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年頭にあたり謹んでご挨拶申し上げます。

平素は、全日本特殊鋼流通協会名古屋支部の事

業運営に多大なるご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の為、多くの事業

を縮小や中止せざるを得なかったこと大変遺憾に存じ

ます。しかしながら、この様な逆境でもいち早く、WEB

会議の導入セミナーや特殊鋼販売技師初級編等の

講義をWEB配信し、立ち止まることなく新しいやり方で

進んでこられたのも皆様のご理解ご協力のお陰です。

本年も、賀詞交歓会に続き特殊鋼販売技師１級

の講座もWEBでの開催となりますが、時機をみて人と

人の出会い、交流の場を提供できるようにと考えており

ます。

特殊鋼業界を取り巻く環境は、一部の製造業に復

調が見られ数量・価格においても期待が持たれますが、

全てが元に戻ることも無いとも云われております。世間

では様々な分断が鮮明化しておりますが、我々業界は

結束を強化し、仕事の選択やアライアンスといった進化

を勝ち取らなければいけない時です。その為にも、コミュ

ニケーションが大切となってきますので、名古屋支部の

交流活動がその一助となるよう尽力して参ります。

さて、業界には厳しかった昨年にも喜ばしいこともご

ざいました。前全日本特殊鋼流通協会会⾧の佐久

間貞介様が秋の叙勲において「旭日小褒章」受賞さ

れました。永年の特殊鋼業界へのご功績の賜物であ

り名古屋支部としても大変喜ばしいことです。

昨今の状況で「お祝いの会」が開催できておりません

が、開催できた時が名古屋でも新型コロナウイルスに

打ち勝った証として盛大にお祝いできたら良いと思い

ます。

新しい年も、会員の皆様と事務局の力をお借りし、

一緒に協力し合いながら対応能力を高め、新しく

新年明けましておめでとうございます。

魅力のある事業を進

めて参りますので、今

後ともご指導ご鞭撻を

よろしくお願い申し上

げます。

最後になりますが、会

員各社の益々のご繁

栄と皆様のご健康を

心よりご祈念申し上げ

ます。



2020年はコロナに始まりコロナに終わった、まさに変化の一年となりました。

全特協の事業も、コロナの影響で中止や延期もありましたが、徐々に新しい生活様式に合った方法を取り入れるなど、

チャレンジしてまいりました。

毎年、総会、講演会、懇親会の三本立てで開催していた総会も、コロナの影響で集合ができず書面審議となりまし

た。これも、2020年の変化の一つですが、会員企業様が一堂に会する貴重な機会が失われ、非常に残念でした。

健康には変えられませんので、致し方ないですね。

新型コロナウィルスの影響で総会は書面審議に

特殊鋼販売加工技士上級編は、予定通り2020年2月

3日に開講したものの、3月といえば、新型コロナウイルス感

染症が拡大しつつあった頃。講義最終回を二度にわたって

延期するも集合研修は実施が困難な状況に。 そこで、初

のzoom講義を開催に踏み切りました。

対面授業に比べ、理解度が下がるのではないか、質問が

しづらいのではないか・・・と心配もしましたが、受験した27

名全員が合格。他支部に比べて成績も優秀だったとのこと

特殊鋼販売加工技士 上級編 最終回は初のzoom講義で

▲2020.7.28 井上先生によるzoom講義

コロナの影響で、すでにお申込の受付を完了していた「新入社員研修」、「特殊鋼販売技士 3級」をはじめ、「特殊鋼

販売技士 2級」、「特殊鋼販売加工技士 基礎編」が中止となりました。一つよかったことは、今年受講を計画されてい

た方からのお問合せを多数いただき、研修講座へのご期待を感じられたことです。

研修講座、ことごとく中止に・・・

21年度は、新しい形での研修講座を検討していますので、

ご案内できるまでもう少しおまちください。

そんな中、「特殊鋼販売技士 入門編」は、zoom講義を

開催。78名もの多くの方々に受講していただきました。講

師の飯久保先生も受講生の皆さんも慣れないオンラインで

の講義、しかも9:30～17:00という⾧時間にわたり、お疲

れさまでした。

▲2020.8.20 飯久保先生によるzoom講義
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コロナ時代だからこその研修・講演を

