。
カンボジアでは、今は雨季で、景色が緑一色でとてもきれいです。国のみんな
は田んぼでコメ作りをしています。
あなたにご報告があります。わたしは進学しないことになりました。
あなたのご健康をお祈りします。カンボジアに来てくださったらうれしいです。
愛をこめて あなたのチャイルド
サム・スレイバより

新しくスポンサードする
カトゥン・ジュモナちゃん
（2007年7月17日生まれ）
ジュモナちゃんは、両親と一緒に暮らし
ています。兄弟は2人、姉妹は2人です。
小学校5年生で、好きな遊びはお人形遊
びです。支援は、ジュモナちゃんが健や
かに育つため、地域の自立に向けた諸活
動に役立てられていきます。

ビルゴンジ地域情報
開発プログラム支援期間：2010年〜 2025年
バングラデシュの首都ダッカから北西へ約410km、車で
約8.5時間の場所に位置するディナスプール県ビルゴン
ジ郡にて、ビルゴンジ地域開発プログラムを実施してい
ます。支援地域には、サンタル族、オラオン族、ムショ
ホル族など、多くの少数民族が住んでいます。バングラ
デシュ全体では、女性差別が問題になっていますが、
少数民族の中には母系制民族もあり、男性の方が不利
な状況におかれる場合もあります。少女の早婚、児童労
働、家庭内暴力なども地域社会の問題となっています。

※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・42号・45号・50号・58号・64号に掲載しています。
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鋼プロジェクト
（株）
竹内ハガネ商行

代表取締役社長／竹内誠二

ボールペンのバネから宇宙ロケット部品まで、さまざまな用途に対応し、日本
社会を支えてきた鋼。その世界を多くの人々に知ってもらうとともに、鋼の精神
をもつような健全な人材育成や文化の発信で、業界はもちろん明るい未来ある社
会の発展も目標にする「鋼プロジェクト」。ガールズユニット LOVE JAMMIN'
（ラブジャミ）とともにプロジェクトを推進する鋼孝太郎氏に、その熱い思いを聞
いてみた。

