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理事長コーナー 理事長 針田勉

2 年前、理事長の大役を仰せつかってから、あっと言

う間に一期目が終わり、先日無事に総会を終えられた事

を先ずはお礼申し上げます。

これから夏にかけて、仕事量の増加が見込まれる

中、価格面では、良い方向へと向かっていますが、その

仕事量をこなすだけの、人材や運送面での不足等の問題

が出てくると思われます。こうした時こそ、組合の組織

力を発揮し協力して解決できたらと考えております。そ

のためにも、今期も皆様の意見や情報を、いろいろな機

会を通じて出して頂き、組合活動を盛上げて、有意義な

ものと成るよう皆様のご協力を、宜しくお願い致します。

写真は、薬師寺の御朱印です。
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「感謝」 有限会社 吉川鉄工所

吉川 健太郎

私は、某公益財団の団体に所属しており昨年奈良市立の小学校の５年生を対象に「家族にありがと

うの気持ちを伝えよう！」のテーマでエッセイを書いてもらう事業の実行委員長をさせていただきま

した。第１回目の事でしたので、学校長はじめ各担当の先生方にご協力頂き、昨年の１０月に子供た

ちにエッセイを書いてもらいました。４７校の内３１校もの小学校が取り組んでくださり、１５１０

部の作品が集まりました。奈良県の国語研究会の先生や元学校教諭の方、団体の先輩など４名の方に

選考していただき最優秀賞・市長賞・教育長賞はじめ３２名の作品が選ばれ、今年の１月１９日にな

らまちセンターにて表彰式を行いました。

子供たちの書いたエッセイを読ませてもらいますと、素直な気持ちで家族に感謝をしていることや

未来に夢や目標を持っている事など感激する内容がたくさんあり、普段何でも当たり前の様に生活し

ていますが、改めて毎日家族や周りの人達に支えられて生活しているなと実感しました。そんな中、

今年の４月に春日大社へ参拝した際に“感謝の碑”を目にして思わず写真を撮

りました。

毎日感謝の心で生活すると明るく楽しい生涯を送ることが出来ると聴いた

ことがあります。私も、今日まで仕事や生活など無事過ごせた事を家族や周り

の方々に感謝すると共に、これからもこの気持ちを持ち続けたいと思います。

次は、㈲広陵鉄工 石川峰弘社長、よろしくです！
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第４２通常総会開催！