11月25日（水）三好カントリー倶楽部にて「第8回 中

部特殊鋼親善ゴルフ大会」を開催いたしました。コロナ対

策として、表彰式は行わず、プレイ後は流れ解散というコロ

ナ対策スタイル。例年のように参加者全員での交流という

わけにはいきませんでしたが、絶好のゴルフ日和にも恵まれ

て28名のご参加者の皆様それぞれに有意義な一日を過

ごされました。

感染対策万全で

オンラインで開催した講座のご紹介

web会議システム導入セミナー

出張や客先訪問ができない、在宅勤務の増加等で急速に利

用が広まったweb会議。その、効果的な用途や必要な機材、

web会議での魅力的なプレゼン方法などをオンラインで学びまし

た。

コロナ対策セミナー

名古屋市中保健センターから講師を招き、企業におけるコロナ

ウィルス感染拡大防止策についてご講演いただきました。また、コ

ロナ禍でのお役立ち情報の提供も合わせて実施いたしました。

1月6日（水）に予定していた「賀詞交換会」までもが、

コロナの影響で中止に。会員企業様が集う貴重な機会を

またもや失うことになりましたが、転んでもただでは起きぬ名

古屋支部。全特協独自にオンライン賀詞交換会を開催い

たしました。

支部⾧、会⾧挨拶の後、zoomのブレイクアウトセッション

機能を使って、1対1でのご挨拶もしていただくことができ、

新しい形の賀詞交換会をお楽しみいただきました。

賀詞交換会までもが!

三団体共催の「特殊鋼教養講座」、

「中堅社員研修」、「管理職研修」も

オンラインで開催。集合研修でのライ

ブ感はありませんが、地域に縛られるこ

となく研修にご参加いただける利点を

生かし、今後もオンライン講座を増や

していく予定です。▲2020.11.27 管理職研修の様子 ▲2020.10.19 中堅社員研修の様子



月 日 状況 行  　 事

8 中止 はがねの日記念行事（ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会)

23 中止 新入社員研修　

5 12 中止 特殊鋼販売技士3級開講　

6 11 書面審議 支部総会（講演会、懇親会）

7 28 オンライン 販売加工技士上級編　最終回　

5 実施 販売加工技士上級編　検定

8 20 オンライン 特殊鋼販売技士入門編　

25 中止 販売技士2級開講　

9 18 延期 賛助会員との交流会

3 中止 全国ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会

13 オンライン 第3四半期見通し

19 オンライン 3団体共催中堅社員研修　

16-19 実施 玉掛・ｸﾚｰﾝ技能講習会

19 オンライン 3団体一般講演会

25 実施 中部特殊鋼親善ゴルフ大会

26 中止 販売技士2級認定式　

27 オンライン 3団体共催管理職研修　

12 2 延期 3団体共催会員企業見学会（㈱ﾘﾝﾀﾂ殿）

6 中止 名古屋賀詞交換会　

13 オンライン オンライン賀詞交換会

14～ オンライン 価格交渉サポートセミナー（実践編）

3 オンライン 販売技士１級B開講　

4 オンライン 販売技士１級C開講　

5 オンライン 販売技士１級A開講　

17 オンライン 3団体共催中堅社員研修フォローアップ

19 オンライン ビジネスパーソン研修（1日目）　

4 オンライン 3団体共催技術講演会

16 オンライン ビジネスパーソン研修（2日目）　

24 実施予定 販売技士１級検定

調整中 オンライン 2団体共催若手及び女子社員研修　

調整中 オンライン 20年度入社対象　フォロー研修
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2020年度の事業内容一覧



