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「第10回定時総会」を開催「第10回定時総会」を開催

全日本特殊鋼流通協会は2022年6月17日（金）、東京都千代田区丸の内の「パレスホテル東京」で第10回定時総会を開催した。
昨年同様、オンライン配信と会場のハイブリッド方式で開催したが、新型コロナウイルス感染が収束傾向であることから会
場に約60名が参加。3年ぶりに懇親会も開催した。審議された議案は以下のとおりで、委任状提出含む159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　2021 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　2021 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　理事の交代による選任の件
報告事項 1　2022 年度事業計画及び収支予算について
報告事項 2　東北地方の地震の影響により被災された会員企業への御見舞金について
報告事項 3　2021 年度正味財産期末残高の取扱い（提言）について
報告事項 4　特殊鋼流通業界に生じているコスト UP に対する適正な価格転嫁に関するお願いについて

本年度は役員改選期にあたるため臨時理事会を開き、櫨巳芳会長（辰巳屋興業・取締役社長）ら正副会長4人を再任した。
理事については飯久保知人氏（大同分析リサーチ・理事）と小木曽知弘氏（小木曽工業・取締役社長）が退任し、本田正寿氏（大
同特殊鋼・技術開発研究所管理室主任部員）が新理事に選任された。他の理事19名と監事2名は再任されて、櫨執行部2期目
がスタートした。

理事在任16年の飯久保氏と同4年の小木曽氏には、退任に
あたり感謝状と記念品の贈呈が行なわれた。

報告事項として、3月16日に発生した最大震度6強の福島県
沖地震で被災した会員企業への見舞金として、東北支部に20
万円を拠出することや、経済産業省金属課や特殊鋼倶楽部へ

「特殊鋼流通業界に生じているコストアップに対する適正な価
格転嫁に関するお願い」と題する申し入れをしたことなどが報
告された。会員の異動については、正会員が5社退会し、支部
会員8事業所と賛助会員1社が入会したことが報告された。

櫨会長らを再任、執行部は2期目へ
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今回の総会は、一般社団法人の認可
を受けて、10回目の定期総会となりま
した。昨年、一昨年と新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響により、対面形
式による総会・懇親会が思うように開
催できませんでしたが、ここに来て、
ようやく懇親会を催すことができまし
た。大変うれしく思っております。

総会の事業報告にもありますよう
に、コロナ禍においては 本部・各支
部ともに、昨年予定した多くの事業が
中止、または代替事業をもって実施せ
ざるを得ませんでしたが、唯一、当協
会の中核的な事業として位置付けられ
ております、特殊鋼販売技士研修講座
は、かねてよりオンライン化を進めて
きたことが功を奏し、 特殊鋼販売技士
3級研修講座に至っては、全国で551名
と過去最大の受講者に参加いただくこ
とができました。1976年に研修制度を
開設して以来、講座を途絶えることな
く実施してきたことは、大変よろこば
しいかぎりです。

2022年度の事業計画におきまして
は、 ウィズコロナの新しい生活様式の
中ではありますが、本部事業をはじめ
全国8支部ならびに3ブロックの事業を
積極的に展開してまいります。なかで
も、特殊鋼販売技士入門編のeラーニ
ング化を目指しての試みは、画期的な

ことと自負しております。このように
人材育成事業は、このコロナ禍といえ
ども学びの場を閉ざすことなく将来に
向けて邁進してまいります。このほか
の事業として、中小企業庁の指導のも
とEDI受発注システムの構築に向けて
検討を開始したこと、さらには特殊鋼
倶楽部と共同でミルシート統一に向け
ての検討を進めております。

総会の終わりには、当協会に大きく
影響をもたらしておりますコストアッ
プの問題の取り組みについても報告さ
せていただきました。この問題は、喫
緊の課題となっておりますが、加えて
ロシアによるウクライナ軍事侵攻が勃
発したことにより、 日米欧はもちろん
世界中において、エネルギー需給をは
じめとする経済への影響が出始めてき
ております。ご承知の通り、当協会の
会員企業は鋼材の大幅な値上げに加
え、 原油高及び諸資材が高騰する中、
サプライチェーンの中間に位置する流
通業界の経営環境が非常に苦しい局面
を迎えております。特に当業界として
は、仕入れの上昇分を販価に転嫁して
いくことのみならず、輸送コスト、人
件費並びに資源エネルギー費等が軒並

み上昇しており、これも価格転嫁でき
ない状況にあります。当協会は、この
状況を真摯に受け止めまして、国に対
しては先月25日に当協会の所管をして
いる経済産業省金属課長殿との面談を
行い、国が作成公表した金属産業にお
ける取引適正化ガイドラインなどを強
く実現していただくよう、関係諸団体
にお願いするとともに、 ご支援いただ
くよう要請させていただき、報道各社
で報道発表を行っていただきました。
これにより、特殊鋼業界におけるコス
トアップに対する価格転嫁については
関係各位の皆様にご理解、ご支持をい
ただける第一歩になったものと考えて
います。このように個社単独ではなか
なか対応しきれない問題を、当協会は
一致団結して、今後も取り組んでまい
ります。

会長に選任されまして二期目を迎え
ることになりましたが、特殊鋼流通業
界からさらなる飛躍をつくるため会員
各社の発展のため、微力ではございま
すが、精一杯努力を続けてまいる所存
です。引き続き、当協会の活動のご理
解とご協力をお願い申し上げます。

コロナ禍でも研修講座のオンライン化で「学びの場を閉ざさず」
コスト増に対する価格転嫁に団体メリットで取り組んでいく

（一社）全日本特殊鋼流通協会　会長　櫨　　⺒芳
会長あいさつ
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懇親会

AI活用を中心にデジタル革命による	
産業と働き方の近未来を理解する

講演会

総会終了後は、サイエンス作家/理学博士の竹内薫氏を招き、「ポ
ストコロナで変化する仕事と生活様式」と題した講演会を開催した。

幅広い知識と視野で情報番組のコメンテーターとしても知られる竹
内氏は、AIを中心にIoT、5G、ロボットなどの活用による「デジタル
トランスフォーメーション」の見知から産業の近未来を解説された。
「AIに取って代わられる主な仕事・生き残る仕事」などショッキン

