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埼鍍会だより平成１６年 ６月１１日（２） 

平成１５年度事業報告 

一歩・一歩確実に！  埼鍍会 第１７代会長 小林  聡 

平成１５年度 

６月 ７日（土）定期総会             ラフレさいたま 柏の間 １８名 

        懇 親 会                 〃   雪月花の間 ２１名 

 

７月１０日（木）  ７ 月 例 会         担当幹事 渡辺 順一／中島 信行 

         埼玉県産業技術総合センター見学  川口 SKIP シティ    １２名 

         朝日環境センター見学       川口朝日環境センター 

懇 親 会             川口博多っ子      １２名 

 

９月２６日（金）  ９ 月 例 会         担当幹事  島村 学 ／田中 知雄 

         工 場 見 学 

 新日東電化協業組合   １６名 

  平和工業㈱           

京浜島共同処理センター     

        懇 親 会              汐 留  UN Clbu Tokyo １５名 

 

１０月２４日（金） １０ 月 例 会          担当幹事 池澤 朋洋／井上 宣雄 

コーチングセミナー        ラフレさいたま 柏の間 １９名 

講師 森山 展行  

懇 親 会             ラフレさいたま 桂の間 １９名 

 

１１月 ９日（土） １１月視察研修          担当幹事 下村 敏郎／出野 哲也 

  ～１０日（日）研修視察旅行           大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾀｼﾞｵｼﾞｬﾊﾟﾝ １９名 

                          難 波 花 月 

 

１２月２０日（土） １２月研修・情報交換      担当幹事 山口 信明／島田 幸昌 

         情報交歓会            川口 文楽       １６名 

         懇 親 会             川口 カラオケ館    １４名 

 

平成１６年度 

 ２月 ６日（金）賀詞交歓会・２月講師例会     担当幹事 須永 勝則／小林 直樹 

         めっき業界の今後の展望      大宮ソニックシティ   ２１名 

               講師 鵜飼 信一 

賀詞交歓会            新道山家        ２５名 

 

 ３月２０日（土）３月クラブ例会          担当幹事 新谷 祐二／早船 祐一 

 

         クラブ例会            日本ｻｯｶｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ・浅草寺 ２０名 

         懇 親 会             両国 さかな道楽     ２０名 



埼鍍会だより平成１６年 ６月１１日（３） 

 

 

 

 

 

この度、埼鍍会１８代会長を務めさせて頂く事になりました新谷です。 

非力ではございますが、組合の諸先輩方並びに当会員・会友の皆様方のご支援、ご協力を頂きな

がら、精一杯頑張る所存でおりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

私も川口に生まれ、早３９年を迎えようとしておりますが、鋳物の町として栄えた川口市も、都下

のベットタウンとなり、地場産業やその底辺を支えてきた私どもも、地域社会に合った企業形態が

迫られております。 

地球レベルの環境対策が掲げられ、化学物質や土壌汚染等の規制が次々と施行される中、私ど

も次世代がやれるべき事とは、いかに表面処理加工と云うものが社会に貢献し、その為にどれ程の

環境に対する労力を費やしているかを理解してもらう事ではないでしょうか。 

シアン・クロム・有機溶剤と、私どもでは聞き慣れた化学薬品でも、社会全体では新聞記事にな

る時のみに聞く名前で、まさか近隣で使用しているとは思っていられないのが実情だと思います。 

しかしながら、それらの毒々しく思われている薬品によってできた金属は、昔と比べ、加工方法や

用途が代わってきているとは云え、一般生活の中で必ずと言っていい程、目にするものであり、ど

んな形にせよ、今後も残っていくでしょう。 

ルールに沿った使い方をし、地球にやさしい製品を送り出し、社会から受け入れられる情報開示

をしていけば、自ずと、結果は付いてくると思います。 

私どもの世代だけで終わらせない為にも、安全かつシンプルな企業形態を作っていかなくてはなら

ない時期に来ているのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼鍍会 第１８代会長 

新谷 祐司  
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７月例会    施 設 見 学     参加人数 １６名 

 今年度初の例会は、７月１０日（木）に新たに出来た『朝日環境センター』と、同

じく川口市のＳＫＩＰシティー内に移転した『埼玉産業技術総合センター』の施設見

学を行いました。平日午後の例会にもかかわらず１２名の出席を得ました。 

 『朝日環境センター』は、日量４２０ｔを処理できる最新式の炉を持つゴミ焼却処

理施設です。概観は勿論センター内もゴミ焼却炉のイメージは無く、ほとんど「臭い」

も感じられません。当然の事ながらダイオキシン類の排出は限りなくゼロに近く、窒

素酸化物や硫黄酸化物等の排出も厳しい自主規制の基準値をクリアーしています。ま

た、余熱等の余剰エネルギーを併設のプールやジャグジーに利用したり、発電機を用

いて施設の電力を賄っています。 

 『埼玉産業技術総合センター』は鍍金組合に馴染み深い「鋳物機械工業試験場」と

他の試験場とを一体化して今年（平成１５年）の４月に川口市のＳＫＩＰシティー内

にオープンしました。研究開発、研究開発支援、交流、情報提供、起業化支援、人材

育成の七項目を中心に各企業からの依頼試験や中性塩水噴霧試験、キャス試験等があ

り、中でも目を引いたのが乾式めっきのイオンプレーティングの機器でした。 

 懇親会は川口駅西口の『博多っ子』で和やかに行いました。 

担当幹事 渡辺 順一／中島 信行 

          

