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《ご意見・お問い合わせ》 

奈良県鉄構建設業協同組合 

まで           

 

奈良県鉄構建設業協同組合 

【事務局】 

奈良県橿原市十市町1037番地 

ＴＥＬ：0744-25-7519 

ＦＡＸ：0744-25-7493 

Ｅ-mail：nara.sfa@kcn.jp 

バ
ト
ン
タ
ッ
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「おかげさま」      上柿鉄工建設株式会社 上柿範兼 

 一昨年10月31日、橿原文化会館にて、2012年にノーベル生理学医学賞を受賞された、京都大学 iPS

細胞研究所所長の山中伸弥教授の講演会を聞かせていただきました。スタッフ側であったため、舞台

袖での聴講となりました。最初は iPS 細胞が、いよいよ臨床試験に取り掛かったことなどの、医学的

なお話しをされていたのですが、一つ、すごく心に響くお言葉がありましたので、紹介させていただ

きます。今回のバトンタッチコーナーの表題にもしております「おかげさま」という言葉です。山中

教授は、自身のノーベル賞受賞についても、iPS細胞研究所の所員みなさまのおかげでノーベル賞をい

ただけたと思っている。全ての成功は、自分一人で成し遂げたものではなく、誰かのおかげで成功し

たものであり、全ての失敗は、自分のせいでおこったものである。と言われました。最近は、逆の考

え方を持った大人が非常に多いように感じる。その人は、成功は全て自分の手柄、失敗は自分のせい

ではなく、ひとや環境のせいにしている。と言われていました。皆様、すごく胸が痛みせんか？仕事

で失敗したとき、会社がうまくいかないとき、何か悪いことが起こった時、ひとや環境のせいにして

いませんか？あの人（あの社員）のせいで、、、あの出来事のせいで、、、取引先のせいで、、、、俺が悪い

のではないと思っていませんか？全て自分のせいだと思うことが大切です。仕事がうまくいったとき、

会社がうまくいったときは、お客様や社員様（上司や部下）の「おかげさま」なのです。自分が頑張

ったから、自分がこうしたからではないのです。やはり、このように「おかげさま」の考え方を持っ

た人が成功していくのですね。このお話しを聞かせていただいてから、意識、注意して発言や行動な

どに気を付けていますが、どうしても悪い結果は、人や環境のせいにしてしまう事があります。そこ

をグッとこらえて自分のせいにするようにしています。皆さんも意識してやってみれば変わりますよ。

「おかげさま」一緒に実践しましょう。 

 

次のバトンタッチは、有限会社ニシクボ製作所 湯川専務にお願いします 

新年明けましておめでとうございます。昨年 12 月の忘年会には、組合員・賛助会員含め

50名の参加となり、盛大に行えた事、お礼申し上げます。 

 昨年も仕事量は多く、鋼材単価・加工単価共、比較的安定した状況が続きましたが、こう

言う時こそ、品質を確保し、信頼される鉄骨を造る為、客先に対して、単価面や工程面にお

いて無理な条件を押し付けられる事の無いよう主張していきましょう。 又、2月には四国今

治造船への見学会が計画されております。多くの御参加お願い致します。 

 写真は、岐阜基地航空祭で展示してあった、F15戦闘機です。 
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教育・認定事業委員会より 

委員長 藤田英輝 

 2016年 申年！ 謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 みなさん今年は申のように、機敏で頭脳的な仕事を心掛