グな未来予測も、具体的な数字や研究結果を示しながら説明される
ため大いにうなずける内容の講演となった。今後、少子高齢化がさ
らに進展し、限られたマンパワーで生産性を向上させていくことは
全産業にとって喫緊の課題である。そのためにデジタル・テクノロ
ジーの導入と活用の必要性を認識するとともに、旧来の「人によるス
キル」でなにが変わらず必要とされ続けるかなどの理解と整理に役立
つ内容を教示いただく、貴重な機会となった。

講演会＆懇親会講演会＆懇親会

講演会終了後の懇親会では、櫨巳芳会長のあいさつの後（2ページ）、
ご来賓の経済産業省製造産業局鉄鋼課長の松野大輔氏から、ロシア
のウクライナ軍事侵攻から不安が増しているグローバルサプライ
チェーンや価格高騰の問題に対し、「安定化に向けて経済安全保障や
金属産業ガイドラインなど、さまざまな政策ツールを駆使して政府・
経産省でしっかりと取り組んでいきたい」と見通しが示された。また、
政府が掲げる投資政策のデジタルトランスフォーメーションにも触
れ、「グローバルな競争が非常に激しくなっている鉄鋼、特殊鋼の業
界でデジタル活用による効率化は大きなカギとなる。私どもも関係
各省と連携しながら、しっかりとサポートしたい」とコメントされた。

続いて、特殊鋼倶楽部会長の藤岡高広氏（愛知製鋼・代表取締役社
長）が「高機能材料である特殊鋼は、日本の産業の『粋』であり最後の
砦ともいわれる非常に大切なもの。しかし、櫨会長、松野課長のお
話にもあったとおり課題はたくさん。メーカーと流通がこれからも
一体となって団結して取り組んでいく必要がある」などと決意表明し
て乾杯の発声をされた。

3年ぶりの開催となった懇親会は終始、和やかに歓談が行なわれ、中締めでは碓井達郎副会長（碓井鋼材・代表取締役）が「1
期目はコロナによる影響で満足できる活動ができなかった櫨体制も2期目がスタートした。自粛緩和から正常化への展望が
みえてきており、これからが櫨会長の実力が発揮されるはず」とユーモラスに今期事業への参加を呼びかけた。

〈竹内薫氏：プロフィール〉
1960年東京生まれ。東京大学教養学
部教養学科卒業後、同大学理学部
物理学科卒、マギル大学大学院博士
課程修了（高エネルギー物理学論/理
学博士）。サイエンスライターとして活動
し、物理学の解説書や科学評論など
約150冊を発刊。物理・数学・脳・宇宙な
ど、幅広い科学ジャンルで執筆だけでなくテレビ・ラジオ・講演など活
動は精力的。JAXA、内閣府、文科省などの外部委員も歴任。

（左から）あいさつする松野課長、藤岡会長、碓井副会長
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支部だより

支部総会開催

次の議題を審議、承認した。
第1号議案　2021年度事業報告書（案）承認の件
第2号議案　2021年度収支決算書（案）承認の件

 〃 監査報告書
第3号議案　2022年度事業計画書（案）承認の件
第4号議案　2022年度収支予算書（案）承認の件
第5号議案　役員選任（案）承認の件
第6号議案　協会委員会への支部派遣委員（案）承認の件

役員選任については、調査研究部会副部会長の三浦明義氏（サンテツ・代表取締役） が退
任されたほかは、碓井達郎支部長（碓井鋼材・代表取締役）以下全員が再任された。総会終
了後には3年ぶりに懇親会が開催され、あいさつに立った碓井支部長は、「過去2年コロナ
禍で相当数の支部事業が延期や中止となったが、これを機に今期は事業がスムーズに実現
できるように願うとともに、皆様のご協力を賜りたい」と呼びかけた。乾杯発声では小松稔
経営効率化部会・担当委員（マクシスコーポレーション・代表取締役社長）が「円安による物
価高騰が経営を圧迫している。難局でこそ業界の皆様と一丸となって乗り切りたい」とあい
さつ。「ひさしぶりに集まって意見・情報交換ができる場の大切さを実感した」という、三
上晃史広報部会長（ノボル鋼鉄・代表取締役社長）の中締めまで和やかな懇談が続いた。

東京支部　開催日：2022年6月9日（木）　開催場所：鉄鋼会館	 承認社数：54社（委任状含む）

3年ぶりに開催された懇親会

（左から）あいさつする碓井支部長、小松委員、三上部会長

次の議題を審議、承認した。
①2021年度事業報告
②2021年度収支決算
③2022年度役員改選（案）
④2022年度事業計画（案）
⑤2022年度収支予算（案）
⑥会員の異動（退会：㈱八雲鋼材）

冒頭のあいさつで、久木田至支部長（櫻井鋼鐵・代表取締役社長）は、「3年振りの対面
での総会開催を嬉しく思う。残念ながら、賛助会員を交えての懇親会は見送らせていた
だいたが、来年こそは是非懇親会も開催したい。特殊鋼業界においては2019年から価格
が上がり続け非常に厳しい状況にある。皆様の努力でお客様に価格転嫁できていれば良
いが、その先のお客様に転嫁できているのかも大事なことだ。半導体や部品不足により
自動車が減産しており、先行き不透明だが、世界経済は堅調に推移している。鋼材以外
のコストも上がっているのでしっかり転嫁し、粛々と社業を営んでいただきたい」と述
べた。

大阪支部　開催日時：2022年6月9日（木）　開催場所：ザ・リッツ・カールトン大阪　承認社数：84社（オンライン参加・委任状含む）

あいさつする久木田支部長

審議・承認されたのは以下の議題
第1号議案　2021年度事業報告承認の件
第2号議案　2021年度決算報告承認の件
監査報告
第3号議案　2022年度事業計画承認の件
第4号議案　2022年度予算承認の件
第5号議案　2021年度名古屋支部役員及び運営委員について

