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　　平成１６年

　６月１２日（土） 定期総会 ラフレさいたま　欅の間 ２５名　

懇親会 ラフレさいたま　雪月花の間 ２９名　

　７月２１日（水） 川口機械企業研究会オープン例会 川口　機工協組合会館 ４名　

　７月２３日（金） ７月例会（工場見学） 担当幹事　小林直樹　/　坂本　誠

環境改善・イメージアップへの取組み

　　東京　東京都立産業技術研究所 １３名 川口　㈱辻井製作所 １３名　

　　川口　ムツミ鋳工㈱ １３名 川口　くいどころBAR　竹もと １６名　

　９月１０日（金） 例会（講師例会） 担当幹事　渡辺順一　/　池澤朋洋

プレゼンテーション大会 大宮　ソニックシティ会議室 ２８名　

懇親会 大宮　木曽路 ２８名　

　１０月２３日（土） 視察研修（宿泊） 担当幹事　田中知雄　/　下村敏朗

　　　～２４日（日） 表面処理設備リサイクル工場見学 群馬　サン電機工業㈱ １３名　

日光　ホテル鬼怒川御苑 １３名　

　１１月１２日（金） 例会（講師例会） 担当幹事　須永勝則　/　中島信行

これからの人材確保 大宮　ソニックシティ会議室 １６名　

大宮　遊食　東山庵 １４名　

　１２月４日（土） 研修　情報交換会 担当幹事　出野哲也　/　饗場功治

様々な出来事を振り返る 大宮　アラビアンロック １７名　

大宮　カラオケサウンドJOY １6名　

　　平成１7年

　２月５日（土） 例会（講師例会） 担当幹事　島村　学　/　井上宣雄

事業継承と相続 大宮　サンパレス ２７名　

賀詞交歓会 大宮　新道山家 ２８名　

　３月２６日（土） 例会　（クラブ例会） 担当幹事　早舩裕一　/　佐藤智弘

　　　～２７日（日） 草津温泉スキー旅行 群馬　草津国際スキー場 ６名　

群馬　松の井旅館 ６名　

　４月１６日（土） 例会（特別例会） 担当幹事　島村　学　/　出野哲也

ISO受審セミナー 大宮　サンパレス １４名　

懇親会 大宮　サンパレス １６名　

平成16年度　事業報告

「これからの世代を担う我々ができる事とは」 埼鍍会　第１８代会長　新谷祐司
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当会ご加入企業様並びに会員各位の皆様におかれましては、益々ご清栄の事
とお慶び申し上げます。日頃は、埼鍍会運営並びに活動に際しまして、多大なる
ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。又、本年度当会３５周年を無事終
える事ができましたのも、関係各位の皆様のご支援があってのものと、併せて感
謝申し上げる次第です。
わたくしも、お陰様をもちまして、皆様のご指導、ご協力の下、無事任期一年目
を終らせて頂きますが、初年度を振り返ってみますと、お恥ずかしい話ながら、相
当な気負いがあった様に実感致しております。当会では慣例の会計経験者から
副会長、そして会長と云った役職経験からの実績もありませんでしたし、選任して
頂いた以上、あまり知らぬ素振りも見せたくないと云った妙なプライドが邪魔して
いた様に思えます。
私も今年４０歳を迎え、そう容易く性格を変えられるとは思っておりませんが、皆
様の代表として二年目を勤めさせて頂く上で、非常に有意義な一年を送らせて頂
いた経験を活かし、もっともっと良好な交流ができます様努めてまいりますので、
なお一層のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

本年度の活動テーマとして掲げさせて頂きました『いろんな色でもっと前
進！！』と申しますのも、本来、埼玉県内での活動拠点としては、一番適当であ
ろう大宮の町を少し離れて、県内各地での事業活動をさせて頂く事で、会員各位
の相互理解をより深めて頂きたいと思い、ご提案させて頂きました。
昨今、景気が若干なりとも上向き始めている様な事を言われておりますが、事
業開催を予定致しております各地の地域性や動向などを情報共有できれば、よ
り厳しくなるであろう業界後継者の私どもにとって、企業様並びに会員各位の信
頼関係がひとつの情報ツールとして活用できるのではないでしょうか。
現段階でも、私ども業界全体が置かれている立場と云うものが、土壌・水質・臭
気・騒音・産業廃棄物・作業環境や少子化に依る雇用対策にまで及んでおり、こ
れら全てにおいて対策を講じて行かなければならないのも事実であります。
私個人が気負って変わるものではないのは当然の事ではありますが、企業努