  



埼鍍会だより平成１６年 ６月１１日（５） 

  
９月例会 中央鍍金工業共同組合視察  参加人数 １６名 

平成１５年９月２６日埼鍍会の月例会として、東京都大田区京浜島にある中央鍍金工

業協同組合を視察してきました。今回の視察目的は、中央鍍金工業協同組合が１つの会

社の様に各社が協力・助け合っている組合である事と、創業以来 完全無公害めっき団

地としての取組みをしている協同組合で、世界で初めて ISO14001・9002 を取得して

いるとお聞きした為、我々とは違った環境の中での運営状況にとても関心を持ったので

今回視察をさせて頂けるようお願いしました。 

はじめに『新日東電化協業組合』を視察させて頂いた。新日東電化協業組合はめっ

き業者 11 社が集まり１つの会社として合併された会社で、めっきの種類も多種多彩で

あった為か会員の関心も高く質疑応答の時間では３価クロムへの対応や電着塗装・社

員教育など色々と熱心に質問をしていました。 

次に視察させて頂いた『平和工業㈱』は中央鍍金工業組合 理事長の内藤雅文代表取

締役の会社で、とても合理化された工場で、工場内中央部よりほぼ全ラインが見渡せ

自動車・スロットマシンの樹脂部品にめっきを付けている様子がよく解りました。 

又、電子制御で工程を管理されていて、無駄の無いよう徹底管理がなされていた。 

最後に協業組合内にある共同処理センターを見学させて頂いた。処理センターは 11

社より決められたスケジュールで送られてくる排水を、効率よく処理する為に、処理設

備も我々の設備より数十倍の能力がある処理装置が設置してあり、各処理制御も制御版

とパソコンで解る様になっていた。又、この京浜島自体、上下水道能力に制限があり、

めっきに必要不可欠な水の使用量が、平均値用量の 10 分の 1 と制限されていて、その

ためか各社が節水・リサイクルなどを自発的に行っている。その結果、環境保護にも繋

げる事ができたそうです。クロムなどの処理にはイオン交換処理を使用してスラッジを

極力削減し、各社で不要になった硫酸を中和処理に利用して、薬品などの節約に努めて

いた。共同処理センターとは言え徹底したリサイクル重視の排水処理設備であった。 

今回見学した２社と共同処理センターは、各社が集まり協力し合う事で、業種内容を

充実させた会社と、方や工程管理や電子制御を活用し、ロスを無くした最先端の会社で

あった。しかし、一見まったく相反する会社に見えたが、無駄を減らす努力と協力しあ

う事を、共同組合全体が真面目に取り組んでいる事が解った。又、各工場内から処理セ

ンターまでの移動は敷地内の通路を利用したが、会社と会社の間にフェンスなど全く無

く中央鍍金工業協同組合事態が結束した１つの会社であると実感した。 

担当幹事 島村 学 ／田中 知雄 
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１０月例会  コーチングセミナー   参加人数 １９名 

 

今なぜ『コーチング』なのか？現代社会において、多様な個性を尊重するという考

え方は存在するものの、現実的には異質な他者との相互理解は容易いものではありま

せん。コーチングは『聴く技術』と『効果的な質問の技術』により、効果的に個性や

特質を引き出し活かす事で目標達成や自己実現をポジティブにサポートするもので

す。 

そこで、講師に日本コーチング連盟専務理事・コーチアカデミー学長でもあります

森山 展行様をお迎えし１０月度例会『コーチングセミナー』を企画させていただきま

した。短い時間での実践例会でしたが、コーチングの基礎を学ぶ事により、正しい自

己認識や相互理解を深め、リーダーとしての資質の向上、そして企画においても企画

立案・目的達成・部下指導・問題解決などリーダーとしてのスキルアップの一助にな

った事と確信いたしております。 

 

担当幹事 池澤 朋洋／井上 宣雄 

      

 

  

  
 

 

 

 



埼鍍会だより平成１６年 ６月１１日（７） 

１１月研修視察 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾀｼﾞｵｼﾞｬﾊﾟﾝ・難波花月 参加人数 １９名 

         