開会に先立ち中島伸夫支部長（中島特殊鋼・代表取締役）よりコロナ禍でも教育関係を中心に積極的に活
動する名古屋支部の状況報告と会員各社のご協力に対する謝辞、受発注を中心としたEDI推進など最近の
活動報告を兼ねてのあいさつがあった。また閉会後には、来賓の櫨巳芳会長（辰巳屋興業・取締役社長）よ
り喫緊の課題であるEDIや特殊鋼流通業界に生じているコストアップに対する適正な価格転嫁に関する協
会の取り組みなどを交えあいさつがあった。

名古屋支部　開催日時：2022年6月9日（木）　開催場所：岐阜グランドホテル	 承認社数：55社（委任状含む）

（左から）あいさつする中島支部長、櫨会長
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次の議題を書面審議、承認した。
第1号議案　2021年度事業報告の件　第2号議案　2021年会計報告の件　第3号議案　2021年会計監査報告の件
第4号議案　2022年新役員選出の件　第5号議案　2022年度事業及び予算計画（案）の件　第6号議案　2022年入退会会員報告の件
その他　会員名簿更新の件
支部長として日下俊之氏（クサカ鋼材・代表取締役）が新任された。

東北支部　開催日：2022年6月17日（金）（書面審議）	 承認社数：26社

次の議題を審議し、承認された。
第1号議案　2021年度事業報告承認の件
第2号議案　2021年度決算報告承認の件
第3号議案　2022年度事業計画承認の件
第4号議案　2022年度予算承認の件
第5号議案　2022年度役員及び運営委員承認の件
報告事項　 （1）事務局業務の名古屋支部への移管と支部役員の輪番制化 

（2）新規テーマの研修について

冒頭あいさつに立った原博康支部長（東泉鋼機・代表取締役社長）は、「コロナ禍にあってもオ
ンラインで研修講座が実施できたこと、名古屋支部との連携で事業が進められたことは良かった。
名古屋支部のバックアップがあるのでオーナー企業に限らず支部役員を輪番で引き受けていただ
きたい。静岡の特殊鋼流通において競争もあるが、特殊鋼を販売する同士として意見を交換しな
がら共存していくことが必要。また、会えなかった2年間を埋めるべく懇親を深めてほしい」と述
べ審議に入った。各議案の説明は、兼田名古屋支部事務局長が、監査報告は谷垣享氏（青山特殊鋼・
取締役静岡支店長）が行った。第2部の懇親会は、三上裕介氏（ノボル鋼鉄・常務取締役）の乾杯の
音頭で始まり、高林良有氏（佐久間特殊鋼・浜松支店長）の中締めのあいさつで散会となった。

静岡支部　開催日：2022年6月29日（水）開催場所：中島屋グランドホテル	 承認社数：18社（委任状含む）

あいさつする原支部長

次の議題を書面審議、承認した。
①2021年度事業報告　②2021年度収支決算　③2022年度役員改選（案）　③2022年度事業計画（案）　④2022年度収支予算（案）　⑤会員の異動
支部長として木村雅昭氏（深江特殊鋼・代表取締役社長）が再任された。

中国支部　開催日時：2022年6月24日（金）（書面審議）	 承認社数：16社

次の議題を報告した。
①2021年度活動・決算報告　②2022年度活動・予算審議　③九州支部役員人事　
④その他、会員名簿等

新型コロナ感染防止に配慮し、夕方に立食で懇親会を行なう従来形式を、お弁当を用意した昼開催に見
直し、3年ぶりに対面での報告会を実施。役員人事は、支部長に吉永博氏（特殊鋼機・代表取締役） を再任し、
退任役員の後任として君原陽介氏（エムエム建材西日本・久留米支店長）を副支部長に、梶山貴之氏（ISSリ
アライズ・福岡支店営業二課長）の運営委員長就任を報告した。

 

6月26日（日）、九州ステンレス流通協会との共催で3年ぶりに「ハガネの日」記念事業を開催した。参加者
は九州支部70名（うち子供9名）、九ス協30名（同6名）。福岡タワーから福岡PayPayドームまでを海岸と道
路に分かれてゴミ拾いを行なった後、全員でホークスVSファイターズの野球観戦した。参加した子供た
ちからは、「意識するとゴミが一杯！」「タバコがたくさん落ちていたので捨てないで！」などの声が上がり、
大人として反省させられる場面もあった。

九州支部　開催日：2022年6月24日（金）　開催場所：八仙閣本店	 報告社数：20社

次の議題を審議し、承認された。
第1号議案　2021年度事業報告の件 
第2号議案　2021年度会計報告の件 
第3号議案　2021年度会計監査報告の件
第4号議案　2022年度事業計画（案）の件
第5号議案　2022年度予算（案）の件

 
冒頭、宮内支部長（小山鋼材・代表取締役）があいさつに立ち「総会は、感染者が増え

てはいるものの対面でできて良かった。昨年度は東京支部と連携し、WEBで販売技士研修講座が実施出
来た。WEBだと受講しやすい、今年度の研修講座も多くの受講をお願いします。今年度は、工場見学、
ボウリング大会、賀詞交歓会などをできるだけやりたい。コロナの影響が厳しい時期は過ぎましたが、ま
だ値上げ問題が残っています。その中でも北関東支部は情報交換など有意義な活動が出来る様にしたい」
と述べ、議事に入った。議案は全て満場一致で承認され、長谷川副支部長（長谷川ハガネ店・代表取締役）
の閉会の辞で終了した。その後、同場所に於いて懇親会を行い、和やかな雰囲気の中で解散となった。

北関東支部　開催日：2022年7月8日（金）　開催場所：ダニエルハウス（群馬県太田市）	 承認社数：22社（委任状含む）

あいさつする宮内支部長
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青年部会「第10回定時総会」を 青年部会「第10回定時総会」を 
福岡で開催福岡で開催

青年部会は2022年6月3日（金）、福岡
市内で部会員16名の参加を得て、第10
回定時総会を開催した。

総会に先立ち行われた見学会では、
「太宰府天満宮」で厄払いをし、お隣に
ある「九州国立博物館」で文化交流展を
見学した。

その後、福岡市の「割烹よし田」に場
所を移して青年部会第10回定時総会を
開催。永田副部会長の司会で始まり、
川北部会長が「コロナ禍でみんな集
まっての会議はなかなかできなかった
が、本日皆さんにこうやって集まって
いただきありがとうございます。」など
とあいさつした。