第１８代埼鍍会会長

新谷祐司

１７年度活動テーマ い ろ ん な 色 で も っ と 前 進 ！
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川口機械企業研究会オープン例会

「埼鍍会も外部交流をもっと持とう」という新谷会長の趣旨のもと、平成16年7月
21日、埼玉県中小企業団体青年中央会の会員でもある川口機械工業協同組合
の7月例会に、埼鍍会のメンバー4名がオブザーバーとして参加してまいりました

例会内容は同業者でもある日本電鍍工業㈱、伊藤麻美（いとう まみ）社長の「Ｃ
ｈａｎｃｅ（可能性）＆Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ（挑戦）」というテーマの講演会でした。日本電鍍工
業㈱は１９５６年に当時２９歳の伊藤社長のお父様が設立した会社で、設立当初
は腕時計等を扱う貿易会社だったそうです。主にセイコー、シチズン、オリエント
等のメッキを手掛け、社員数も２００名いたそうです。またメッキに限らず、他にも
会社を６，７社経営していたそうです。
一方、伊藤社長は幼稚園からインターナショナルスクールに通い、大学卒業後は
８年間ラジオのＤＪを勤め、３０歳前にお父様が亡くなり社長に就任されたそうで
す。しかし、人に任せていた会社は、蓋をあけてみたら手がつけられない状態に
まで酷く落ち込んでいたそうで、そこからコツコツと地道に会社を立て直し現在に
至ったそうです。いまでは医療器具、電子部品も手掛け、また経営者としても従業
員のモチベーションを上げることに力を入れているそうです。（伊藤社長は元ＤＪ
だけあって、講演中、目をつぶって聞いているとラジオを聞いているようでした。）

これから経営者として担っていく我々にとって大変勉強になる講演会でした。
最後になりますが今回のような企画に参加させて頂くことができました、川口機械
工業企業研究会様、並びに仁科工業㈱の仁科社長、この場をかりて厚くお礼を
申し上げます。

７月２１日
４名参加
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７月例会（工場見学）

7月23日初夏の暑い日ざしの中、新谷新会長のもと、初めての例会として東京
都立産業技術研究所、ムツミ鋳工㈱、㈱辻井製作所の視察研修例会を行いまし
た

東京都立産業技術研究所においては、鍍金関連技術、各種測定、検査、試験
等の公聴、特に環境対応型の新技術等の説明を受け、活発な討議、情報収集が
行われました。我々鍍金業界がローテクとハイテクが交差するまだまだ発展の余
地を残した業界であること、環境問題への対応が当面の新技術であることを認識
致しました。

川口市のムツミ鋳工、辻井製作所の視察では、都市開発の中での地域社会、
地域環境への配慮と共存、後継者問題等の共通の問題を抱える業界における取
り組みが見られ、合理化、近代化が図られた現代の鋳物業の現場を拝見させて
頂きました。
鋳物業においては、厳しい住環境の変化、多様な技術革新の中で淘汰が進みつ
つも、伝統的産業として町の顔となっている面があり、ある程度の認知度、包容
力により、表向き町のシンボル的産業として扱われている点が、鍍金業界との大
きな相違点であると感じました。

鍍金業界では、昨今の環境問題を負のイメージからの脱却の機会として、鍍金業
が町を代表する産業への転換期になるような発展、活動、企業イメージの改善が
今後の産業維持の条件になると感じられました。埼鍍会発の活動の参考となるよ
うな有意義な時間が持てたと感じております。

７月２３日
１３名参加
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９月例会（講師例会）

今年度の９月例会は、９月１０日（金）大宮ソニックシティーにおいて、埼鍍会とし
ては初になるとは思いますが、「めっき材料最新動向のプレゼンテーション大会」
と銘打って埼鍍会会員である奥野製薬工業㈱、サンライト㈱、㈱タイホー、日本
表面化学㈱、ユケン工業㈱のメーカー様五社にご参加、ご協力を頂き開催致しま
した。

各メーカー２０分と限られた時間の中で、会社業務紹介や最新の材料、製品の
紹介等をお願いしました。普段からお付合いのあるメーカー様のお話しでも知ら
なかった事項などもあり、大変有意義な大会になったと思います。