（敬称略）

氏　名 会　社　名 支部役職 協会役職

1 中島　伸夫 中島特殊鋼㈱ 支部⾧、内外交流 理事・内外交流委員

2 佐橋　健一郎 サハシ特殊鋼㈱ 副支部⾧兼総務部会⾧ 総務委員

3 樋田　浩三 ㈱三悦 副支部⾧兼経営効率化部会⾧ 経営効率化委員

4 永田　友康 永田鋼材㈱ 副支部⾧兼人材育成部会⾧ 人材育成委員

5 川北　　誠 川北特殊鋼㈱ 副支部⾧兼内外交流部会⾧ 青年部会⾧

6 山村　　弥 山鋼精機㈱ 副支部⾧兼広報部会⾧ 広報委員

7 近藤　泰幸 ㈱近藤ハガネ商店 副支部⾧兼調査研究部会⾧ 調査研究委員

8 伊藤　勝彦 ㈱伊藤ハガネ 運営委員⾧、人材育成部会 理事・人材育成委員

9 松岳　大樹 ㈱トーキン 総務部会 理事・副会⾧・総務副委員⾧

10 鷲野　光司 名古屋特殊鋼㈱ 総務部会

11 出口　弘親 スチールテック㈱ 総務部会

12 佐久間　崇透 佐久間特殊鋼㈱ 総務部会

13 古川　正樹 愛鋼㈱ 人材育成部会

14 前田　利裕 前田鐵鋼㈱ 人材育成部会

15 髙木　智英 ㈱タカギスチール 人材育成部会

16 川本　哲也 川本鋼材㈱ 人材育成部会

17 伊藤　友一 孟鋼鉃㈱ 人材育成部会

18 櫨　　巳芳 辰巳屋興業㈱ 内外交流部会 理事、会⾧

19 熊谷　多津旺 クマガイ特殊鋼㈱ 内外交流部会

20 遠藤　定道 大和興業㈱ 内外交流部会

21 川本　芳裕 川本鋼材㈱ 内外交流部会 内外交流委員

22 丹羽　浩一 近藤鋼材㈱ 内外交流部会

23 田島　徹也 ㈱テクノタジマ 経営効率化部会 経営効率化委員

24 大藪　隆司 服部鋼商店 経営効率化部会

25 藤巻　武利 ㈱Ｆ＆Ｃﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 経営効率化部会

26 松下　浩司 中野ハガネ㈱ 調査研究部会 調査研究委員

27 杉本　啓介 杉本ハガネ㈱ 調査研究部会

28 佐久間　貞介 佐久間特殊鋼㈱ 顧問

29 伊藤　秀樹 孟鋼鉃㈱ 監事

30 松岡　隆司 松岡特殊鋼㈱ 監事

2020～2021年度 名古屋支部役員および運営委員ご紹介



常務取締役 鈴木周平様にインタビューするため、

豊田市にある本社を訪問しました。

▲1954年に鈴木鋼商店として創業された当時の社屋
社章:社名のSSと丸鋼、鈴の形を組み合わせている。

鈴木特殊鋼株式会社 様 受け継がれる「進取の精神」
会員企業訪問 第22回

現在は、「三河地区」、「ベトナム南部」を拠点に構造用鋼を中心に工具鋼やステンレス鋼、非調質鋼の在庫・切断

品販売をされている鈴木特殊鋼様。多品種・小ロット・短納期など柔軟な対応力に加えて、近年は各種技術に特化し

た提携工場との連携で高精度な切削加工品も対応できる体制を整えるなど事業の幅を広げておられます。

中でも非調質鋼は一品一様で仕様も千差万別であることから、「うちが手掛けた当初は在庫販売はできないと考えられ

ていました」と鈴木常務取締役。それをいち早く実現したことも、2015年のベトナム進出も、新しいニーズを捉えて他社に

先駆けた市場開拓の成果であると同時に、創業時からの「進取の精神」がDNAとして引き継がれている証でもあります。

そんな鈴木特殊鋼様にとっては、DX時代の到来も大きなビジネスチャンスです。ITに強い取締役の鈴木浩平様（実

弟）と力を合わせ、新たな市場開拓、顧客ニーズへの対応力向上、働きやすい環境整備などをさらに進め、鈴木特殊

鋼で働いていることを社員一人ひとりが誇りに思えるようにしたい・・・とのこと。創業から受け継がれたDNAは時代の変化

をも味方にしてしまいます。

このあたりで少し社内を見学させていただきましょう。事務所2階の食堂横には、10畳の畳スペース（休憩時間にお昼

寝している方もいるそうです）や卓球台などがあり、息抜きにも十分な施設が揃っています。こういった配慮も休憩時間中

の和やかな雰囲気づくりに一役買っているのかもしれませんね。

また工場内ではベテランから若手へ技能・業務の伝承を行っている場面を拝見し、コロナ禍という逆境にも負けず着々と

体質強化がされているベースには素晴らしい人材と教育があるのだなと感じながら取材をさせていただきました。

鈴木特殊鋼様は、1954年に鈴木鋼商店として創業され、今

年で67年になる歴史ある会社（写真は創業当時）。1962年

に鈴木特殊鋼株式会社を設立、1999年に豊田営業所を広

美工業団地へ移転し、現在の本社になっています。

次回は川本鋼材㈱ 取締役 川本哲也様を推薦していただきました。

鈴木常務取締役の趣味はゴルフと家族旅行。

目の前のキリッとした表情が、家族旅行では一転して笑顔で

あふれる様子が目に浮かびます。
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