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「第9回定時総会」を開催「第9回定時総会」を開催

全日本特殊鋼流通協会では2021年6月9日（水）、東京都千代田区丸の内の「パレスホテル東京」で第9回定時総会を開催した。
前年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から書面による審議を実施したが、本年は33名が参加した会場をオンライン配信
するハイブリッド方式で開催した。審議された議案は以下のとおりで、委任状提出含む175社の議決で、いずれも原案どおり
に承認された。

第 1号議案　2020 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　2020 年度賃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　定款改正の件
第 4号議案　理事の交代による選任の件
報告事項 1　2021 年度事業計画及び収支予算について
報告事項 2　新型コロナウイルス感染対応マニュアルについて

〈承認、報告された主な事項〉
第4号議案――�堂野和洋理事（日本高周波鋼業）が人事異動のため退任

され、小野寺謙司氏（日本高周波鋼業・執行役員営業
本部本部長）新理事として就任した。

事業計画では、「コロナ収束の見込みは立たない状況だが、ウィズ・コロナ
下での事業運営の継続を前提に意欲的に取り組む」とされ、人材育成ではアン
ケート調査では受講生からも好評なオンライン研修を基本として実施し、今
後はe-ラーニング実現の検討を行なう、ただし、特殊鋼販売加工技士研修講
座は図面を読むという課程があるため集合講座で実施する旨が報告された。
経営効率化では鋼材ミルシートの様式の統一化への取り組み、普及・啓発

ではチャイルドスポンサーシップの継続、内外交流では新型コロナの世界的
な感染状況から本年度の海外研修実施は見送るが、来年度の実施を目指して
検討を行なうと報告された。

小野寺謙司氏
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一流の習慣術 
マイナス思考もプラス思考で、自分自身の気持ちを高めましょう！

講演会

総会終了後は、人材育成パーソナルトレーナー
の奥村幸治氏を招いて「一流の習慣術　マイナス思
考もプラス思考で、自分自身の気持ちを高めましょ
う」を演題に講演会を開催した。
イチロー選手をはじめ数々のスター選手の打撃投
手を務め、一流選手の成功の秘訣を知るほか、少年
野球の指導者としても卓越した実績をあげられてい
る同氏が、メンタルやモチベーションのもちかた、
コーチングについて解説された。
イチロー選手については、「四球を選んで一塁に

向うときのバットの置き方など新人時代からメ
ジャーリーガーになっても一度も変え
ず、自分で決めた習慣を守り切る人」と
エピソードを披露。「どんなに実績をあ
げても練習や生活の基本をおろそかにし
ないことが、あれだけの活躍を長く続け
られてきた理由」と説明。ビジネスの上
でも、個人のモチベーションから組織の
あり方まで示唆に富む知見をご講演いた
だいた。

一流選手の成功例や少年野球の育成からビジネスでも個人、組織に役立つ知見を講演

〈奥村幸治氏プロフィール〉
1972年兵庫県尼崎市出身。93年、打撃投手としてオリックスに入団。イチ
ロー選手が日本最多の210安打を達成したときに専属打撃投手を務めて
いたことから、「イチローの恋人」として有名になる。その後、阪神、西武でも
数々の一流選手の打撃投手を務める。99年、中学硬式の宝塚ボーイズを
結成し、監督として田中将大選手（楽天、ヤンキース）、歳内宏明選手（ヤ
クルト）などを育成。2008年にはNPOベースボールスピリッツを設立し、野球
を通じて子供たちの健全な心身の成長を図るとともに幅広い世代と地域
の交流に努める。カル・リプケン小学生世界大会の日本代表・星野ジャパン
の監督に5年連続で就任し、13年には同大会3年連続の世界一を達成。