審議事項の「2021年度事業報告および
収支報告」「2022年度事業計画（案）およ
び収支予算（案）」「2022年度の運営委員
の選任（案）」は満場一致で承認された。

運営委員は牟田晃夫氏（日本金型材
（株））が新たに選任された。また部会員
の移動については新規加入会員1名（斎
賀浩史氏（扇鋼材（株））が報告された。

引き続き、2022年度運営委員による
「第26回運営委員会」が開催され、新部

会長に岩井大昌氏（巴鋼鉄（株））を選
任。副部会長については、三上晃史氏

（ノボル鋼鉄（株））、鴨山剛至氏（東海鋼
鉄（株））、林田彰司氏（林田特殊鋼材

（株））、永田友康氏（永田鋼材（株））、鷲
野敦司氏（名古屋特殊鋼（株））の5名が
再任され、新たに藤戸達也氏（平和鋼
材（株））が選任された。なお川北誠氏（川

北特殊鋼（株））は部会長を退任し、顧
問に就任した。また副部会長・部会長・
顧問と長年青年部会を牽引されてきた
古池晃氏が顧問を退任された。

その後「割烹よし田」にてビジネスサ
ミット（懇親会）を開催し、翌日は福岡
県糸島市の「ザ・クイーンヒルゴルフ
クラブで懇親ゴルフ会を実施した。

新部会長　岩井大昌氏	
あいさつ

十数年前に青年部会に誘われ入
会しました。諸先輩方がやってこ
られたことを踏襲しながら時代に
即した新しいことを切り開くこと
ができたらと思って頑張ります。
引き続き皆様のご協力をよろしく
お願いします。
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特殊鋼販売技士2級講座は次の各支部
でオンラインにて実施し、2022年3月24
日（木）の検定試験を経て、4月12日（火）
に合格者を発表しました。

2021年度 特殊鋼販売技士2級合格者数

支部名 受験者 合格者
東　京 39 34
大　阪 48 44
名古屋 40 38
北関東 6 4
静　岡 3 3
中　国 6 5
九　州 3 3
合　計 145 131

■満点獲得者：2名
［大阪支部］
小川　浩平	 深江特殊鋼（株）

［名古屋支部］
川村　早紀	 佐久間特殊鋼（株）

■成績優良者：7名
［東京支部］
黒川　綾子	 大同特殊鋼（株）

［大阪支部］
中島　莉佳	（株）ISSリアライズ
金治　陽祐	 三和特殊鋼（株）

［名古屋支部］
安枝　和輝	 川本鋼材（株）
吉川　　遼	 佐久間特殊鋼（株）
伊藤　彰浩	 	 〃

［中国支部］
田中　達己	（株）ISSリアライズ

東京支部

合格者34名

川上侑理子 （株）ISSリアライズ
谷口まりな  〃
土橋　昌司  〃
増田　瑞穂  〃
新名　祥磨 愛知製鋼（株）
斎藤　雅也 秋山精鋼（株）
村田　雄太  〃
渡辺　勇介  〃
深澤　周平 朝日工業（株）
鈴木　充廣 東金属（株）
富澤　勇介 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
石川　拓馬 （株）UEX
石田　悠樹 碓井鋼材（株）
井上　　諒  〃
更谷　領大 岡谷鋼機（株）
山田　　南  〃
秦　　将志 山陽特殊製鋼（株）
上原　一志 清水金属（株）
孔　　繁昇  〃
井上　晋輔 下村特殊精工（株）
西林　永策 新関西製鐵（株）

松本友紀子 スイス・スチール・ジャパン（株）
今西　十力 大同興業（株）
斧田　夢子 大同特殊鋼（株）
草川　功介  〃
黒川　綾子  〃
小池　　葵  〃
諸星佳代子  〃
赤坂　拓海 辰巳屋興業（株）
窪川　智裕 中川特殊鋼（株）
若宮　悠亮 （株）平井
佐藤　正和 藤田商事（株）
崔　　晛九 （株）プルータス
武安　裕次 八千代特殊金属（株）

大阪支部

合格者44名

遠藤　寛之 （株）ISSリアライズ
髙谷　知宏  〃
中島　莉佳  〃
高橋　　陵  〃
鈴木裕大郎  〃
吉村　光平  〃
中林　郁貴  〃
八木ちひろ  〃
松川　雅哉 愛知製鋼（株）
伊藤　　純 アッサブジャパン（株）
浅野　佑樹 植田興業（株）
平松　修二 大阪ミガキ（株）
安東　　翔  〃
橋元　勇統 高周波精密（株）
岡田　裕太 合同製鐵（株）
實平　英輝 櫻井鋼鐡（株）
豊田　翔祐 佐藤商事（株）
松下銀河翔  〃
中尾　有希 山陽特殊製鋼（株）
中野　圭喬  〃
金治　陽祐 三和特殊鋼（株）
宮下　　亮 （株）シルド
栗木　峻弥 大同特殊鋼（株）
村田　謙治  〃
金澤　秀幸  〃
大山　健太 大博鋼業（株）
日野　文雄 （株）TONEZ
石野　竜規  〃
金橋　克彰 日鉄物産特殊鋼（株）
山手　博文 白鷺特殊鋼（株）
廣瀬　幹弥  〃
平位優太郎  〃
幸　　伸彦  〃
中野　純希  〃
柴田　陸矢  〃
丸尾　大貴  〃
小西　孝洋 林田特殊鋼材（株）
濱本大治朗 （株）阪神メタリックス
大西　功高  〃
小川　浩平 深江特殊鋼（株）
藤本りさ子 （株）堀田ハガネ
児山　純平  〃
川上　友里  〃
山田　将司 松井鋼材（株）