けてまた 1 年がんばりましょう。そう、あのラグビー日本

代表ブレイブブロッサムズのように、早く、賢く、そして

何より自分を信じて勇敢に！（すいません。まだラグビー

熱が醒めていません） 

 さて、2 月には組合研修旅行として、今治造船の工場見

学が予定されています。造船技術こそが、溶接や鉄鋼加工

技術をリードしてきたものであり、今だ学ぶところは多々

あると思います。 

 大型船の萌えポイントはなんと言っても、船首の喫水線

下に設けられたバルバス・バウ（球状船首）です。思わず

なでなでしたくなるような美しい球形がいいんだよなぁ～ 

造波抵抗を打ち消し、速度や燃費の向上に効果があるとの 

ことです。古くは空母翔鶴や戦艦大和にも採用されていま

す。現在の軍艦ではこのバルバス・バウの中に、敵潜水艦

を超音波で探知するためのソナードームが設けられていま

す。この球形のカーブですが、実は職人さんが手作業で、

鋼板をガスであぶって、水で冷やして曲げて作っているそ

うです。「撓鉄（ぎょうてつ）」と呼ばれる技術です。まさ

に炎と水の魔術師ですね。昔は造船所出身の鍛冶屋さんも

いて、溶接の歪み取りとか苦もなくやっていましたが、そ

の個人の中にどのような経験と技術的蓄積があったのか未

だもって謎です。単純に勘と言ってしまえばそれまでです

が、日々の仕事と真面目に向き合い、コツコツとやってき

た者だけが到達できる世界もあるのでしょうね。 

 バルバス・バウ ぜひお楽しみに！ 

 

バルバス・バウの効果 

1.バルバス・バウ 

2.従来の船首 

3.バルバス・バウだけが作る波 

4.水面の船首が作る波 

5.合成された波 

左図で示す 2 つの形状が生み出す波は山と谷が互いに打ち

消しあって、右図のようにほとんど波が消える。              

出典ウィキペディアより 

 

共済・経営近代化委員会より 

 委員長 寺田信弘 

新年あけましておめでとうございます。今年も共済・経

営近代化委員会をよろしくお願い申し上げます。 

委員会報告をさせていただきます。 

第3回委員会 

開催日時：2015年 9月24日   

開催場所：たち花（八木） 

出 席 者： 寺田 上柿 中原 平野 中島 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

桑谷(ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ) 

まずは、新たな共済商品として、コンドーテック 桑谷氏

より ライズタラップ・受金具の商品の説明を受け、共済金

として組合に協力して頂けることと成り、覚書を次回の理

事会にて議題として提出し審議して頂く事としました。 

 次に、経営近代化事業（仮称 駈込み寺）について議論し

た結果、前回に作成した資料を各支部会にて内容を説明し

周知して頂いて、個々の意見を伺って、次回の委員会にて

検討する事にしました。 

 そして、組合員・賛助会員合同研修旅行について議論し、

時期は秋から冬頃として、研修場所は、今治造船見学の後、

道後温泉方面で調整し後の委員会にて下見等も考えながら

調整する事にしました。 

次回の委員会は各支部会終了後、日程調整し開催するこ

ととし委員会を終了しました。 

第4回委員会 

開催日時：2015年 9月24日   

開催場所：園通（奈良新大宮） 

出 席 者： 寺田 上柿 中原 平野 中島  

今回の委員会は委員会の忘年会兼ねて行いました。まず

組合研修旅行の議題を話し合い、組合研修旅行は新年会と

共にすることを取りやめ、今治造船を見学し、翌日に伊東

豊雄ミュージアム等を見学する事とし、予算も人数別に予

算書を作成し理事会に提出することとしました。 

経営近代化事業（仮称 駈込み寺）については、相談窓口

の担当を再検討し、複数の事務所と相談できるように次回

委員会で検討することとしました。 

新賛助会員候補として、㈱ムラキ、㈱サカタさんを委員

会として承認した。 
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共済事業として総会に配布するパンフレットを作成し、

後の委員会にて協賛業者にも参加して頂き、ヒヤリング及

びパンフレットの原稿を依頼することとしました。 

次回の委員会は1月14日に八木方面にて開催することとし

委員会を終了しました。 

共済・経営近代化委員会の皆さん 次回委員会は 1月14日

に八木方面にて開催いたしますので、ご参加お待ちしてお

ります！ 

 

青年部コーナー 

青年部会長  井上貴成 

 新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく

お願い申し上げます。青年部報告です。 

毎年、参加しております技能フェスティバルが 1０月３

１日（土）と１１月１日（日）の二日間に渡り開催せれま

した。今年も各会社から製作いただいた作品を展示販売し、

売上が83,470円となり、このお金は寄付させていただきま

す。今年は親会から順番制でお手伝いいただき、誠にあり

がとうございました。 

開催中の話ですが、クオリティーが高い作品を出展して

いただき、来場者の多くに注目されておりました。その作

品を見て組合ブースに足を止めていただけることができ、

鉄骨業界のアピールを存分にさせていただきました。今回、

ブース設営や販売に御協力いただいた会社様、本当にあり

がとうございました。 

（別冊 平成２７年度奈良県技能フェスティバル参照） 

 