青年部会「第9回定時総会」を開催青年部会「第9回定時総会」を開催

青年部会は6月18日（金）、「第9回定時総会」と「第23回運営委員会」を新型コロナウイルスのまん延状況を鑑みて、いずれも書
面審議で開催した。
審議事項は以下のとおりで、いずれも承認投票27名で承認された。
第1号議案　2020年度事業報告（案）及び収支報告（案）承認の件
第2号議案　2021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号議案では運営委員24名をいずれも再任したほか、山本克彦氏（山本鋼材・取締役営業部長）を新運営委員として選任し
た。そのほか、「2021年度青年部会顧問について」「2021年度本部委員会委員の派遣について」が報告された。
運営委員会では部会長と副部会長の選任を審議し、部会長には川北誠氏（川北特殊鋼・代表取締役）を、副部会長には三上

晃史（ノボル鋼鉄・代表取締役社長）、岩井大昌（巴鋼鉄・代表取締役社長）、鴨山剛至（東海鋼鉄・代表取締役社長）、林田彰
司（林田特殊鋼材・代表取締役）、永田友康（永田鋼材・代表取締役社長）、鷲野敦司（名古屋特殊鋼・代表取締役社長）の各氏
を再任した。

部会長、副部会長を全員再任、新運営委員に山本克彦氏を新任
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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。
①2020年度事業報告　②2020年度収支決算　③2021年度事業計画（案）　④2021年度収支予算（案）　⑤会員の異動

大阪支部　開催日：6月15日（書面審議） 承認社数：68社

次の議題を審議、承認した。
①2020年度事業報告（案）　②2020年度決算報告（案）　③2021年度事業計画（案）　④2021年度予算（案）
また、2021年度名古屋支部役員及び運営委員について報告があり、総会後には、「人間力をあげるには『発想力を豊かに』」と題し、
松下賢次氏（キャスター /アナウンサー）の講演をオンラインで行った。

名古屋支部　6月10日（zoomによるオンライン開催） 承認社数：55社

次の議題を書面審議、承認した。
①2020年度事業報告　②2020年度収支決算報告監査報告書　③2021年度事業計画（案）　④2021年度収支予算（案）　⑤その他、会員名簿

東北支部　6月17日（書面審議） 承認社数：23社

次の議題を審議、承認した。
①2020年度事業報告　②2020年度会計報告　③2020年度会計監査報告　④2021年度事業計画（案）　⑤2021年度予算（案）

北関東支部　開催日：6月23日　於：足利地場産業振興センター 承認社数：25社

次の議題を書面審議、承認した。
①2020年度事業報告　②2020年度収支決算　③2021年度事業計画（案）　④2021年度収支予算（案）　⑤会員の異動

中国支部　開催日：6月29日（書面審議） 承認社数：16社

以下を書面にて報告した。
①2020年度活動報告　②2021年度役員及び担当事業　③会員名簿

九州支部　開催日：6月11日（書面報告） 報告社数：27社

次の議題を審議、承認した。
①2020年度事業報告書（案）　②2020年度収支決算書（案）　③2020年度監査報告書　④2021年度事業計画書（案）　⑤2021年度収支予

算書（案）　⑥2021年度東京支部役員（案）
また、会員異動と東京支部監事交代について報告された。

東京支部　開催日：6月15日　於：鉄鋼会館 承認社数：56社

■成績優良者：4名
行者　駿一	 伊勢鋼材（株）
樫原　　愛	 三和特殊鋼（株）
住友　駿介	 	 〃
森下　達朗	 （株）堀田ハガネ

■合格者：19名
田中　雄太 浅井産業（株）
行者　駿一 伊勢鋼材（株）
栗田　貴章 ウメトク（株）
北島　和真 北島鋼材（株）
樫原　　愛 三和特殊鋼（株）
関　　聖二  〃

犬塚　亮耀  〃
住友　駿介  〃
武田ジング 大洋商事（株）
金沢　泰行 （株）竹内ハガネ商行
山口　恭佑 トーステ（株）
藤木　　裕 中川特殊鋼（株）
塚本　　智  〃

金橋　克彰 日鉄物産特殊鋼西日本（株）
中道　潤也 林田特殊鋼材（株）
森岡　伸行 藤巻鋼材大阪（株）
前𡶡　伸宏	 古池鋼業（株）
森下　達朗 （株）堀田ハガネ
藤本りさ子  〃