名古屋支部

合格者38名

加賀　克俊 愛鋼（株）
佐藤　誠紀 愛知製鋼（株）

三浦優津希 （株）岡谷特殊鋼センター
安枝　和輝 川本鋼材（株）
久保輝余子 川本鋼材（株）
西浦　智美  〃
大軒　裕矢  〃
篠村　芳樹 佐久間特殊鋼（株）
坪内　弘憲  〃
吉田　朋恵  〃
酒井祐美子  〃
吉川　　遼  〃
魚返　俊弥  〃
川村　早紀  〃
加藤　悠将  〃
山﨑　智仁  〃
上中　大輝  〃
三浦　直己  〃
伊藤　彰浩  〃
髙橋　慶太 三和特殊鋼（株）
白井　康介 鈴秀工業（株）
浅見　彩花  〃
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）
那須　静香 （株）大同分析リサーチ
前田　佳輝  〃
原田　琢也 大洋商事（株）
西部　恭平  〃
角田佳奈美 孟鋼鉃（株）
西村志穂子  〃
藤本　拓真  〃
山地　健介 （株）テクノタジマ
甲斐　直樹 中島特殊鋼（株）
青木　文生 南海鋼材（株）
中浦　由佳  〃
児玉　尭実 （株）ハヤカワカンパニー
中田　健介 （株）不二越
前田　　勇 前田鋼材（株）

北関東支部

合格者4名

武田　健太 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
筒井　元気 （株）カムス
阿部　高幸 清水特殊鋼（株）
武井　勇二  〃

静岡支部

合格者3名

石井　雄一 青山特殊鋼（株）
植松　真平 小林鋼材（株）
鈴木　良規 小山鋼材（株）

中国支部

合格者5名

田中　達己 （株）ISSリアライズ
曽田　克也 ウメトク（株）
井筒　尚典 鎌田特殊鋼（株）
吉田　弥司  〃
森近　充裕 深江特殊鋼（株）

九州支部

合格者3名

中村　光宏 扇鋼材（株）
宗野　充志 白鷺特殊鋼（株）
明野　慶志  〃

2021年度特殊鋼販売技士2級合格者名簿2021年度特殊鋼販売技士2級合格者名簿
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特殊鋼販売技士3級講座は各支部でオ
ンラインにて実施し、7月5日（火）の検定
試験を経て、7月21日（木）に合格者を発
表した。

2022年度 特殊鋼販売加工技士３級合格者数

支部名 受験者 合格者
東京 105 92
大阪 111 100

名古屋 96 92
北関東 13 13
静岡 9 9
中国 5 5
九州 6 6
合計 345 317

■成績優良者：17名
［東京支部］
田中　梓紗	 第一熱処理工業（株）
前田　隆博	 大洋商事（株）
小西　秀長	 中川特殊鋼（株）
鈴木　真帆	 	 〃

［大阪支部］
中井　　仁	 アッサブジャパン（株）
中田　　智	（株）不二越
樋上　大記	 第一金属（株）
山里明日香	 大洋商事（株）
贄田久美子	 	 〃

［名古屋支部］
安村　真緒	 愛知製鋼（株）
黒宮　正信	 鈴秀工業（株）
桂山　宏治	 	 〃
大林　駿太	 	 〃
江本　太志	 	 〃
重井　淳子	 大同興業（株）
渡辺　裕貴	 大同特殊鋼（株）
大原　兼太	 	 〃
栗田　健人	 豊田通商（株）
出口　亮介	 藤巻鋼材（株）
三輪　恋使	 前田鐵鋼（株）

東京支部

合格者92名

佐竹　毅映 青山特殊鋼（株）
鈴木　　徹  〃
滑川　達也  〃
藤原　紘平  〃
山元　裕登  〃
邱　　語穠 秋山精鋼（株）
俵　　一正  〃
千葉予嗣顕 アッサブジャパン（株）
市川　　誠 池内精工（株）
西之原　崇  〃
中嶋　　優 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
川田　浩二 インターナショナルアロイ（株）
飯田　晃大 （株）UEX
太田　聖也  〃

小野田将久 （株）UEX
小松崎　康  〃
鈴木　靖孝  〃
清野　哲人  〃
髙橋　英恵  〃
高山　智之  〃
長島　伸好  〃
中村慶一郎  〃
水野　祐希  〃
福島　大力 ウメトク（株）
村上綾太郎  〃
石岡　功丞 王子製鉄（株）
家高裕二郎 （株）神戸製鋼所
赤石有里紗 佐藤商事（株）
岩田　大和  〃
小川　峻平  〃
金子　亮斗  〃
唐川　泰成  〃
佐藤　里南  〃
髙橋　雅哉  〃
田澤　武丸  〃
加藤　佳純 城北伸鉄（株）
山本　　諒  〃
森　　年弘 第一金属（株）
八重樫良太  〃
田中　梓紗 第一熱処理工業（株）
真島　智美  〃
塩月　雄也 大同興業（株）
福西　愛奈  〃
松尾　凌雅  〃
石井　梨菜 大同特殊鋼（株）
漆坂　祐希  〃
太田　達也  〃
川上雅彩人  〃
船橋　歓多  〃
石山　友也 大洋商事（株）
前田　隆博  〃
南　　相旭  〃
朝海　浩史 鐵商（株）
笹川　雄斗  〃
四方　寛之  〃
小西　耕平 東北特殊鋼（株）
山本　浩樹 （株）巴製作所
赤坂　春香 中川特殊鋼（株）
池田　岳志  〃
小西　秀長  〃
鈴木　真帆  〃
中崎　孝輔  〃
横山　大嗣  〃
榊　絵里奈 中山商工（株）
川﨑　　凌 日本金属（株）
小浜　宗司 根津鋼材（株）
川倉　正寛  〃
武石　和也  〃
舘石　拓弥  〃
常松　　治  〃
増渕　雅也  〃
安田　純一  〃
荻野　寛太 白銅（株）
田部井　渓  〃
近藤　　宏 阪和興業（株）
島袋　盛龍  〃