奈良支部コーナー 

           奈良支部 久保一樹 

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく

お願い申し上げます。寒さも徐々に厳しくなってまいりま

したね。 

さて、先日 11/2(月)PM6:00<秋田屋>天理市で奈良支部会

を開催致しました。支部長のお話から始まりその後は仕事

の話や雑談でいつものように盛り上がりました。決め事が

あったのですが、出席者が少なく保留となりました。後日、

来年１月にはもう一度、奈良支部新年会を開催する事とな

りました。多数のご出席を期待しております。 

 

奈良支部会の様子 

  PS:先日、EXPOCITYの観覧車の土台柱鉄骨建方を見る事

が出来ました。  

   
  自由に観覧出来るみたいなのでぜひ！！    

  

橿原支部コーナー 

橿原支部 藤井雅啓 

 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願い申し上げます。 

私事ですが、１年ほど前に、お誘い頂く機会がありゴル

フを始めました。自慢ではありませんが（いや、自慢です

が…笑）運動神経は良い方で、昔から球技全般得意でした。

「ゴルフも、やってみたら出来るやろ～」くらいの気持ち

で始めました。初ラウンドの３日前に急いでゴルフショッ

プに行き、道具やウェアを一式買い揃えました。右も左も

分からない状態で、ラウンドデビュー。今思うと、かなり

ご迷惑をお掛けしたと思います。結果はもちろんボロボロ。

ゴルフをナメていました。こんなにも上手くいかないもの

か、と思うと悔しくて、それがまた楽しくて。この１年で

どんどんハマってしまいました。 

相変わらず上手くはなりませんが、ゴルフを始めたこと

によって付き合いの輪が広がったな、と感じています。１

８ホールご一緒させて頂く間に、色んな話が出来ます。普

段見ることの出来ない一面を見つけられたりします。一緒

に風呂に入り、その後は食事も。ゴルフをしなければ、な

かなかこういう機会はないなと思うと、始めて良かったな

と思います。 
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 恥ずかしくないスコアで回れるようになれば僕から皆さ

んをお誘い致しますので、それまではそっとしておいてく

ださいね・・・（笑） 

 

高田支部コーナー 

高田支部 中原一晃  

 皆様、新年あけましておめでとうございます。今年もよ

ろしくお願い申し上げます。高田支部報告です。 

高田支部会を１１月１８日（水）に１８時より、支部会

でおなじみの「まるみ」にて開催いたしました。今回は忘

年会を兼ねての支部会とあって、９名もの参加を頂きまし

た。会議では福本支部長が議長となって、次期支部の体制

の協議・次期理事の推薦など重要な議案の審議がされまし

た。さて、次期支部長には福本氏が副支部長には水野氏が

再任されました。また、推薦理事についてもほぼ留任とな

り、総会にて承認を承ける事となりました。また、１２月

１日の全体の忘年会も高田支部が担当のため、各役割も割

り振りを決定しました。すべての議案が審議され、お待ち

かねの忘年会では美味しい料理とお酒も入り、支部旅行の

話やこれからの活動計画など大いに盛り上がり、楽しい時

間を過ごせました。 

 ところで、最近のＴＶで「♪ブーツッブーツッブーツッ

ブーツッ テレーーッテッテッテレー」と結果にコミットす

るＣＭをよく見かけます。自分も５０才を迎え、お腹の肉

廻りがみっともなくついている事に気がつき、「なんとかせ

ねば」と生涯初めてのダイエットと一念発起しました。自

己流で２ヶ月ほどがんばっていますが、そこそこには成果

が出てますが、ＣＭのように劇的とは行きませんね。この

ならてつが発刊される頃は新春とお屠蘇気分でダイエット

には厳しい時期ですが、みなさんも体をご自愛して、暴飲

暴食は控えてくださいね。 

 

高田支部会の様子 

 

 

 

