
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 愛知製鋼㈱様にご協力を戴き、５２名が参

加しました。参加された方からの感想です。 
 新入社員研修に参加して 
        （株）ハヤカワカンパニー 

藤井 裕之 
  このような素晴らしい機会を用意して下

さった関係者の皆様に心から御礼申し上げま

す。本当に有難うございました。私にとっては

初めての製鋼メーカーの工場見学。参加が決ま

ってからは、当日、くるのが本当に楽しみでし

た。 
実際に工場見学が始まり、鍛造技術の館・鍛造 
工場・圧延工場の順で見学させていただき、自

分が想像していた以上の大きさの機械が 

 
 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次々と製品を生産しているのを見て、驚きと感

動を覚えました。 
午後から行われたコミュニケーション・マナー

研修では、社会人としてのマナーを体感できた

事は、今後の社会人生活において、良い勉強に

なりました。 
今後、営業活動を行う際は、今回の研修で学ん

だ事を活かし、１日でも早く一人前の営業マン

になるよう努力しますので、よろしくお願いい

たします。 

第１５回 名古屋支部定時総会

日時 ：平成 23 年 6 月 12 日（日） 
         13 時 30 分～14 時 00 分 
  場所 ：ｱｸﾄｼﾃｨｰ浜松 ｺﾝｸﾞﾚｽｾﾝﾀｰ 

   出席者：正会員 22 社、 賛助会員 3 社 

総務部会佐橋部会長の司会で始まりました名古屋支部定時総会は、熊谷支部長が議長となり、第 1
号～第４号議案まで、全員一致で承認されました。その後全特協の総会、沢木順氏による講演会・

懇親会と盛り沢山の一日。沢木氏は「あざみの歌」「さくら貝の歌」などで知られる八洲秀章氏がお

父様です。歌と話でディナーショウ形式の講演会では、竹内会長が「長良川演歌」を披露。素晴ら

しい歌唱力に沢木氏もびっくりでした。名古屋支部からは鈴木信介社長が「心の旅」・大阪支部から

は勝野社長が「霧の摩周湖」を熱唱、会場はいつもと違った盛り上がりで幕を閉じました。 
翌日は、ゴルフ組・ＪＲ東海浜松工場見学組に分かれ、二日間の行事すべてを無事終える事が出来

ました。 

新入社員研修 

日時   ： 平成２３年４月１２日（火） 

         ９時～１７時 

場所   ： 愛知製鋼㈱知多工場 

参加者  ： ５２名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ３級資格認定式に参加して 

川本鋼材㈱ 川本哲也 

 特殊鋼に携わる者として、資格を得た事、 

     大変嬉しく思います。丁寧な講義・手筈準備 

     をして頂いた皆様にお礼申し上げます。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊鋼販売技士３級研修講座 

日時   : 平成２３年５月９日～ 

        平成２３年６月３０日 

検定試験 : 平成２３年７月７日 

      受講者８５名 受験者８１名 

      合格者７３名 

場所   ：東桜会館 

特殊鋼販売技士入門編研修講座 

日時   : 平成２３年４月１５日（金） 

        ６Ｈコース 

講師   ：高山昭武 氏 

人材育成ＷＧﾘｰﾀﾞｰ 

受講生  ：５７名 

場所   ：東桜会館 

特殊鋼販売技士１級資格認定式 

日時   : 平成２３年５月１７日 

場所   : ヒルトンホテル 

出席者  ： ５８名     

             

「はがねの日」イベント開催 
のこぎりによるミニコンサート 
 

日時 ：平成２３年４月２３日（土） 

     １３時～１８時(３回に分け)  

 場所 ：ミッドランドスクエア 

 のこぎり演奏者 ： 

         サキタハジメ氏 

 参加者：１２００名 

特殊鋼販売技士３級資格認定式 

平成２３年８月９日(火) 