今回の大会で話題の多くは、六価クロムフリーの話しで、特に三価黒色クロメー
トの
製品に関する事項が中心でした。

その後、「木曽路大宮店」に場所を移動し、懇親会を催しました。この席上でも
各メーカー様と会員との個別相談にご協力をしていただきまいた。

最後に、ご参加頂きましたメーカー様に厚くお礼申し上げます。

９月１０日
２８名参加
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１０月視察研修（宿泊）

今回の埼鍍会視察研修はメッキ設備のリサイクル販売をしている群馬県館林市
のサン電機工業㈱を視察してきました。工場内は廃業された企業や不要になっ
て引取られた機械装置（整流器、ポンプ、モーター、ろ過機、ブロアー等）が数多く
置いてあり社内でメンテナンス・修理を行ってから販売されていて販売価格も新
品の４～５割り程度で購入できるとの事でした。現在コスト削減で設備投資などが
難しい現状の中、低予算で設備を購入できると皆興味が高く説明を聞く様子もと
ても熱心でした。なかには購入した会員もいたような・・・。

その他一日目の日程は佐野のアウトレット（子供や奥様や自分へのお買い物）や
館林の向井千秋記念子供科学館（日本人初の女性宇宙飛行士と言うことで、地
元の方々の思いを強く感じ、また、向井さんの子供の頃からの宇宙に対する考え
が良く理解できました）を見学し、本日の宿である日光の「鬼怒川温泉ホテル鬼
怒川御苑」へ移動し日頃の疲れを温泉で癒しお互い親睦を深めることができまし
た。

2日目は日光市内を観光し2日間の研修は無事に終了しました。

１０月２３日午後５時５６分新潟中越地区に震度６強の地震が起こり、この揺れは
私たちの宿泊地でも大きな揺れを感じました。この震災でお亡くなりになりました
被害者の方々に深く御冥福をお祈り致します。

担当幹事 下村敏朗 ・ 田中知雄

１０月２３・２４日
１３名参加
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１１月例会（講師例会）

平成１６年１１月１２日（金）株式会社人材開発支援センター 草加営業所 尾形
信好様を始め２名の方をお迎えし、今現在どの企業でもこの不景気の中正社員
を新しく迎え入れると言うことは難しいことです。その様な思いから派遣社員を
使ってのメリット等を交えながら「これからの人材確保」と題しましてご講演をして
頂きました。当日は、埼鍍会会員１６名の会員の方々に出席して頂き今後の自社
での参考にしようと真剣な面持ちで講演を聴きました。

講演の内容といたしましては、会社概要に始まり「人材派遣について」そして、
「人材派遣での人材活用について」講演して頂きました。特に、「人材派遣での人
材活用について」の講演の内容では人材派遣でのメリットについて、賃金につい
て、昇進・処遇について、自社での業務計画や生産スケジュールに合わせた人
材の活用法等について講演して頂きました。

担当幹事 須永勝則 ・ 中島信行

１１月１２日
１６名参加
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１２月研修 情報交換会

『今年の様々な出来事を振り返るひと時を』と題しまして、情報交換会が実施
されました。当日は生憎の雨模様のなか、多くの参加者に会も盛り上がりました

今回は、会場もいつもとは違い中近東の煌びやかさをイメージした「アラビアン
ロック」を選択し、日ごろ疲れた神経の気分転換を試みてみました。
それの甲斐もあってか、皆様からはいつも以上に和やかな中でお仕事などにま
つわる会話も弾んだことと思います。

その後の懇親会場としてカラオケ店「サウンドJOY」に場所を移動し、日ごろの
顔とは違ったイメージの曲を選択する方もいらして、これもまた大盛況にて会を
終えることが出来ました。

また、幹事といたしましては、不慣れな部分もあり、会場の地図に不備があり冷
たい雨の中を迷われた方がいらっしゃいましたこと、この場をお借りいたしまして
お詫び申し上げます。

担当幹事 出野哲也 ・ 饗場功治

１２月４日
１７名参加
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２月例会（講師例会）および賀詞交歓会

埼鍍会2月例会は2月6日（土）大宮サンパレスにて巣鴨信用金庫業務部様を講
師に迎え、世代交代時にともなう税金等の処理について講演していただきました。
当日は埼鍍会会員・会友あわせて27名の出席者で、もう少し時間が欲しいと思う
ような大変中身の濃い例会となりました。

