
⇒P.２

　このたび、出野前会長の後任として埼鍍会の会長に就任することとなりました。

本年度39年目を迎える埼鍍会は全国的に見てもめっきの青年部としては歴史が古く

私で２０代目の会長となります。長く培われたこの会の会長職をお預かりするということで

一段と身の引き締まる思いでございます。まだまだ若輩者ではございますが、一生懸命

頑張って参りますので、皆様のご協力をお願い致します。

　さて我が国の経済は緩やかな成長を続けていると言われていますが、ここにきて足踏み

状態が続いているようです。我々中小企業は先行き不透明感が根強く、親会社からのコス

トダウンや止まらない材料の値上げ、下請けの合理化、人材確保、環境問題等を見ても

まだまだ厳しい状況です。

　「少し景気が良くなった」と感じることがあっても一過性で持続性に乏しく、我々が望む

ような「景気の良さ」というのは程遠いという印象です。

　しかし厳しい状況というのは見方を変えると時代の変革ともとらえられ、この変化にこそ

新しい価値感や企業をさらに強くする要素があると考えると、今まさに躍動する時代の

真っ最中なのではないかと思います。その変革の中でさらなる資質の向上を得るには

「もっと感じ、挑戦する」ことが必要であると思います。

　当たり前であったことからもう一度見直してみる。その中に重要な要素が隠されて

いるかもしれません。もっと感じ、挑戦することで真のステップアップが出来ると思います。

　最後になりますが、会員会友の皆様が本会の事業を通じて少しでも情報交換や

資質の向上に役立ち、自己企業に寄与できるような活動を出来ればと思っております。

　皆様方には、なお一層のご支援、ご指導を宜しくお願い致します。
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月例会 月例会

研修例会 クラブ例会

⇒P.３ 　　　△薬品の詳しい話を一度に伺える良い機会として好評を得ました 　　△数打の混戦を抜け見事に、上位３位に入った方々の表彰式の模様。 ⇒P.４

　埼鍍会会員企業のめっき薬品メーカーによる、技術報告会・メーカープレゼンテーション
を開催致しました。 　栃木県矢板市の丸山茂樹プロのコースとして知られる、「ファイブエイトゴルフクラブ｣に於いて

クラブ例会ゴルフコンペを開催致しました。
　ユーザーの品質管理要求事項がエスカレートしている現状において、取引メーカーとの
親密な関係、情報交換が不可欠な時代となっており、各メーカーの最新の動向・事業展 　最初に、メンバー全員に囲まれる中、会長による始球式にてコンペがスタートしました。
開･技術情報等、非常に限られた時間の中で、御教授頂きました。
　現場では、商売敵となる中で、メーカー様に情報の流失を招くような、大変御迷惑を 　スコアーは各自各組、良かった人悪かった人さまざまでしたが、９月の猛暑の中、心地良い涼しい
お掛けするような設営ではありますが、御協力頂けたことに心より感謝致します。 風と綺麗な緑に囲まれながら、プレーを通じて普段とは違う会話や、情報交換が出来たのではない

かと思います。
　和やかな雰囲気の中で、情報の交換、交流が持てたことは、埼鍍会として大変有意義
な例会となったことを御報告致します。 　プレー終了後は、クラブハウス内にあるパーティールームにて表彰式が行われました。

表彰式でも、各自商品をめぐりおおいに盛り上がりました。
　懇親会に於いては、メーカーの垣根を越えた交流が見受けられ、切磋琢磨により今後
益々の発展が期待できるものと窺い知ることができました。 　今大会は、出野会長の優勝と言う結果にて、クラブ例会を締め括りました。

参加メーカー 大会結果

◎サンライト　株式会社 ◎株式会社　タイホー 優勝 出野　哲也さん　（大宮鍍金工業）

◎日本表面化学　株式会社（JASCO） ◎ユケン工業　株式会社 ２位 田中　雅人さん　（真工社　眞子さん代理出場）

◎東京中央化学　株式会社 同不順 ３位 小林　 　聡さん　（小林鍍金工業）

小林　直樹 須永　勝則

池澤　朋洋 佐藤　智弘
△懇親会では、質問なども交えて有意義な時間を過ごしました △パーティーでは、まだまだ反省が多いメンバー
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例会データ

9月8日

参加　11名

幹事

7

埼鍍会だより　2007～2008

例会データ

7月27日

参加　26名・23名

幹事



月例会 月例会

研修例会 視察研修例会

⇒P.５ 　　△当日は仁科社長様をはじめ、各部門の社員さんに詳しい説明を頂きました △次週に連休が控えていたためか、ニュースで観る様な混雑はなく、担当者にお話も聞けました ⇒P.６