業界への恩返しも込め
歌がもつ力で特殊鋼の魅力を PR
ていたことがわかるという。3番

昨年10月14日、浦安鉄鋼団地「ゆーゆーカーニバル」
にも出演

■歌は世につれ、
■
世は歌につれ
鋼孝太郎こと竹内誠二氏が歌を好む

では、夜勤明けのお巡りさんが

リリース前からラブジャミとのライ

納豆売りに「一本おくれ」と声を

ブ活動も開始。平成29年9 〜 10月に東

かける。陽が昇る前から納豆売

京、名古屋、大阪で行われた竹内氏の

りが歩いていたことや当時の納

叙勲受章祝賀会でのお披露目を皮切り

豆の荷姿が鮮やかによみがえる。

に、ラブジャミがホームグラウンドと

「時代とともに歩んできた道

する東京・八丁堀のライブハウスにも

を、そのときどきに何気なく口

ゲスト参加。同年11月には大同特殊鋼

ずさんでいたヒット曲を重ね合

および全国愛鋼会のイベントに出演

わせて思い出す。それが歌の素晴らし

し、 昨 年10月 の 浦 安 鉄 鋼 団 地「 ゆ ー

さ」と竹内氏は語る。

ゆーカーニバル」にも出演した。

のは、歌詞からその時代の背景が脳裏
に浮かんでくるからだと言う。

■ステージ活動も活発に鋼の魅力をPR
■

「何度かステージをこなしたが、発
■業界応援ソングを
■
メジャーリリース

声の基礎もできておらず未熟。歌好き

たとえば…と、竹内氏が示してくれ

人生と歌を重ね合わせることの多い

と度胸だけで披露させてもらってい

たのが、昭和31年の曽根史郎のヒット

竹内氏が「鋼プロジェクト」を立ち上

る」と謙遜する竹内氏だが、ラブジャ

曲「若いお巡りさん」
。一番の歌詞の最

げた経緯はこうだ。

ミ主催イベントでは彼女たちのファン

後に「そろそろ広場の灯も消える」とあ

竹内氏の歌好きを知る人から歌の

か ら も「 待 っ て ま し た、 孝 太 郎 さ

り、当時の公園は夜が更けると消灯し

レッスンプロを紹介される。平成29年

ん！」と声がかかるほど親しまれてい

「鋼の勇気」が収録されたラブジャミ
「夜空の
王子様」鋼プロジェクト盤

春の叙勲の内示があった折りだったた

るという。こうしたパフォーマンスで

め、竹内氏の人生をなぞらえた「たそ

業界PRができるのも、竹内氏の人柄

がれ慕情」と業界応援ソングの「鋼の勇

と行動力によるものだ。

気」をCD制作することになった。それ

「鋼孝太郎は歌手としては未熟です

が、かねてより業界応援曲を模索して

が、約50年身を寄せてきた業界に少し

いた東金属
（株）
［東京都江東区］
の菅正

でも恩返しできればという思いで、鋼

成社長の目にとまり、歌って踊って、

の不思議な世界や面白さを少しでも伝

管楽器も演奏する新感覚ガールズユ

えていきたい」と語る竹内氏。

ニット・ラブジャミとコラボして「鋼の

特殊鋼業界を知ってもらうきっかけ

勇気」の新バージョンを昨年8月にメ

の一つとして「鋼プロジェクト」はい

ジャーリリースした。

かがだろうか。

YouTubeで鋼の勇気ミュージックビデオも視聴できる ▶ https://www.youtube.com/watch?v=Q9ALEaeX51Y

鋼プロジェクト 公式ホームページ http://hagane-project.jp/
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突然おじゃま
巴鋼鉄
（株） 代表取締役社長／岩井大昌
夏季五輪、サッカー W杯に次ぐ、世界3大スポーツ祭典と呼ばれるラグビーワー
ルドカップが今秋、日本の12会場で開催される。高校ラグビーの聖地・花園ラグ
ビー場も予選リーグ会場の一つとなっており、ラグビー人気の高い大阪では、子ど
もからお年寄りまで熱い視線が集まっている。大阪では最もラグビーが盛んな生野
区で育ち、高校ラグビーで汗を流した岩井社長に大会の見どころをうかがってみた。