大阪支部2019年度特殊鋼販売加工技士「上級編」合格者名簿
＊2021年3月11日（木）に検定試験を実施し、3月26日（金）の合否判定会議を経て、下記のとおり合格者を決定した。
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2020年度2020年度
特殊鋼販売技士1級合格者名簿特殊鋼販売技士1級合格者名簿

特殊鋼販売技士1級講座は次の各支部
で開講し、2021年3月24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2021
年4月14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。

2020年度 特殊鋼販売技士1級合格者数
支　部 受験者数 合格者数
東　京 45 42
大　阪 53 51
名古屋 47 43
東　北 8 8
北関東 3 3
静　岡 5 5
中　国 11 11
九　州 7 7
合　計 179 170

■満点獲得者：8名
［東京支部］
渋川　達矢	 浅井産業（株）
入江　　舞	 山陽特殊製鋼（株）

［大阪支部］
澤野		翔太	 ウメトク（株）
栗田　貴章	 	 〃

［名古屋支部］
山田　鉱之	 クマガイ特殊鋼（株）
髙取　聖平	 愛知製鋼（株）
高森　真紀	 	 〃
三宅優美子	 	 〃

■成績優良者：16名
［東京支部］
塚元　崇文	 藤田商事（株）
木山　　徹	 ウメトク（株）
矢作　奈央	 山陽特殊製鋼（株）
西村俊一郎	 大同興業（株）
石田　真之	 辰巳屋興業（株）

［大阪支部］
三宅　拓実	 愛知製鋼（株）
小田　俊介	 扇鋼材（株）
横山　尚之	 深江特殊鋼（株）
長井奈美子	 アッサブジャパン（株）

［名古屋支部］
久野　峰稔	 愛知製鋼（株）
服部　　萌	 〃
吉田　友紀	 （株）交邦磨棒鋼センター
作田　潤紀	 （株）大同分析リサーチ
山口　和成	 ウメトク（株）

［東北支部］
大友　赳雄	 藤田商事（株）

［中国支部］
亀山　圭一	 小山鋼材（株）

東京支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者19名

遠藤　佑起 青山特殊鋼（株）
渋川　達矢 浅井産業（株）

山田　晋也 朝日工業（株）
須山　紀行 麻布鋼鉄（株）
西山　志保 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
森田　拓海 山陽特殊製鋼（株）
川上　雄大 大同特殊鋼（株）
全　　　程  〃
菅野　和永 大洋商事（株）
井口　陽介 中川特殊鋼（株）
板谷　英恵  〃
間部裕太郎 （株）平井
玉川　　卓  〃
山田健太郎  〃
長谷川知也 藤田商事（株）
塚元　崇文  〃
八代　緑里 （株）メタルワン特殊鋼
林　　　悠  〃
廣瀬　雄己  〃

Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者9名

斉藤　明剛 浅井産業（株）
安田雄一郎 アッサブジャパン（株）
パラリット コシン インターナショナルアロイ（株）
木山　　徹 ウメトク（株）
大平　道夫 小山鋼材（株）
渡辺　奏子 山陽特殊製鋼（株）
入江　　舞  〃
木下　　穣  〃
矢作　奈央  〃
Cグループ（ステンレス鋼・耐熱鋼）合格者14名

日髙　達夫 愛知製鋼（株）
関根　雅彦 秋山精鋼（株）
小佐井　努 ウメトク（株）
林　　修身 ウメトク（株）
佐藤　泰誠 下村特殊精工（株）
齋藤　孝行 下村特殊精工（株）
伊藤　秀亮 大同興業（株）
西村俊一郎  〃
三輪　恭平 大同特殊鋼（株）
折井　隆浩  〃
八尋　龍太  〃
石田　真之 辰巳屋興業（株）
田中　友治 （株）プルータス
井上　徹也 山陽特殊製鋼（株）