折原　尚弥 （株）平井
足立　義樹 （株）マクシスコーポレーション
安島　大貴 三菱製鋼（株）
河原　敬樹 （株）メタルワン特殊鋼
島村　信孝  〃
菅谷　修也  〃
播　　将大  〃
山本　浩平  〃
小林　幸恵 有限会社　森川金属
荒井　秀之 八千代特殊金属（株）
濱田　裕昭  〃
八木　美咲  〃
大木　駿斗 ヤマト特殊鋼（株）
岡本　京介  〃
越川　健一  〃
塩沢　雄太 令和特殊鋼（株）

大阪支部

合格者100名

内藤　真麻 愛晃（株）
南都　　拓 青山特殊鋼（株）
中井　　仁 アッサブジャパン（株）
樗木　　巧 粟井鋼商事（株）
丸尾　征司  〃
粟井　清貴  〃
紀　　壮慶 伊藤忠丸紅特殊鋼（株）
岩崎　仁春 （株）UEX
末次　将一  〃
橋野　祐太 ウメトク（株）
森　恭士朗  〃
青野　　穣  〃
若田　大輝  〃
弘石　浩平  〃
中野　雅彦 扇鋼材（株）
乾　　賀晴  〃
倉本　　樹 大阪精工（株）
大野　卓司  〃
穐山　誉文  〃
坂本　龍彦  〃
樋上　侑香  〃
中村　加奈 大阪製鐵（株）
佐藤　誠治 小川工業（株）
玉置　郁英  〃
伊室　信司 加藤鋼材（株）
森川　泰江  〃
永井　伸明 カネヒラ鉄鋼（株）
西海　英二 （株）川口金属加工
藤原　煕士 北島鋼材（株）
津田久瑠実  〃
森　　勇人 木ノ本伸線（株）
吉原　滉樹  〃
小林　幹人 （株）神戸製鋼所
小堺　なお  〃
幸正　遼太 （株）菰下鎔断
京　　太樹  〃
石原啓太郎  〃
長谷　友菜 小山鋼材（株）
田辺　　匠 櫻井鋼鐵（株）
山本　敦也 佐藤商事（株）
上地　洋平 三利特殊鋼（株）
中﨑　優生 JFE商事（株）

2022年度特殊鋼販売技士3級合格者名簿2022年度特殊鋼販売技士3級合格者名簿
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吉田　吏雄 芝本産業（株）
山本　隆二 新関西製鐵（株）
佐藤　侑哉  〃
小林　俊貴  〃
花上　周綾 神鋼商事（株）
井辻　晃平 新大和鋼材（株）
林　　良誠 （株）西鋼
山田　俊輝  〃
福元　　隆 清和鋼業（株）
谷口　　史 第一金属（株）
小林　央昌  〃
樋上　大記  〃
西浦　健悟 大東精機（株）
宮崎　　駿  〃
吉田　侑平 大同興業（株）
山口　　厚 大博鋼業（株）
佐々木秀紀  〃
田中　克拓 太平鋼材工業（株）
中川　皓介  〃
西田　丈二 大洋商事（株）
南　　隆人  〃
山里明日香  〃
坪井　美樹  〃
贄田久美子  〃
倉田紀里子  〃
瀬戸　麻央  〃
藤田明日香  〃
秋山　拓哉 中海鋼業（株）
山下　大樹 トーステ（株）
眞柄　優奈  〃
倉地　建吾 日清鋼業（株）
久保　慶生  〃
磯部　祐帆 日鉄物産（株）
岡田　崚雅  〃
石山　智久 日本金属（株）
中阪　直道 ハイスチール（株）
山本　貴就 白鷺特殊鋼（株）
川田　裕介  〃
赤松　光介  〃
野村　健吾  〃
増田　陽菜 林田特殊鋼材（株）
阪口　文菜  〃
橋本　晃來 （株）阪神メタリックス
平林　萌子 阪和興業（株）
疋田　祐樹  〃
岩本　樹里  〃
中田　　智 （株）不二越
山野井健人 古池鋼業（株）
一森　盾哉 （株）堀田ハガネ
米田　　嶺  〃
二川　志斗  〃
大川　健三  〃
北浦　達也 松井鋼材（株）
古井　　勝  〃
和田　真樹 （株）マルナカ製作所
上野　真弓 （株）ミヤジマ
近藤　史明 （株）メタルワン特殊鋼
岩橋　拓信  〃

名古屋支部

合格者92名

服部　　信 愛鋼（株）
上垣　隆裕  〃
梅田　晃司 愛知製鋼（株）
安村　真緒  〃
宮城　　翔 ウメトク（株）
阪本　篤紀  〃

伊藤　裕亮 ウメトク（株）
関谷　拓斗  〃
麦島　俊典 MTK（株）
古田　官汰 （株）岡谷特殊鋼センター
加藤　亜実 川本鋼材（株）
鵜飼　美結  〃
小川　弘喜  〃
岡田　将誠  〃
大原　満塁  〃
飯田智佳子  〃
服部　　匠 クマガイ特殊鋼（株）
松澤　豊美 （株）交邦磨棒鋼センター
森山　稜介 佐久間特殊鋼（株）
浦　　和麻  〃
岩田　愛海  〃
羽蚋　　陸  〃
黒須　理那  〃
バラメーダ　義信  〃
朝日　元哉 桜井興産（株）
浜崎美智子 三和特殊鋼（株）
清水　広海  〃
堀野　貴仁  〃
渡部　亮太 下村特殊精工（株）
松尾　理恵  〃
黒宮　正信 鈴秀工業（株）
遠野　未喜  〃
桂山　宏治  〃
大谷　清和  〃
大林　駿太  〃
河本　辰雄  〃
元田　真琴  〃
伊藤　修平  〃
江本　太志  〃
石田　公弘  〃
濱田　寛之  〃
林　　勇一 （株）スチールポリッシュ
山下　凱史 大同興業（株）
髙橋　康佑  〃
宮澤　　輝  〃
岡﨑　寛人  〃
稲井信太朗  〃
大塚　将彰  〃
重井　淳子  〃
中川　　凌 大同特殊鋼（株）
牧野　圭将  〃
杉本　　淳  〃
平子　卓人  〃
流石　栞里  〃
神野　大輔  〃
中川　敬貴  〃
渡辺　裕貴  〃
合田　弘幸  〃
石橋　　龍  〃
大原　兼太  〃
藤堂　恵士  〃
宮下　晃輔  〃
髙木　智道  〃
角田喜久一 大和興業（株）
清水梨華子 （株）竹内ハガネ商行
冨田　和希  〃
岡山　花梨 孟鋼鉃（株）
脇田　陽生 東洋精鋼（株）
西山　美咲  〃
高良彩都乃  〃
前田　優都 豊田通商（株）
栗田　健人  〃
祖父江慶太  〃
村瀬　賢城 中島特殊鋼（株）