強い仲間意識がラグビーの魅力
世界大会を機に競技人口拡大に期待
■日本の決勝
■
トーナメント進出に期待
日本が初のホスト国となる「ラグビー

阪 は、そ の4分 の1を占 めるほど ラグ

いの地 域の中では遅 咲きだったが、

ビーが盛んな地域だ。なかでも生野区

ハードな練習にもよく耐え、恵まれた体

ワ ー ル ド カ ッ プ2019」は9月20日、 東

は、ほとんどの中学にラグビー部があ

格もあって1年のときから補欠メンバー

京スタジアムの日本－ロシア戦で開幕

り、多くのトップ選手を輩出している

に選ばれたことがうれしかったという。

し、11月2日に横浜国際総合競技場で

東生野中や巽中、岩井社長の出身校で

「強豪ぞろいの大阪ブロックで自分

行われる決勝戦まで全48戦が繰り広げ

ある新生野中など強豪ぞろい。
「ラグ

の高校は強い方ではなく、そう多くは

られる。

ビー部をもつ小学校も多く、大人に

勝てませんでした。しかし、ハードだ

見どころは「日本が強豪ぞろいの予

なってからもラグビークラブに所属し

けど他校と一緒に奈良の天川村で練習

選リーグを突破して決勝トーナメント

て、草野球ならぬ草ラグビーを楽しむ

試合などをした夏合宿の思い出はいま

に進めるかどうか」と岩井社長。今大

人も多い。同じ町会で同年の幼稚園長

でも鮮明です」と岩井社長。厳しいぶ

会、日本（世界ランク11位）が属する予

は、いまでもプレーしています」と言う

つかり合いの中で仲間意識が強く育ま

選 プ ー ルAに は、 ア イ ル ラ ン ド（ 同2

ほど世代を超えてラグビー熱が高い。

れていくのがラグビーの魅力だと感じ

位）とスコットランド（同7位）がいるた

小学生時代は硬式野球のリトルリーグ

め「ロシアとサモアには必勝でのぞ

に、中学時代は担任が顧問だったため

「地域の小学校でも花園でのワールド

み、どちらかに勝って決勝トーナメン

水泳部に所属した岩井社長だったが、

カップを懸垂幕でPRするなどしていま

トへ。予選最終のスコットランド戦

転機となったのは大阪商大附属高
（現大

す。近年はサッカー人気や少子化など

（10月13日）までがんばってほしい」と
期待を込める。
これまでのワールドカップは9大会
連続すべて出場している日本だが、決

阪商大学高）
に、出身中学のラグビー部

でラグビー人口も減少傾向とか。これ

の友人数名と入学したこと。
「プールが

を機に、小さな子どもたちがあらため

ない高校だったため
（笑）
、彼らに誘われ

てラグビーの魅力に気づいてくれたら」

てラグビー部に入部しました」
。

勝トーナメント進出はまだない。「地
の利を生かして勝ち上がり、ニュー

るという。

地元での世界大会に期待を寄せなが
ら、岩井社長は秋のキックオフを待つ。

■長身を見込まれて高1から補欠に
■

ジーランドやイングランド、南アフリ

高校ラグビー部時代の岩井社長は、

カという優勝候補との対戦がテレビ放

フォワード中段に位置するLO
（ロック）

送されれば。ホスト国なので一戦でも

を担当。スクラム時、最前列のフロン

多く試合をしてもらいたい」と目を輝

トローを押し込み、ボールが出ればひ

かせる。

たすら追い、バックスが敵に捕まれ

■最もラグビーが盛んな生野区育ち
■

を削る過酷なポジションだ。

ば、すぐに駆けつけボール争奪戦に身
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岩井社長がラグビーをはじめたのは

「入学時で175cm、1年後には180cmと

高校生になってから。生まれ育った生

身長に恵まれ手も長かったため、ライン

野区では遅咲きのデビューだったとい

アウト時にジャンパーとなることが多

う。中学の部活でラグビーチームは全

い、このポジションを任されたようで

国で約300あるといわれているが、大

す」と振り返る。ラグビーエリートぞろ
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高校1年、冬ごろのユニフォーム姿も
精悍な岩井大昌氏

理事会・委員会報告
■運営委員会

■内外交流委員会

日

日

○第23回運営委員会
時：平成31年1月22日（火）15：30 〜 16：50

○第12回内外交流委員会

於：大手町・経団連会館4階 室町の間
内

容：① 2019年度の事業方針と同年度の予算について

時：平成31年1月21日
（月）
15：00 〜 17：00
於：安保ホール

内

容：① 平成30年度事業及び予算の実績見込みについて

②就業規則の改正について

② 2019年度事業計画
（案）
及び予算
（案）
について

③支部報告、委員会報告について

③ 2019年度の海外視察研修
（案）
について

④その他（次回理事会等の日程）

視察先
（案）
：スペイン 日程
（案）
：9月8日〜 6泊8日
④ 次回委員会日程
（3月20日）
について

■人材育成委員会

○第17回人材育成委員会
日

時：平成30年11月28日（水） 15：00 〜 17：00
於：安保ホール

内

容：① 第16回の人材育成委員会議事録報告について
② 平成30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 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