＜賛助会員合同親睦ゴルフコンペ開催！＞ 

 抜けるような秋晴れの空の下、万葉の時代に貴族の狩り

場となっていた阿騎野の地。１０月１６日（金）阿騎野ゴ

ルフ倶楽部にて奈良県鉄構建設業協同組合、賛助会員合同

の親睦ゴルフが開催されました。賛助会員と合同の親睦ゴ

ルフは始めてとあって、会員から１１名、賛助会員からは

８名と合計１９名もの参加を頂きました。高級感あるれる

クラブハウスに迎えられ、すばらしい景色のコースもきち

んとメンテナンスされており、気持ちよくプレイでき、各々

日頃の練習の成果を発揮していました。また、豪華賞品と

してカラーテレビや銘酒も頂き、みんなプレイに一喜一憂

していました。さて、グリーンの設定は奈良県随一と言わ

れる難コースだけあって、かなりいやらしく、転がる転が

る。アウト８Hの三段グリーンには泣きました。プレイの後

は、会場を大和八木に移して、焼肉「たつ屋」にて成績発

表と親睦会です。乾顧問の乾杯の挨拶の発声で開宴！ 

 結果については、前触れとおり杉本鉄工所の杉本社長が

ベスグロも一緒にとっての優勝！カラーテレビは建友の西

川社長が受賞されました。締めに上柿副理事長から「１年

に１回くらいは開催したい」という言葉に「半年に１回」

と嬉しい意見も出て、楽しい１日となりました。スポーツ

の秋に、参加頂きましたみなさんに感謝！ 

 

プレー前、参加者全員で記念撮影 

 

＜平成２７年 忘年会開催！＞ 

 暦では師走と年の瀬を迎える時期となっても、なかなか

気温が下がらず、山も色づく間もないまま、冬を迎えた１

２月１日。平成２７年の忘年会が高田の「日本料理 市藤」

にて開催されました。近年は賛助会員とも交流の場として

いるため、参加数も５０名と過去最多の参加数となりまし

た。今回の担当支部は高田支部となっており、段取りと進

行を高田支部の方がしてくれました。スタッフの皆さん、

ありがとうございました。 

 さて、忘年会では、針田理事長から組合活動への協力の



2016年 新春号 ならてつニュース 第 13号  

お礼と今後の事業展開へ誓いと述べられて開宴の挨拶をさ

せていただきました。その後、行政へのパイプ役として頑

張って頂いている乾顧問からも激励の挨拶を頂きました。

乾杯の前に上柿副理事長より、平成２７年度の活動報告を

させて頂き、新年には賛助会員と合同の研修旅行もあるこ

との報告をしました。そして、お待ちかねの内藤副理事長

の乾杯で一斉にスタート！みんな日頃に気になっている事

や苦労した事など、和気あいあいと思い思いに情報交換を

していました。 

 鉄構組合では、賛助会員さんと合同の事業をより増やし

ていく事で、業界の団結を高めてファブの地位向上を目指

しています。これからもたくさんの方の参加を期待してお

りますので、少しの時間でいいので顔を出してください。 

 

   

  忘年会全体の様子      理事長挨拶 

  

  乾顧問ご挨拶         乾杯！ 

 

賛助会員コーナー 

「コンドーテック株式会社」 

 関西支店 営業 桑谷 武士 

組合員の皆様、新年あけましておめでとうございます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、弊社は昭和 22年に近藤商店として大阪市大正区泉

尾にて創業し、船舶用金物の製造並びに販売を開始しまし

た。現在では自社工場で JISブレース、JISアンカーボルト、

コラム裏当金、プレスネコ、ブレースシート等の鉄骨副資

材を製造しております。他にも溶接ワイヤー等の溶材関係

や玉掛けワイヤー、シャックル等の吊り具関連、ハイテン

ションボルトやカットボルト等のネジ関連商品の商材も在

庫しており、お客様のニーズに対応できるよう万全の態勢

を整えております。 

 また、奈良県鉄構建設協同組合様の共済事業に平成 27年

11月度より弊社のライズタラップ受金具とライズタラップ

本体も参加させて頂く事になりました。 

 今後もコンドーテック株式会社を、宜しくお願い申し上

げます。 

＜お問い合わせ先＞ 

コンドーテック株式会社 

大阪市西区境川 2-2-90 

ＴＥＬ；06-6582-8020 

ＦＡＸ；06-6582-8024 

 

 

 
                      

 

 

編集部より 

賛助会員コーナーは、会社名 50 音訓順にて、お

願いしております。 

よって、次号はキューエー技研株式会社様お願い

いたします。尚、ご希望があれば、順序に関わらず、

先行して掲載しますので、ご連絡よろしくお願いし

いたします。 