去る５月２４日（土）、橿原ロイヤルホテル２階天雲の間

にて奈良県鉄構建設協同組合の第４２回通常総会が開催さ

れました。

開会に先立ち、針田理事長より「昨年度はアベノミクス

と消費税増税の特需による受注量の増加があり、受注単価

の回復がみられるが、受注量が減少したときに値戻しが起

こらないよう団結していきましょう」との決意を述べられ

ました。総会では内藤副理事長が議長とつとめ、全ての議

事について滞りなく承認されました。また本年度は任期満

了に伴い役員改選の年度となりましたが、針田理事長の再

任が可決され理事もほぼ全員の留任となりました。

総会後は会場を八釣山の間に移して、賛助会員も交えて

の懇親会が催しされました。中川相談役からも挨拶を頂き、

すばらしい料理を堪能しました。懇親会ではみなさん膝を

突き合わし、酒を酌み交わしていろいろな情報交換を計っ

ていました。今年一年と組合員と賛助会員と共に鉄構業界

を盛り上げて行く事を誓った一日となりました。

総会の様子 懇親会の様子

教育・認定事業委員会より

委員長 藤田英輝

暑中お見舞い申し上げます。

さて、教育認定事業委員会では秋頃に、『常温亜鉛めっき

ローバル工法』の講習会を予定しております。昔から慣れ

親しんだローバルですが、工法認定および国土交通大臣の

認定を受けた鋼材防食システムの施工管理者資格の講習

会となります。また後日組合から案内が流れると思います

が、ふるってご参加ください。

ところで皆さん、「鉄骨屋」って英語で steel-rib fabricator
（鉄骨の製造者）と言いますね。（これはストレートすぎて

あまり面白くない）。では、「鍛冶屋」は？というと、

Blacksmith（ブラックスミス）って言うらしいです。なん

か格好いい～。ちなみにブリキ職人とかはWhitesmith（ホ

ワイトスミス）となります。

もともと、「Smith」というのは、「打つ」を意味する「Smite」

が語源で金属を鍛錬・加工する者を指すそうです。これら

のスミスはその需要と重要性から社会的に高い地位を獲得

し（ん？日本と違う・・・）、やがてスミスという姓を持

つ人が世に多く輩出されていったらしいです。

米国の拳銃メーカー「スミス＆ウェッソン」（坂本竜馬も

愛用していた銃です）もこの流れですし、ドイツ語では「シ

ュミット」となって、第２次世界大戦で有名な戦闘機メー

カー「メッサーシュミット」も該当しますね。

どうですか？世界のスミスさん

に対して、なんだか親近感が湧い

てきますね。その中でも「ブラッ

クスミス」というのがいいですね。

なんかローリングストーンズの名

曲「黒くぬれ！」を思い出します

ね。世界のスミスさんに負けない

よう日本の「鍛冶屋さん」として

頑張っていきましょう！

共済・経営近代化委員会より

ver.7 委員長 寺田信弘

第6回委員会

開催日時： 2014年4月2日17：00～

会場：鉄構組合会議室にて開催

出席者：上柿.中原.寺田.福本.泉岡.中島

まず初めに、第6回理事会の報告を行いました。その後、

次回の当委員会の事業として理事会にて承認された、組合

員・賛助会員 研修旅行の内容

6月27日(金) 八木出発 → JFE倉敷製鉄所見学 → 湯郷

温泉(湯郷ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ泊)

6 月 28 日(土) ホテル発 → ｷﾘﾝﾋﾞｱﾊﾟｰｸ見学 → 長船･備

前焼見学 → 八木解散

の予定で再確認し、研修先の確認を上柿副理事長、旅程確

認を福本副委員長、案内文の制作を担当寺田・中原専務理

事が各自の役割として、委員会を終了しました。

次回開催 第7回委員会

開催日時： 7月10日(木) 19：00～

開催会場：八木方面にて開催いたします。

次回委員会に皆さんのご参加お待ちしております!!
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青年部コーナー