　仁科 俊夫副理事長のご好意により仁科工業 株式会社を特別に見学させて頂きました。
　行動展示で話題の『旭山動物園』に企業の伸びるヒントを求めて北海道へ。

　はじめに、ユニテックセンター内にて見学スケジュール、会社概要などの説明を聴いた後
久喜工場を見学させて頂きました。久喜工場は全自動無電解ニッケル装置、通称ナビシス 現地では小雪が時々舞う程度だったのですが、空気は冷たく一足早い冬を感じました。
テムと言われる小物をバスケットに入れたままめっきをする独自の装置を見学。

　行動展示を売りに一躍動物園の代名詞格に躍り出た旭山動物園は、ペンギン・アザ
　続いてのメカシス工場は、当日も稼動中で無電解ニッケルめっきを処理している所を ラシ・ホッキョクグマ・オラウ－タンなどの動物たちが目の前を躍動的に現れます。
拝見、実際に品物をめっきしているところや、大きなめっき処理槽を見学させて頂きました。

　目前の動物の迫力と、その場で説明をしてくれる飼育係、通路の壁には手書きの説明
　再びユニテックセンターへ戻り、電子顕微鏡・デジタル式顕微鏡など検査装置や実際に など、見せるではなく『見せたい』という気持ちが伝わってきました。
計測しているところを見学させて頂きました。

　人で賑わうこの旭山動物園ですが、平成６年にエキノコックスといわれる伝染病にさら
　仁科工業さんと言えば大型の品物へ無電解ニッケルめっきを処理できる国内でも有名 され、風評被害も加わり一時閉鎖・そして閉園の危機に追い込まれました。この局面を
な企業ですが、アルミへの無電解ニッケルや複合無電解ニッケル・クロームめっきなど 乗り切り、しかも現在の素晴しい活躍は、現園長さんを筆頭に全ての飼育員さんの動物
多彩なめっき処理を手がけていて、また、会社全体が一丸となって確かなめっきを提供 たちを愛する気持ちと工夫そして努力に全てが語られます。
する為に努力を惜しまない強い信念を持っている企業だと感じられました。

　現在、我々が日々苦労をして営んでいるメッキ業は、まさにこの動物園から学ぶべき
　工場見学を終え質疑応答をおこない、今日まで会社を大きくされた苦労などを聞かせて ところが多い様に思われます。お客様は、お品物を大切に扱い、今までとは違う視点で
頂き、また、近く高速道路（圏央道）が通るため久喜工場の一部がかかってしまうため 考えられる企業を求めている中、我々も旭山動物園の様に行列ができる企業へと頑張
工場を改築しなくてはならない事などのお話を聞いた後、社員の方とも意見交換を交わし って行きたいと感じています。
交流を深めることができました。

　翌日は、数グループに分かれ事前調査に基づき、行動小樽や札幌市内など目的に合
　視察後、懇親会を大宮駅東口 食飲道楽 『くりや 味七家 大宮店』に場所を移して、視察 わせて行動をして全員無事に埼玉に帰りました。
で感じた事など会員同士で語らいながら和やかな時間を過ごし今回の例会を締め括った。 今回は北海道の美味にも触れ、すべてに満足して頂けた研修になったと思っています。

田中　知雄 饗場　功治

島村　　学 早舩　裕一
　　△懇親会にも、先輩方を迎え仕事談義に盛り上がりました △札幌での一味違う懇親会と、２日目は各班にて行動しました
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例会データ

10月13日

参加　20名・18名

幹事
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埼鍍会だより　2007～2008

例会データ

１１月17・18日

参加　13名

幹事



月例会 月例会

情報交換会 講師例会

⇒P.７ 　　　　　　　　△日頃の悩みなど、同じ状況の仲間が支えあう事が埼鍍会の良いところ 　△来年始まる裁判員制度、初めて聞く話も多く、講師の方も丁寧に説明をしてくださいました ⇒P.８

　今回の講師例会は、来年度から始まる裁判員制度について、埼玉地方検察庁の方をお招き
　2007年の締め括りとして開かれた「情報交換会」には会員、会友の大勢の して勉強会を行いました。
参加をいただきました。

　まずはじめに１時間程度の裁判院制度の評議の模様を描いた映画を観ました。
　会場となった大宮の「一風変わったお寿司屋さん　歩　～あゆむ～」さんは 多数の有名な俳優さんが出演され、内容も十分に充実していて、事件に殺意があったかどうか
旬のお寿司や鍋などで食べられるほか、創作的な料理も振舞われ、参加者は が焦点とされ、出席者全員は真剣に映画に見入っていました。
それに舌鼓を打ちました。

　その後の質疑応答でも沢山の意見交換がなされて、裁判員の選考方法、役割、対象となる
　約2時間という短い時間でしたが、今年の反省や来年の目標などで大いに盛り 事件などの多くを知ることが出来た、中身の濃い例会となりました。
上がり、あっという間に閉会の時間を迎えました。