西津　翔矢 中島特殊鋼（株）
髙木　康平 名古屋特殊鋼（株）
石川　　譲  〃
丸山　修矢  〃
久保　貴義 日立金属（株）
岡村　　稔 日比鋼材（株）
出口　亮介 藤巻鋼材（株）
髙尾　重光 藤巻工範（株）
百瀬　慎平 前田鐵鋼（株）
畑佐　聖人  〃
加藤　　輝  〃
三輪　恋使  〃
小林　祐貴  〃
下平智恵子  〃
出口　凌大 リンタツ（株）
木伏　健太  〃
田口　昂大  〃
長屋　潤輝  〃

北関東支部

合格者13名

吉野　貴之 （株）ISSリアライズ
小野　梨紗 碓井鋼材（株）
天貝　光浩 ウメトク（株）
荻野　幸伯 （株）カムス
瀬戸　慎弥  〃
山﨑　雄司  〃
設楽　由華 城北スチール（株）
松井　宏美  〃
児玉　創史 （株）鐵鋼社
宮坂　明夫  〃
高橋　雄喜 （株）マクシスコーポレーション
永島　圭祐  〃
加藤　恵輔 リンタツ（株）

静岡支部

合格者9名

清水　智貴 青山特殊鋼（株）
三浦　豊之 アッサブジャパン（株）
公野　亨紀 碓井鋼材（株）
木所　伸也  〃
稲木　　舜 小林鋼材（株）
一杉　祐斗  〃
三輪小百合  〃
羽島　希美  〃
望月　勇作 ノボル鋼鉄（株）

中国支部

合格者5名

丸中　一大 小山鋼材（株）
澁谷　侑典 大博鋼業（株）
三宅　博幸 南海鋼材（株）
中島　　諒 リンタツ（株）
西原　珠里  〃

九州支部

合格者6名

香山　七海 大阪精工（株）
泊　　裕次  〃
太郎良光一 シバタ精機（株）
田中　智之 大洋商事（株）
樋渡　健人 特殊鋼機（株）
瀧口　直美  〃
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■総務育成委員会
○第28回総務委員会
日　時：�2022年5月9日（月）15：00 ～ 17：00　於：安保ホール
内　容：�（1）�審議事項

①2021年度事業報告書について
②2021年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について
③理事の退任及び新任並びに支部長の交代について

� （2）�報告事項
①2022年度事業計画及び収支予算書について
②正副会長了解事項『東北地方の地震の御見舞い』について
③�特殊鋼流通業界に生じているコストUPに対する適正な価格
転嫁に関するお願いについて

④理事会承認事項�2021年度正味財産期末残高の取扱いについて

■青年部会
○第25回運営委員会
日　時：�2022年4月7日（木）15：30 ～ 16：50　於：鉄鋼会館
内　容：�①2021年度青年部会事業計画及び予算の収支報告について

②2022年度青年部会事業計画（案）及び予算（案）について
③青年部会今後の日程及び内容について
④「はがねの日」アピール用小物の作成について
⑤市況懇談について

■経営効率化委員会
○第23回経営効率化委員会
日　時：2022年7月8日（金）15：30 ～ 16：50
� 於：名古屋・安保ホール会議室
内　容：①前回経営効率化委員会の議事録報告について

②2021年度玉掛講習会の補助金支給実績報告について
③2022年度事業計画及び予算の考え方について
④2022年度の全国ボウリング大会実施方法について
⑤次回委員会日程について

■広報委員会
○第27回広報委員会
日　時：2022年7月12日（火）15：30�～�17：00　於：鉄鋼会館
内　容：①広報誌「すてぃーる76号」の記事校正確認等について

②広報誌「すてぃーる77号」の記事内容等について
③2022年度事業計画及び予算について
④次回委員会について

【WEB研修講座WG】
○第3回加工技士教材検討打合せ
日　時：�2022年5月18日（水）14：00 ～ 17：00　於：大阪鐵鋼會館
内　容：�①2021年度加工技士研修講座実施状況について

②2022年度加工技士研修講座計画について
③2022年度人材育成事業日程について
④加工技士「上級編」研修講座のPPT資料作成について
⑤「上級編」の実習ビデオについて
⑥加工技士「上級編」研修講座実施方法について
⑦次回打合せ日程について

■調査研究委員会
○第37回調査研究委員会
日　時：2022年6月22日（水）�15：30 ～ 17：00　於：安保ホール
内　容：①特殊鋼流通統計調査の集計推移について

②第101回（1-3月）景況アンケート調査報告について
③第102回（4-6月）景況アンケートの設問について
④2022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

■内外交流委員会
○第18回内外交流委員会
日　時：�2022年4月17日（日）17：30 ～ 18：30　於：ホテルロコアナハ
内　容：�①第17回の内外交流委員会の議事録について

②2022年度事業計画（案）及び予算（案）について
③世界の新型コロナウィルス感染状況について
④地政学的リスク（ロシアのウクライナ侵攻情勢）について
⑤次回委員会議題及び開催日程について

■理事会
○第29回理事会
日　時：�2022年5月17日（火）16：00 ～ 17：00　於：鉄鋼会館
内　容：（1）議案

第1号議案�2021年度事業報告書について
第2号議案��2021年度貸借対照表及び正味財産増減計算書�

について
第3号議案��理事の退任及び新任並びに支部長の交代について

� （2）�報告事項
①各委員会報告について
②2022年度事業計画及び収支予算書について
③『東北地方の地震の御見舞い』について（正副会長了解事項）
④2021年度正味財産期末残高の取扱いについて
⑤�特殊鋼流通業界に生じているコストUPに対する適正な価格
転嫁に関するお願いについて