大阪支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者20名

三宅　拓実 愛知製鋼（株）
川口　大介  〃
岡﨑　勝義 植田興業（株）
北嶋　海人 大阪精工（株）
村中　智博 カネヒラ鉄鋼（株）
中島　豊之  〃
石橋　雄輝  〃
鹿倉　　遼  〃
大野　雄太 正野磨鋼材（株）
燃杭　佳生 大同興業（株）
初鳥　由悟 太平鋼材工業（株）
谷山　亮太 （株）天彦産業
清水　君枝 東福鍛工（株）
藤木　　裕 中川特殊鋼（株）
内海　孝之 日清鋼業（株）
越智　篤史  〃
仲村明季乃 林田特殊鋼材（株）
北山　純一 （株）阪神メタリックス
石原　愛子  〃
松元　健吾 阪和興業（株）

Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者12名

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）
澤野　翔太 ウメトク（株）
栗田　貴章  〃
小田　俊介 扇鋼材（株）
関　　聖二 三和特殊鋼（株）

松浦　啓介  〃
今田　　眸 林田特殊鋼材（株）
福田　博之 深江特殊鋼（株）
横山　尚之  〃
瀬山　博之 （株）不二越
塩見　友彬 陽鋼物産（株）
Cグループ（ステンレス鋼・耐熱鋼）合格者19名

多田　直樹 愛知製鋼（株）
岡田壮太郎  〃
影山　亮人 カネヒラ鉄鋼（株）
一瀬　雄志 山陽特殊製鋼（株）
吉川　剛史 大同興業（株）
片山　敬太  〃
藤井　大介  〃
宮﨑淳一郎  〃
川口　丈雄  〃
蜂須賀淳浩 大同特殊鋼（株）
石井　敏也 日本金属（株）
塩野　義健 （株）パシフィックソーワ
南　　智之 （株）阪神メタリックス
山本　拓哉 （株）不二越
伊藤　隆弘　 松井鋼材（株）
原　　　基  〃
中村夢輝樹  〃
石田　陽一 （株）ミヤジマ
辻野　峻二 陽鋼物産（株）

名古屋支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者27名

髙取　聖平 愛知製鋼（株）
竹下　正人  〃
片桐　直浩  〃
牛田佳奈穂  〃
高森　真紀  〃
久野　峰稔  〃
三宅優美子  〃
服部　　萌  〃
足立　拓寛 クマガイ特殊鋼（株）
山田　鉱之  〃
稲垣　仁志 （株）交邦磨棒鋼センター
植草　佑斗  〃
平松　輝隆  〃
吉田　友紀  〃
杉原　康太 サハシ特殊鋼（株）
石原　慎也  〃
落田　敏規  〃
江端　渓人 （株）　三悦
作田　潤紀 （株）大同分析リサーチ
伊藤真理亜  〃
鈴木　雅史  〃
奥田　実花 孟鋼鉄（株）
玉巻　直樹 中川特殊鋼（株）
小松瑛一郎  〃
桂木　哲平 中島特殊鋼（株）
近藤　将司  〃
相羽　桂輔  〃

Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者7名

久米井亮一 ウメトク（株）
山口　和成  〃
鈴木　祥太  〃
陳　　苑欣 大同DMソリューション（株）
阿萬　和久 （株）タカギスチール
清水　優一  〃
武田　敦史  〃