■経営効率化委員会

○第15回経営効率化委員会
日

時：平成30年12月13日
（木） 15：00 〜 17：00
於：安保ホール

内

容：①前回経営効率化委員会の議事録報告について
②全国イベント「第3回全特協全国ボウリング大会」の結

④ 2019 年度事業計画及び予算の考え方について
⑤ 西日本ブロックのWeb講座テスト実施状況と

果について
③来年度以降の全国イベントの検討について

今後のスケジュールについて

④実務者セミナー「待ったなし！流通の原価管理」につ

⑥次回委員会日程（3月12日）について

いて
⑤2019年度事業計画及び予算の考え方について
⑥次回委員会日程
（4月5日）
について

【特殊鋼販売技士検定試験委員会】
○1級講師事前打合せ
日

時：平成31年1月11日（金） 15：00 〜 16：30
於：大阪・鐵鋼會館

内

容：① 平成30年度人材育成事業実績見込について
② 2019年度の事業日程について
③ 平成30年度特殊鋼販売技士1級研修講座について

○1級問題選定会議
日

時：平成31年2月15日（水） 15:00 ～ 16:40
於：安保ホール

内

容：①平成30年度の販売技士講座実施状況について

■広報委員会

○第18回広報委員会
日

時：平成31年2月18日
（月）
15：00 〜 17：00

内

容：① 広報誌「すてぃーる67号」の記事校正確認等について

於：安保ホール
② 広報誌「すてぃーる68号」の記事内容等について
③ 2019年度事業計画案及び予算案について

②平成30年度特殊鋼販売技士「1級」検定試験の

④ 次回委員会日程
（7月10日）
について

問題選定について
③2019年度人材育成事業日程案について

■調査研究委員会

○第23回調査研究委員会
日
内

■青年部会

時：平成30年12月18日（火） 15：00 〜 17：00

○第17回青年部会正副部会長会議

於：名古屋・JPタワー

日

容：① 特殊鋼流通統計調査について
② 第87回（7-9月）景況アンケート調査報告について

時：平成31年2月4日
（月） 15：30 〜 17：00
於：大阪・鐵鋼會館

内

容：① 第18回運営委員会の内容について

③ 第88回（10-12月）景況アンケートの設問について

② はがねの日記念、PR小物品の作成・送付について

④ 第17回経営環境等に関するアンケートの設問について

③ 2019年度事業計画案及び予算案について

⑤ 2019年度事業計画及び予算の考え方について

④ 来期上半期のスケジュールについて

⑥ 次回委員会日程（3月14日）について

⑤ その他
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事務局だより
定時総会の開催について
今年の定時総会は6月に名古屋マリオットアソシアホテルにおいて以下のスケジュールにて開催を予定しております。
詳細については改めて会員の皆様にご案内いたしますので、奮ってご参加くださいますようよろしくお願い致します。
（1）日程及び場所

平成31年6月17日（月） 於：名古屋マリオットアソシアホテル

（2）第7回定時総会

14：30 〜の予定

（3）講演会（小宮一慶氏） 15：45 〜の予定
（4）パーティー

17：30 〜の予定

（5）翌日（18日）有志にて観光又はゴルフ（愛知カントリー）
を予定

特殊鋼販売技士「入門編」及び「3級」の研修講座開講について
（1）特殊鋼販売技士「入門編」研修講座
毎年年度初めの時期に、特殊鋼販売技士研修制度のスタートとして「入門編」の研修講座を実施しております。
2019年度も下記の支部にて開講を予定しておりますので、奮って受講下さるようお願い致します。
「入門編」の研修内容は、特殊鋼を学ぶために必要な金属
（鉄・非鉄）
の基礎知識で、受講資格は特殊鋼に関心のある者となって
おり、学歴・性別・年齢などは問いません。
講座時間は6時間となっており、1日で修了します。
各支部事務局より開講のご案内をしておりますので、受講される方は開講予定の各支部事務局へ申し込んでください。
開講支部名

開講日

東京支部

平成31年4月18日（木）

会場
東京・鉄鋼会館

名古屋支部

平成31年4月24日（水）

名古屋・imy

大阪支部

平成31年4月11日（木）

大阪・鐵鋼會館

（2）特殊鋼販売技士「3級」研修講座
また、5月中旬〜 7月初旬にかけ各支部に於いて「3級」講座を開講する予定です。
研修内容は特殊鋼の基礎知識で、構造用鋼、工具鋼、ステンレス鋼などを30時間の講座にて習得した後、全国一斉に検定
試験を実施（7月3日）する認定制度になっております。
「3級」講座につきましても受講資格は特殊鋼に関心のある者となっており、学歴・性別・年齢などは問いません。
各支部より改めて開講のご案内をいたします。詳細につきましては各支部事務局にお問い合わせください。

■ 編集後記 ■

今年の冬は、比較的穏やかでしたね。昨年は大きな災害

には櫻前線の声も聞こえ始めていることと思います。今回

が続き被災されたお会社又皆様には心よりお見舞い申し上

は、全国で開催された賀詞交歓会の模様を中心にお伝えし

げます。

ております。
大阪の岩井社長の高校時代の写真も一興です。

世界経済は一変し、混沌としてきました。米中貿易摩擦、

御拝読下さい。

EU 問題、対韓国事案と山積みの中、景気も緩やかに下降

今年は全特協をもう一段階ステップアップさせようと委

始めたようです。皆様におかれましても先行き不透明感が

員一同気合をいれております。是非ご期待ください。まだ

否めないのではないかと存じます。大きな災害、景気の変

まだ寒さが残ります。お身体御自愛ください。

動がないことを願ってやみません。

会員の皆様と御家族の御健勝を祈念しております。

すてぃ〜る 67 号を発行します。今号が皆様に届くころ
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