１８：３０～２０：３０ 

於）大同特殊鋼㈱さつき館 

参加者  ： ５０名 

特殊鋼販売技士1級試験を受けて 

小山鋼材(株) 辻 正雄 

私達は今回、販売技士１級を通してより専門的な知識を学ぶことが

できました。内容は「特性と事故例」。日常業務でお客様に型材を

提案する上で非常に役に立つ内容でした。講義も実際の事例など交

えながらで、非常に分かりやすくまた楽しく学ぶことができました。

認定式をヒルトンホテルで行なって頂く等、協会の方々のお気持ち

が非常に嬉しかったです。今回の1級試験は様々な方に支えられて取

り組みことができました。ご存知の通り、先日の震災もあり日本経

済はまだまだ厳しい状況が続くと思われます。大げさかもしれませ

んが、今回学んだことを活かして、より良い提案や問題解決を行う

ことで震災復興の応援や日本経済をより良くできると思います。ま

たそう思って、日々の業務を行っていく所存です。今回お世話にな

りました様々な方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

 

又、講習会に送り出してくれ

た上司・同僚の方々に感謝し

ております。 

習得した知識と仕事で得た経験を活か

し、お客様のニーズに合った提案をし、

更には、特殊鋼を通じ社会貢献をする事

が私たちの責務であると考えておりま

す。今後、２級・１級に挑戦し、自分自

身・会社・特殊鋼業界とともにレベルア

ップを図っていきたいです。今回、共に

勉強し合格したよき仲間達とは今後も

よきライバルとして切磋琢磨していき

たいと考えております。 



 

平成２１年度今後の予定 

平成２３年賀詞交換会（３団体共催） 

  （担当：総務部会） 

平成２４年１月６日(金) 

（於）名古屋観光ホテル 

 

 

特殊鋼の流通に関する内外関係機関等との交流 

および協力事業 

（担当：内外交流部会） 

（１） 二団体共催工場見学会の実施 

日時 : 平成２３年１１月１１日～ 

              １２日 

見学先：新日本製鐵 大分製鐵所 

特殊鋼の流通に関する人材育成事業 

（担当：人材育成部会） 

（１）特殊鋼販売技士２級資格認定式 

      於）逓信会館 

平成２３年１１月２２日 

（２）ビジネスマン中堅社員研修講座(特具共催)

    ・日時  ： 平成２３年１０月２６日 

    ・場所  ： 愛知産業労働センター 

    ・講師  ： 名南経営 村野文洋氏 

     

（３）ビジネスマン管理職研修講座(特具共催) 

・日時  ： 平成２３年１１月１６日 

    ・場所  ： 愛知県産業労働センター 

    ・講師  ： 名南経営 村野文洋氏 

（４）特殊鋼販売加工技士（実務編） 

研修講座の開講 

（於）東桜会館 

・ 研 修 日：平成２４年２月９日～ 

       ３月８日 

・ 検定試験日：平成２４年３月２７日 

 