また例会終了後、会場を毎年恒例の新道山家に移し、埼鍍会平成16年度賀詞
交換会を開催いたしました。大変お忙しいところ、小林専務理事にもご出席いた
だき、総勢28名の出席者を賜り、終始和やかな雰囲気で進行することができまし
た。会員・会友の皆様も大変有意義な時間を過ごせたと思います。

最後に、巣鴨信用金庫業務部の講師の方々には休日を返上しての講演になり、
この場をかりてお礼を申し上げると共に、小林専務理事・会員・会友の皆様ご出
席、誠に有り難うございました。

担当幹事 島村 学 ・ 井上宣雄

２月５日
１７名参加
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３月例会 （クラブ例会）

今年のクラブ例会は３月２６日（土）、２７日（日）で群馬県の草津国際スキー場
にいってきました。今シーズンは雪が多く降るせいか、３月の末にもかかわらずス
キー場にはまだまだたくさんの雪がありました。当日の天候があいにくの吹雪
だったので、リフト・ゴンドラ２～５本でやめてしまう方もいましたが、充分スキーを
楽しみ、日頃の運動不足を認識したのではないでしょうか。アフタースキーは草津
温泉にてゆっくり温泉につかり、日頃の疲れや癒していただき、懇親会にて会員
同士の親睦も深まったのではないかと思います。翌日は湯畑などを散策し、怪我
もなく無事に帰路につきました。

日程の変更などの影響？でか、参加者は過去最低の５人でのクラブ例会になっ
てしまいました。次回はみなさんが参加したいと思えるような企画を出せるように
努力したいとおもいます。

担当幹事 早舩裕一 ・ 佐藤智弘

３月２６・２７日
６名参加
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４月例会（特別例会）

埼鍍会も創立３５周年を迎え、今年度は特別に4月例会を企画いたしました。4
月16日（土）大宮サンパレスにて、（株）シスウェイの近藤則男ＩＳＯ主任審査員を
お招きして、「次世代経営者向けＩＳＯ導入セミナー」としてご講演いただきました。
ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１について約4時間にわたり、ご説明いただきましたが、
なかでも質疑応答が大変活発におこなわれ、会員にとって大変充実した内容の
セミナーとなりました。

また、埼鍍会の会員のＩＳＯに対する関心の高さがうかがえるセミナーでした。
懇親会も、近藤則男ＩＳＯ主任審査員が引き続き出席され、同会場にて行われま
した。

懇親会においても、活発に質問する姿が見られ、例会・懇親会を通してＩＳＯに対
し、大変理解が深まった１日となりました。

４月１６日
１４名参加
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　７月例会（工場見学） 住所 TEL

東京都立産業技術研究所 東京都北区西が丘3-13-10 03-3909-2151

ムツミ鋳工株式会社 埼玉県川口市末広1-16-44 048-222-1161

株式会社辻井製作所 埼玉県川口市元郷1-32-9 048-222-3363

　９月例会（講師例会）

奥野製薬工業株式会社 東京都足立区新田3-8-17 03-3912-9241

サンライト株式会社 埼玉県蕨市錦町1-13-12 048-442-3810

株式会社タイホー 埼玉県川口市東領家2-37-18 048-223-6786

日本表面化学株式会社 群馬県伊勢崎市富塚町207-19　　　 0270-31-0277

ユケン工業株式会社 埼玉県熊谷市万平町1-143　　　　　 048-524-2722

　９月例会（視察研修）

サン電機工業株式会社 群馬県邑楽郡板倉町飯野2334-1　　 0276-82-2229

佐野プレミアムアウトレット 栃木県佐野市佐野新都市78街区　　 0283-20-5800

向井千秋記念子供科学館 群馬県館林市城町2-2　　　　　　　　　0276-75-1515

　１１月例会（講師例会）

株式会社人材開発支援センター 埼玉県草加市中根1-2-14　　　　　　　048-932-7661

　１２月例会（情報交換会）

アラビアンロック　大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-83 　　048-640-6777

カラオケサウンドJOY 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-3　　　　　　048-649-5330

　２月例会（講師例会）

巣鴨信用金庫　業務部 東京都豊島区巣鴨2-10-2　　　　　　　03-3918-4400

　３月例会（クラブ例会）

草津国際スキー場 草津国際スキー場 　　　　　　　　　　　　0279-88-8111

　４月例会（特別例会）

株式会社　シスウェイ 東京都中央区八丁堀4-10-4　　　　　 03-5541-2333

埼鍍会１６年度　視察　・　講師　リスト