 今回は、埼鍍会としては初めてではないかと思うのですが、関西は“なにわ”の大

阪へ行って来ました。１１月８日（土）～9 日（日）にかけて大人１６名・子供３名と、

いつになく家族で参加という（二家族）会員の方もいらっしゃいました。 

 初日は、『ＵＳＪ』ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ研修、当日は天気も大変良

く色々なアトラクションへ各会員個々に楽しんでいた様子でした。噂には聞いていた

ＵＳＪでしたが、さすが迫力もあり映画通にはたまらないプレイランドではないかと

思いました。 

 翌日、二日目は昨日とはうってかわり朝から雨でしたが、大阪と言えばお笑いと言

うことで、『なんばグランド花月』へ劇場鑑賞をしてきました。テレビでお馴染みのお

笑いタレントが多数出演し、本場のお笑いを満喫できたようです。今年のプロ野球（セ

ントラルリーグ）は、ご存じ阪神タイガースが十数年ぶりに優勝し、大阪の町は大騒

ぎとなりましたが、よく道頓堀の川へ飛び込む場所へも立ち寄ったり、食い倒れの街

でも舌鼓を打ちつつも、二日間の研修は無事に終了しました。 

 

担当幹事 下村 敏朗／出野 哲也 

 

      



埼鍍会だより平成１６年 ６月１１日（８） 

 

 

 
 

１２月情報交換会 情報交換会（忘年会） 参加人数 １６名 

         

 １２月２０日（土）川口駅前の文楽にて情報交換会を開催しました。 

当日は、各会員同士で、今年一年の会での出来事や仕事での出来事などをお互いに話

したようで、昨今の不景気を吹き飛ばすべく和気あいあいと有意義な例会となりまし

た。 

また、懇親会は『カラオケ館』に行き自慢の美声を披露していました。 

短い時間でしたが、会員の絆も深まる楽しいひと時を過ごすことが出来ました。 

 

担当幹事 山口 信明／島田 幸昌 
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２月賀詞交換会 賀詞交換会及び講師例会 参加人数 ２５名 

         

２月６日（金）講師例会では、早稲田大学教授の鵜飼 信一先生をお招きし、これか

らのメッキ業界の動向並びに中小企業の行き残りについてご講演頂きました。 

当日は、多くの会員の方に出席していただきました。講義内容は、下町の小さな工

場などを先生ご自身が取材され、スライドなどを交えながら小さな工場だが仕事の内

容は大企業に負けないだけの力がある事を話して頂きました。 

これからのメッキ業界を担っていく我々埼鍍会会員には今後の仕事に参考になる勉

強でした。 

その後、場所を新道山家へ移して賀詞交換会を開きました。ご来賓に小林 満専務理

事をお招きし、また講師の鵜飼先生にもお残りいただき盛大に行われました。 

 

担当幹事 須永 勝則／小林 直樹 

   
 

    

      



埼鍍会だより平成１６年 ６月１１日（１０） 

 

 

 
 

３月例会   ク ラ ブ 例 会      参加人数 ２０名 

         

 3 月２０日（土）東京都文京区本郷に在るサッカーミュージアムと浅草の浅草寺へ、

見学に行きました。当日はあいにくの天気でしたが、ご家族で参加して頂いた事もあ

り 20 名の会員の参加となりました。 

 サッカーの好きな方が多かったためか、展示物をみる目もとても輝いていて、ワー

ルドカップのトロフィーと写真を撮ったりと終始楽しく見学していました。 

次に浅草寺に向かいましたが雨が少し強くなった為か、お寺に御参りだけ済まされ

た後は、早めにバスに戻られ少々ガッカリした様子でした。天候が好ければお寺の周

りの下町の風情を見ることが出来たと思います。 

最後に、両国の『ふぐ会席』へ行き参加者全員でふぐ料理のコースに舌鼓を打ち楽

しくとても有意義な時間を会員と共に過ごす事ができました。 

 

担当幹事 新谷 祐司／早船 裕一  
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埼 鍍 会 視 察 リ ス ト 

 

7月例会 

埼玉県産業技術総合センター  （http://www.saitec.pref.saitama.jp/index.html） 

〒333-0844 川口市上青木３－１２－１８（SKIP シティ内）TEL 048-265-1311 FAX 048-265-1314 

 

川口朝日環境センター     （http://www.city.kawaguchi.saitama.jp/index-true.html） 

〒333-0844 川口市朝日４－２１－３３         TEL 048-228-5300 FAX048-228-5311 

   

 9月例会 

中央鍍金工業共同組合    （http://www.nosaka.co.jp/frame4.html） 

〒143-0003 東京都大田区京浜島 2-2-4          TEL 03-3790-1021 Fax03-3790-1384 

 

新日東電化協業組合     （http://www.3web.ne.jp/~snd/index2.htm） 

〒143-0003 東京都大田区京浜島２－２－１        TEL03-790-2321 

 

平和工業㈱         （http://www.heiwa.cmk.or.jp/） 

〒143-0003 東京都大田区京浜島 2-2-4         TEL 03-3790-1031 FAX03-3790-2828 

 

11月視察研修 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（http://www.usj.co.jp/） 

 

なんばグランド花月       （http://www.yoshimoto.co.jp/ngk/index.html） 

 

3月クラブ例会 

日本サッカーミュージアム  （http://www.11plus.jp/） 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-10-15 JFAハウス      TEL 03-3830-2002 
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