青年部新会長 井上貴成

平成２６年度 通常総会は皆様のご協力で議案審議をす

べて承認いただきました。また、役員改選により、この度

会長を仰せつかりました株式会社井上鉄工建設の井上貴成

（いのうえよしなり）です。

今回、長年にわたり青年部会にご尽力いただきました上

柿鉄工建設㈱上柿範兼氏と中岡鉄工中岡祥嘉氏が卒業する

ことになりました。いろんな面で色々と教わり勉強させて

いただきました。長い間本当にお疲れ様でした。寂しくな

りますが、後継者として上柿鉄工建設㈱上柿力也氏（うえ

がきかつや）、中岡鉄工中岡之英氏（なかおかゆきひで）が

新たに会員として入会され、青年部会は１３社のスタート

となり、基本方針の下、少ない人数で事業を行わなければ

なりません。誰が会長で、誰が何々といった考えはすてて

いただき、何をするにも皆様の御

協力がなければ成り立ちません。

青年部会は一致団結し、少数精鋭

で何事にも取り組み、これからの

奈良県の発展を目指して参ります

ので、ご指導ご鞭撻のほど宜しく

お願い致します。

鋼構造ジャーナル

6月16日号掲載

青年部総会記事

井上新会長就任

卒業会員紹介

（上柿、中岡）

奈良支部コーナー

昨年度奈良支部長 泉岡眞佐樹

先日、久しぶりに夫婦で霊山寺のバラ園を観賞してきま

した。庭園には二百種類・二千株のバラが咲き誇り世界平

和への祈りを込めたバラ庭園とのことです。霊山寺の場所

は、奈良市中町の富雄川沿いに位置する所にあり、早朝こ

の場所に着いた私の目にまず飛び込んできたのがバラでは

なく霊山寺の駐車場のすぐ前にある中辻鉄工所の看板でし

た。「忘れていました」・・・・少し気になり車窓から工場

内を見渡しましたが、鉄骨らしきものは無く閑散としてい

ました。突然の御子息様の事故ではございましたが、同じ

組合仲間として、何も力になれなかった事、彼の笑顔、い

ろいろ思い出す事となりました。庭園に入らなくても中辻

鉄工所から、咲き誇る色とりどりの様々なバラを望むこと

ができます。バラが綺麗だから、私は余計に悲しくなりま

した。

昨年度で私は奈良支部長を退任し、本年度より新支部長

を大勝建設の中嶋様にお願いする事となりましたが、中嶋

様ならば組合仲間のために私が出来なかったことなども、

ご尽力いただけるに違いないと信じております。今後は奈

良支部の会員だけでなく、橿原支部・高田支部の皆様も新

奈良支部長にどうぞご期待ください。

ちなみに上の写真はバラのアイスクリームです。（バラの

香りがしました）
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橿原支部コーナー

橿原支部長 藤田英輝

暑中お見舞い申し上げます。

このたび橿原支部長を拝命いたしました藤田英輝です。

教育認定事業委員会の委員長と兼任になりますがよろしく

お願い致します。

橿原支部は会員数が少ないこともあり、ここ数年、活動

も停滞気味でしたが、やはり奈良県の中心的存在である橿

原が（ただの地理上の中心という話もありますが・・・）

明るく元気に頑張って、鉄構組合をリードしていきましょ

う！

さてさて、特に面白いネタもないので、橿原支部エリア

のマイナー観光案内でも・・・

7月1日～8月31日まで、おふさ観音（観音寺）にて「風

鈴まつり」が開催されています。小さいお寺の境内に無数

に風鈴が吊るされて、涼しい音色を奏でています。お寺の

中に喫茶コーナーがあって、かき氷が販売されているので

すが、これがまた美味い！氷がサクサクふわふわです。あ

えて夏の暑～い日に行くと、意外と風情があって楽しめま

すよ。

おふさ観音（観音寺）

奈良県橿原市小房町6-22 
http://www.ofusa.jp/ 

高田支部コーナー

今期、高田支部長を任された福本です。高田支部は、

今までも、定期的に支部会 ゴルフコンペを開き、懇親を

深めてきました。これからも、参加されていない組合員

にも参加を促し、一層活気ある会にしていきたいです。

また、仕事の受注量や請負単価などの問題についても、

意見を出し合い、今後の鉄鋼業界のプラスにしていきた

いと思います。

賛助会員コーナー

「ウェルテック アオキ」 代表 青木 保

組合員の皆様、平素より格別な

ご愛顧を賜り、誠にありがとうご

ざいます。

当社は、大阪府、奈良県をテリト

リーとし、鉄骨加工関連商品を主に

取り扱う商社です。切断・孔あけ・

開先・溶接に至るまでの機械機器全

般、溶接材料、及びそれらに付帯する消耗品一式を主力商

品として取り扱いお客様に、よりキメ細かな且つ迅速なサ

ービスをモットーにしております。

主に取扱商品とメーカーは、下記の通りになります。今

後とも宜しくお願い致します。

Ⅰ 鍛圧機械関連

ドリルマシン・バンドマシーン・オートボーラー

開先加工機・ショットブラスト・ドリル研磨機

大東精機・タケダ機械・昭和精工・ハタリー精密

新東工業・藤田製作所

Ⅱ 溶接関連

ＣＯ２溶接機・エンジンウェルダー・発電機・溶接ロボッ

ト・ＣＯ２ワイヤー・溶接棒・エンドタブｅｔｃ・パナソ

ニック・ダイヘン・トーキン・デンヨー・新ダイワ・日鉄

住金・神戸製鋼・ＪＦＥ・スノウチ

Ⅲ ボルト関連

トルシアボルト・六角ＨＴＢ・各種ボルト・日鉄住金ボル

テン・月盛工業

Ⅳ 荷造運搬関連

ホイスト・チェーンブロック・各種クランプ・日立・三菱

電機・キトー・双葉・象印・イーグルクランプ

お困りの時は、ご一報を！

ウエルテックアオキ

〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋1-9-13 
℡ 06-6681-4341 Fax 06-6681-4342 

携帯電話 090-5978-2168 
 
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㈱アマダマシンツール様

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。