Cグループ（ステンレス鋼・耐熱鋼）合格者9名

甲木　耀介 岡谷鋼機（株）
赤池慎太郎 佐久間特殊鋼（株）
山田　陽介  〃
青山　静香  〃
片山　泰弘  〃
牧村　　澪  〃
安藤　大輔  〃

近藤　　翼  〃
前田　成彦 リンタツ（株）

東北支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者3名

大友　赳雄 藤田商事（株）
最上　隼人  〃
三澤恵一郎 ヤマト特殊鋼（株）

Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者5名

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  〃
川村　浩一  〃

北関東支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者1名

木村　稜平 （株）平井
Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者1名

和田　憲也 ウメトク（株）
Cグループ（ステンレス鋼・耐熱鋼）合格者1名

塩村　伸浩 ウメトク（株）

静岡支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者2名

川口　宏	美 （株）交邦磨棒鋼センター
渡邊　敬幸  〃

Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者3名

神谷　浩之 ウメトク（株）
大𣘺　雄太  〃
渡邉　勇太 ノボル鋼鉄（株）

中国支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者5名

渡壁　芳章 カネヒラ鉄鋼（株）
藤井　靖広 鎌田特殊鋼（株）
藤井　啓輔 深江特殊鋼（株）
平上　尚樹  〃
正岡　幸治  〃

Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者3名

藤川　毅彦 小山鋼材（株）
亀山　圭一  〃
中尾　浩亮 深江特殊鋼（株）
Cグループ（ステンレス鋼・耐熱鋼）合格者3名

安達　征宣 ウメトク（株）
福島　勝則  〃
竹内　昌宏	  〃

九州支部

Aグループ（構造用鋼・ばね鋼）合格者5名

玉村　裕樹 大阪精工（株）
松尾　尚美  〃
新谷　啓司 特殊鋼機（株）
小山　　遼  〃
天川康太郎 陽鋼物産（株）

Bグループ（工具鋼・軸受鋼）合格者1名

平田　陽博 シバタ精機（株）
Cグループ（ステンレス鋼・耐熱鋼）合格者1名

西﨑　勇太 陽鋼物産（株）

東京支部の検定試験は3月24日、鉄鋼会館で
実施
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「特殊鋼流通の現状と今後の課題」「特殊鋼流通の現状と今後の課題」
「特殊鋼」９月号で正副会長座談会を掲載「特殊鋼」９月号で正副会長座談会を掲載

特殊鋼流通業が直面する在庫・物流の変化
新型コロナ終息後の将来像

（一社）特殊鋼倶楽部は機関誌「特殊鋼」９月号で、特殊鋼業の在庫・物流に関する特集を掲載します。本特集に（一社）全日
本特殊鋼流通協会も協力することになり、５月下旬に正副会長４氏による座談会を行いました。櫨巳芳会長、碓井達郎副会長、
久木田至副会長、松岳大樹副会長に東京都中央区日本橋茅場町の鉄鋼会館にお集まり頂き、コロナ感染予防対策を十分講じ
た上で、「特殊鋼流通の現状と今後の課題」と題し、２時間にわたりお話し頂きました。司会は鉄鋼新聞社の谷山恵三鉄鋼部部
長がつとめました。

運送コスト上昇、ドライバー不足 
配送サービス維持へ新たな仕組み作りも
座談会では、まず在庫・物流に関す

る悩みをお聞きしました。櫨会長から
「小口配送・多品種・小ロット化の進行」
が挙げられ、皆さんが運送コストの上
昇、ドライバー不足の現状を指摘され
ました。これまで当たり前に行ってき
た配送サービスがそのまま継続できる
のか、運送コストの上昇について顧客
の理解をどう得られるのか、今後は配
送サービスをめぐり新たな仕組み作り
が必要になるのではないか、といった
ことが話し合われました。
新型コロナ禍で特殊鋼流通業が置か

れている状況も話題になりました。「自
動車産業をはじめ全般に回復傾向とは

言われるが、細かく見ると需要分野や
ユーザーによってまちまちで、決して
楽観はしていない」という意見や、「今
は業種によってＫ字回復で大きなバラ
ツキがあるが、新型コロナ影響ばかり
のせいではない。新型コロナがある程
度終息しないと、実態がはっきり見え
てこない」といった意見が出ました。
正副会長には、特殊鋼流通業に対す

る率直な思いや、将来像も語って頂き
ました。
特殊鋼業界の若手にエール
「特殊鋼」９月号では、特殊鋼業界に
関わる流通・メーカーの若手を念頭に
置き、川上～川下まで、特殊鋼材料が
ユーザーへ届くまでの流れを理解でき
るように、基本的な内容を中心に「在

庫と物流」特集が組まれます。「特殊鋼
問屋の在庫機能」では構造用鋼、工具
鋼、ステンレス（丸棒）、ステンレス（薄
板）、「特殊鋼の物流管理」では製鋼メー
カー、線材、軸受鋼、工具鋼に焦点を
当てます。また.�国内物流では「内航船
物流と中継地機能」「陸送物流（運搬車
両の種類と特色）」、�国際物流では「コ
ンテナ輸出の特色と課題」を取り上げ
ます。その他に会員企業数社における
在庫・物流についても紹介します。
全日本特殊鋼流通協会の正副会長座