（５）手および女性社員研修 

   ・日時：平成２３年２月２４日 

 若手及び女性社員のレベルアップ 

特殊鋼販売技士２級研修講座 

研修日 平成２３年９月１日～１０月１１日 

検定日 平成２３年１０月２０日 

於）東桜会館  

受講者 ： ５２名 

   受験者 ： ５３名 

賛助会員との交流会の実施 

日時  平成２３年９月６日 

場所  浩養園 

講演 「鉄は魔法使い」 

講師 京都大学ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ  

畠山重篤 社会連携教授   

三団体共催 優良企業見学会 

日時  平成２３年１０月１４日 

見学先 アマダ富士宮事業所  

参加者  ２６名 

「緊急事態対応マニュアル～震災対応編～ 」 

講演会 

日時   平成２３年９月１日 

於）   国際センター  

講師   ﾄｰﾏﾂｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ㈱ 田中敏志氏 

出席者  ４０名 

特殊鋼の流通に関する普及および啓発事業  

        （担当：経営効率化部会） 

（１） 玉掛けクレーン併合技能特別講習会 

・ 会場 住友建機販売㈱本社工場 

・ 日程 平成２３年１０月１７日～２１日

     （平日４日間コース） 

（２） 三団体共催一般講演会 

・ 地震・台風災害に関連した内容 

（詳細検討中） 



会員会社ご紹介（第１３回） 
第１３回となる今回は、名古屋特殊鋼㈱様と㈱三悦様におじゃましました。お忙しい中 貴重な時間

をいただき、ありがとうございました。あなたの会社にバトンが届くのはいつでしょう。どうぞお楽

しみに。 

名古屋特殊鋼㈱ 殿 

 名古屋特殊鋼㈱は、昭和４０年に現社長・鷲野光司様の父である武平様が設立しました。また、祖父

の卯八様は、「ワシノの工作機械は、安くて使いやすい」と言われた旧ワシノ機械（現、㈱アマダワシノ）

の社長です。光司様は大学を卒業し目指す企業の就職試験を受験されますが、武平様の強い勧めで自社

に入社することになりました。名古屋特殊鋼様は、創立当初は特殊鋼の材料を扱っていましたが、在庫

の置き場確保が常に困難なため、高価格で少ない在庫量で対応できる金型材に移行していきました。ト

ヨタが導入したハテバー社の高速鍛造機に使用する金型の寿命に応えた金型材が、大きく飛躍するきっ

かけとなりました。更に材料の納入だけではなく前加工を加え付加価値を高めた品を納入した結果、注

文は型周りの治工具の加工を依頼されるまで発展、注文量が増加の一途を辿っています。 

 さて、現社長の光司様は、入社して社内で３年間勉強し、その後営業を担当。持前のガッツで業務を

こなし、社内での地位を築き上げました。社長に就任されたのは、武平様が亡くなる一年前の４０歳の

頃です。会社の経営には英語力も必要と嫌がる息子殿を強引にアメリカインディアナに移住させました。

その息子殿は現在経営企画室室長となられ、今では海外経験に対しとても 

感謝されているそうです。従業員のみなさんには「本を読め。レポート 

は自分の字で書け」と教育。次世代に希望と明るい未来を残したいと 

抱負を語る光司社長です。趣味は週に 2 回は行くというゴルフ好き。 

 バトンは㈱司鋼商会殿へ 

   ご伝言をどうぞ  「業界のキミマロ君、よろしくお願いします」 

㈱三悦殿 

 ㈱三悦殿は、大正６年に現社長・浩三様の祖父様、そのご兄弟・叔父様の三人で設立された、特殊鋼

の専門商社です。社名「三悦」は、設立された“三人が悦びあえる会社を創ろう”が由来との事です。

５年後に創業１００周年に迎えるにあたり浩三様は、「取引先」「仕入先」「社員」が一対となり、一

層の邁進とともに、三者がお互い悦び助け合う「三者互悦」の精神で、節目を乗り越えようと思考中で

す。浩三様は、大学卒業後３年間他社にて勉強、平成３年に自社に入社、平成１１年に３５歳の若さで

お父様より引き継ぎました。当初は平均年齢の高い中で随分ご苦労されたようです。2年前に待望の４代

目ご子息将大（ﾏｻﾋﾛ）君が誕生したことで、親としての責任も大きく感ずる社長の浩三様です。 

これからの経営は価格競争では生き残れない。価格競争に代わるもの、それは人の心を掴む経営であ

ると。商品に対する安心感はもちろんのこと、人への安心感も重要。それには、顔を合わせ声を覚えて

もらう事が大切です。顔を合わせることでお客様に安心感を持っていただけるとの思いから、営業に出

かける際には営業マンはもちろん、女性スタッフ・現場スタッフを同行させています。ネット社会で薄

れつつあるアナログの魂が顧客の心を呼び寄せ、会社の発展へと繋がって 

いくことでしょう。私も何か忘れていたものを呼び戻せたような気がした 

次第です。 

お肉・脂系が大好きでやや太り気味の社長の浩三様は、ほとんどの健康 

診断を受診し、健康維持に努めています。 

バトンは中野ハガネ㈱殿へ  

ご伝言をどうぞ 「芙蓉会に入ってください。」 

発行責任者 総務部会 部会長:佐橋健一郎 

部会員：澤津橋聖司・寺西基治・鷲野光司・山村弥   平成２３年１０月２０日 
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