■運営委員会
○第38回運営委員会
日　時：�2022年5月17日（火）13：30 ～ 15：30　於：鉄鋼会館
内　容：（1）審議事項

①2021年度事業報告書について
②2021年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について
③理事の退任及び新任並びに支部長の交代について

� （2）報告事項
①各支部長及び各委員長等から近況及び特筆すべき報告
②2022年度事業計画及び収支予算書について
③『東北地方の地震の御見舞い』について（正副会長了解事項）
④�2021年度正味財産期末残高の取扱いについて（理事会承認事項）
⑤�特殊鋼流通業界に生じているコストUPに対する適正な価格
転嫁に関するお願いについて

理事会・委員会報告　

■人材育成委員会
○第2回入門編eラーニング化打合せ
日　時：�2022年4月27日（月）11：00 ～ 12：00　�

於：Zoomによるオンライン会議
内　容：①入門編eラーニング化について

○3級合否判定会議
日　時：2022年7月20日（水）�15：00 ～ 16：30　�
� 於：東京・鉄鋼会館8階802会議室
内　容：①特殊鋼販売技士3級検定試験の合否判定について

②講師講評について
③検定試験委員長総評について

【特殊鋼販売技士検定試験委員会】
○3級講師事前会議
日　時：�2022年4月20日（水）15：30 ～ 17：00　於：大阪鐵鋼會館
内　容：�①2022年度人材育成事業のスケジュール等について

②2022年度販売技士3級研修講座について
③その他

○3級問題選定会議
日　時：�2022年5月20日（金）15：30 ～ 17：00　於：安保ホール
内　容：�①2022年度の講師一覧表及び人材育成事業計画について

②2022年度の3級検定試験問題について
③特殊鋼販売技士3級今後のスケジュールについて
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■ 編集後記 ■
皆様暑中お見舞い申し上げます。暑いですね、体調崩さ
れておられませんか。
コロナも心配ですね。第七波が津波のように押し寄せて
ます。ご注意ください。
世界情勢は混沌としてますね。一番のニュースは安部元
首相襲撃事件でしょうか。法治国家の日本でこのようなこ
とが起こることに憤りを感じます。ウクライナ侵攻、中国
のロックダウン、物価高、超円安と数えればきりがありま
せん。経済も下降傾向です。米国、欧州の利上げによる消
費減、前述の戦争による食料難。中国もよくないですね、
アジアが何とか踏ん張ってますがいつまでやら……。

日本の製造業も自動車メーカーの部品調達難による減産
に始まり、建設機械も一服感が出だし工作機械、産業機械
も今一、製鋼メーカーは急激に減産に入ってます。こんな
中値上げは難しいですよね。来年23年度がこわいです。
でも特殊鋼会員の皆様、賛助会員の皆様、下を向かず威

風堂々と歩いて行きましょう。
さて、すてぃーる76号を発行致します。今回は各地の総

会の様子を記事にしてます。ご拝読ください。人材教育も
頑張ってます。今後ともよろしくお願いいたします。
酷暑が続きますお身体ご自愛ください!!!!　「ご安全に」

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1年間、本部総務部兼東京支部事務局職員としてご活躍された「齋藤圭輔氏」が12月31日付にて退職されました。
その後任として「外山勝」が2月16日付より本部総務部兼東京支部事務局職員として就任しました。
引き続き全国・東日本ブロック及び東京支部の会員の皆様よろしくお願い致します。

（2）	大阪支部事務局
大阪支部事務局長として約11年間ご活躍された「山口隆徳氏」が4月末日付にて退職され、その後任として山陽特殊
製鋼（株）より4月1日付にて「竹内克敏」が就任しました。
引き続き西日本ブロック及び大阪支部の会員の皆様よろしくお願い致します。

特殊鋼販売加工技士「基礎編」「上級編」研修講座の開講について
今年度の特殊鋼販売加工技士「基礎編」研修講座は10 ～ 12月、東京・大阪・名古屋の各支部で「図面の読み方描き

方」を講座内容に、14時間の集合講座として実施します。
受講資格の縛りはありませんので図面に興味のある方は是非受講をご検討ください。
また、来年1月～ 3月開講予定の特殊鋼販売加工技士「上級編」は、集合講座10時間・オンライン講座10時間及びオン

ラインでのビデオ実習講座が2時間となります。
受講資格は、「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、今回の講座も対象となります。

全国ボウリング大会開催について
過去3年間、台風やコロナ禍により中止を余儀なくされていました全国ボウリング大会を、この度4年ぶりに開催します。
但し新型コロナウイルス感染防止の観点から1 ヵ所に集合しての大会は見送り、以下の内容の開催としました。
（1）	日　　程：2023年2月11日（土）～ 12日（日）の何れかで実施　但し、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては延期

もありうる
（2）会　　場：出場チームの最寄りのボウリング場でチーム毎に実施、一人3ゲームプレイの合計ピン数で競う。
（3）	参加資格：2022年度各支部大会での優勝チーム、及び2019年度全国大会出場資格チームとし、3名で1チームとする。

但し重複の場合はそのチームとし、2022年度未開催の支部は2019年度全国大会出場資格チームのみとする。
（4）	2019年度の出場資格チーム：東京支部：①清水特殊鋼、②加藤鋼材　大阪支部：③三和特殊鋼、④堀田ハガネ　

名古屋支部：⑤川本鋼材、⑥中島特殊鋼　東北支部：⑦ノボル鋼鉄仙台　北関東支部：⑧F-MAX　 
静岡支部：⑨サンコー　中国支部：⑩南海鋼材広島　九州支部：⑪エムエム建材西日本（出場メンバーの変更は可）

（5）	表　　彰：各チームより報告のあった成績表を本部事務局が集計し、団体戦、個人戦（男子の部・女子の部）共3
ゲームのトータルピン数で順位決定発表する。賞品は該当チームへ送付する。

詳細については、改めて12月末までにコロナ禍状況を確認したうえで全国大会出場案内及び出場申込書を各支部事務局
へ送付します。