談会も、ここに紹介した内容はごく一
部です。詳しい内容は後日発刊の特殊
鋼誌９月号に掲載されますので、是非
ご覧ください。
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理事会・委員会報告

■理事会
○第26回理事会
日　時：2021年5月17日（月）16：00 〜 17：00　於：Zoom会議
内　容：第1号議案 2020 年度事業報告書（案）について

第2号議案 2020 年度収支決算書（案）について
第3号議案 第9 回定時総会について
第4号議案 新規入会・退会員について
第5号議案 2022 年新年賀詞交歓会について

■調査研究委員会
○第32回調査研究委員会
日　時：2021年3月18日（木）14：00 〜 15：30　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①特殊鋼流通統計調査集計推移について

②第96回（10-12 月）景況アンケート調査報告について
③第97回（1-3 月）景況アンケートの設問について
④第19回経営環境等に関するアンケートの結果について
⑤2021年度事業計画（案）及び予算（案）について
⑥次回委員会日程について

○第33回調査研究委員会
日　時：2021年6月22日（火）15：00 〜 16：30

於：鉄鋼会館会議室及びZoom会議
内　容：①特殊鋼流通統計調査の集計推移について

②第97回（1-3月）景況アンケート調査報告について
③第98回（4-6月）景況アンケートの設問について
④2021年度事業計画及び予算について
⑤次回委員会日程について

■経営効率化委員会
○第21回経営効率化委員会
日　時：2021年7月26日（月）15：30 〜 17：00　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①前回経営効率化委員会の議事録報告について

②2020年度玉掛講習会の補助金について
③全国イベント「全特協全国ボウリング大会」開催について
④2021年度事業計画及び予算について
⑤経営効率化委員会の新規事業検討について
⑥次回委員会日程について

■広報委員会
○第25回広報委員会
日　時：2021年7月14日（水）15：30 〜 17：00　於：安保ホール
内　容：①広報誌「すてぃーる74号」の校正・確認

②広報誌「すてぃーる75号」の内容検討について
③2021年度事業計画及び予算について
④次回委員会日程について

■青年部会
○第9回定時総会（書面審議）
日　時：2021年6月18日（金）　於：鉄鋼会館
内　容：①第1号議案　2020年度事業報告（案）及び収支報告（案）承認の件

②第2号議案　2021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23回運営委員会（書面審議）
日　時：2020年6月18日（金）　於：鉄鋼会館
内　容：部会長・副部会長選任（案）承認について

■運営委員会
○第34回運営委員会
日　時： 2021年5月17日（月）14：00 〜 15：30　於：Zoom 会議 

出席者：24 名
内　容：①2020年度事業報告書（案）について

②2020年度収支決算書（案）について
③第9回定時総会について
④新規入会・退会員について
⑤2022年新年賀詞交歓会について

■総務委員会
○第25回総務委員会
日　時：2021年5月10日（月）15：00 〜 17：00　於：Zoom会議
内　容：①2020年度事業報告書（案）について

②2020年度収支決算書（案）について
③第9回定時総会について
④新規入会・退会員について
⑤2022年新年賀詞交歓会について

■人材育成委員会
○第23回人材育成委員会
日　時：2021年5月24日（月）15：00 〜 16：00

於：Zoom会議
内　容：①2020年度販売技士・加工技士研修講座実施状況報告について

②2020年度販売技士1 級WEB 研修講座実施状況について
③2021年度販売技士・加工技士研修講座の計画（案）について
④ウェビナーシステム開発概要及びスケジュールについて
⑤2022 年度研修講座のスケジュール検討について
⑥その他

【特殊鋼販売加工技士検定試験委員会】
○上級編合否判定会議
日　時：2021年3月26日（金）14：00 〜 14：30　於：Zoom会議
内　容：①今回の大阪支部「上級編」研修講座及び検定試験について