　講師例会の後、新道山家に場所を移して、賀詞交換会にも多数の参加を頂きました。
　その後の2次会では、場所をカフェ＆カラオケ「BoraBora」さんに移し、 終始和やかな雰囲気で会も盛り上がり、日頃の疲れも癒され、今年も皆様のご活
参加者たちの美声が夜の大宮に響き渡りました。 躍が期待できるように祈念いたしまして閉会となりました。

　2007年の埼鍍会の活動も無事終わり、2008年の活動がさらに盛り上がることを 　埼玉県鍍金工業組合より仁科副理事長様、会友会員の小築様、新藤様も毎年お忙しい中を
予感させる夜でした。 ご出席頂きましてありがとうございました。

小林　　聡 渡辺　順一

甲斐野嘉彦 阪本　　誠

　　　△２次会のカラオケでは、メンバーの美声が大宮に響く △賀詞交換会でも多くのメンバーが揃い、新年の抱負などを交わしました
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例会データ

12月15日

参加　16名

幹事

2

埼鍍会だより　2007～2008

例会データ

2月2日

参加　19名・25名

幹事



月例会 ～２００７年度を終えて～　　第19代会長　出野哲也

研修例会

⇒P.９ 　　　△メインのサーキットコースのVIPルームにて昼食ができました ⇒P.10

７月　研修例会

　 蕨　　　 サンライト(株) http://www.tokakai.com/list/san.html
川　 口　　(株)タイホー http://www.taihogroup.co.jp/
伊勢崎　日本表面化学(株) http://www.jasco-kk.co.jp/japan/index.html
熊　谷　ユケン工業（株） http://www.yuken-ind.co.jp/
世田谷　東京中央化学(株) http://www.gildaon.co.jp/
大　 宮　　ソニックシティ さいたま市大宮区桜木町1-7-5 048-647-4111

９月　クラブ例会

栃木　５８ゴルフクラブ http://www.58gc.com/

１０月　研修例会

久喜　仁科工業株式会社 http://nishina-inc.com/
大宮　食飲堂楽くりや味七家 さいたま市大宮区大門町1-1 B1 048-640-5222

　株式会社モビリティランド ツインリンク もてぎ（栃木県芳賀郡茂木町）内にある施設で、アク １１月　施設研修例会
ティブセーフティトレーニングスクールを体験して来ました。

北海道　旭山動物園 http://www5.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/
　アクティブセーフティトレーニングとは、日頃、何気なく乗っている自動車ですが、誰でも車を
運転している方なら1度は滑りやすい路面でヒヤッとした事があると思います。そんな時どう
対処すれば良いのか、冷静に対処するためにはどうすれば良いかを、体験して安全運転を １２月　情報交換会
心がけるためのスクールです。

大宮　歩　～あゆむ～ さいたま市大宮区宮町４‐１５‐３ 048-642-5765
　当日の講習内容は、運行前点検、ＡＢＳブレーキ体験、滑り易い路面でのブレーキ体験と 大宮　BoraBora さいたま市大宮区宮町1-114-1 B1 048-646-3333
回避、滑る路面でのハンドル操作、ハイドロプレーニング体験、サーキット走行と昼の11時から
夜7時までと半日がかりでした。

２月　講師例会・賀詞交換会
　最後はツインリンクもてぎ のオーバルサーキットコースを走行、皆、初めてのサーキット入り
のため少々興奮状態、3組に別れて教官の後ろを走行、徐々にスピードを上げて最高140km 埼玉地方検察庁広報担当 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/saitama/saitama.shtml
気分はレーシングドライバー、貴重な体験をしました。 大宮　　 ソニックシティ さいたま市大宮区桜木町1-7-5 048-647-4111
　最後にサーキットコースのバンクが一番キツイ場所で記念写真をパチリ！ 大宮　新道山家 さいたま市大宮区堀ノ内町3-110 048-641-0501

　1日を終えて日頃の自分は、車の運転がうまい方だと思っていましたが、このスクールで ３月　研修例会
考えが180度変わりました。運転がうまいとは自分の車の能力を理解して先を考えた運転を
心がけて過信しない安全運転を心がける事だと思いました。 栃木　ツインリンクもてぎ http://www.mobilityland.co.jp/motegi/

大宮　あじたろう さいたま市大宮区仲町1-11-1 048-642-2973

島村　　学

田中　知雄
　　△様々な危険な状態を体験して、車の怖さ、楽しさを体感できました
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埼鍍会だより　2007～2008

住所　・　ホームページ　・　TEL

埼鍍会
ホームページ

http://www2.ocn.ne.jp/~mekki/

埼鍍会会員名簿や事業報告など

今後の予定も随時更新しています
例会データ

3月15日

参加　11名

幹事

視察・講師・会場

リスト

埼鍍会だより　2007～2008

価値観が多様化している現代にふさわしく、2007年度も多種多様な例会を開催

する事ができました。例会に参加された会員の皆様も毎回、新たな“気づき”を

感じてもらえたかと思います。

各例会を設営していただいた幹事の皆様、そしてご協力いただいた会員の皆様

本当にありがとうございました。