②大阪支部特殊鋼販売加工技士「上級編」合否判定について
③大阪支部講師金谷委員講評について
④井上検定試験委員長総評について
⑤加工技士の教材作成について

【特殊鋼販売技士検定試験委員会】
○1級合否判定会議
日　時：2021年4月14日（水）15：00 〜 16：20　於：鉄鋼会館
内　容：①2020年度人材育成事業各講座支部別実績について

②2020年度特殊鋼販売技士「1級」検定試験の合否判定について
③2021年度人材育成事業について

【WEB研修講座WG】
○第3回販売技士教材検討打合せ
日　時：2021年6月28日（月）15：00 〜 16：00　於：Zoom会議
内　容：販売技士3級のPPTデータ見直しについて
○第2回加工技士教材検討打合せ
日　時：2021年7月8日（金）14：00 〜 16：00　於：大阪・鐵鋼會館
内　容：①第１回加工技士教材検討委員会議事録報告について

②加工技士の教材検討について
③次回打合せ日程について
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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。
だいぶワクチンを打ち終われた方もおられるでしょうが、
まだまだコロナ禍の中、如何お過ごしでしょうか ??
　この号が皆様のお手元に届く頃は、オリンピック、パラ
リンピックの真っ最中だと思います。一体どうなるので
しょうか。政府の後手後手の対応は呆れを通り越して、諦
めになっております。無事終了することを今から願ってや
みません。
　それにしても今年の近畿の梅雨は長かったですね。豪雨
もいたるところでおこり、熱海で被災された方々に心から
お見舞い申し上げます。

　先の話ですが、来年こそ平穏な日常が戻ることを願って
やみません。
　特殊鋼を取り巻く環境は年初から急回復しメーカーは超
フル生産を続けています。流通も弾不足はいなめませんが、
明るくなってきていのではないでしょうか……激動の時代
が来るかもしれませんね。すてぃーる 74 号を発行します。
今年の定時総会は初の対面とオンラインのハイブリッド方
式で開催しました。一読ください。
　まだまだ酷暑が続きます。お身体ご自愛ください。
　追伸　六月に孫が生まれました。おじい　です。

久木田　至

事務局だより

2021年度開講スケジュールは以下のとおり

講座名 講座の内容 実施時期 講義形態

【販売技士3級】 特殊鋼の基礎知識 2021年8月〜 10月 Zoomによるオンライン講座

【販売技士2級】 特殊鋼の熱処理 2022年1月〜 3月 Zoomによるオンライン講座

【加工技士基礎編】 図面の読み方描き方 2022年1月〜 3月 集合講座

＊【加工技士上級編】は2022年度に延期しております。

2021年度特殊鋼販売技士・加工技士の研修講座開講について

2021年度の販売技士3級研修講座は、昨年度の販売技士1級及び今年度の入門編講座に引き続きZoomによるオ
ンライン講義で開催致します。
従いまして研修講座は、受信環境及び受信機器があれば全国どこからでも受講できます。
現在各支部より開講のご案内をしていますが、受講の申込みは全特協のホームページからで7月26日13：00か

ら開始8月16日迄の受付となっています。
また販売加工技士「基礎編」については、2022年1月〜 3月に東京・大阪・名古屋にて集合講座を予定しており
ます。

第5回全国ボウリング大会開催について（経営効率化委員会）

丁度5年前の2016年に東京で初めて全国ボウリング大会を開催し、その後大阪・名古屋と連続して3回開催
してきました。
第4回目は、一昨年・昨年と台風接近の影響やコロナ禍により残念ながら中止を余儀なくされました。
経営効率化委員会では、今年秋にはコロナワクチン接種の進展で新型コロナウイルス感染症の鎮静化が予
想されることから3年ぶりの全国大会開催を目指しています。
開催の場合日程は、10月16日（土）11:00 〜 14:00で、第1回目と同じ東京の品川プリンスホテルボウリングセ
ンターで行います。
参加資格は、2021年度各支部大会での優勝チーム、及び第4回（2019年度）出場資格チームとします。（3名1
チーム）
但し重複の場合はそのチームとし、2021年度未開催の支部は第4回出場資格チームのみとします。
また新型コロナウイルス感染症の再拡大により、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」などにて自粛
の要請があった場合は中止とさせていただきます。


