
　本年5月より株式会社NaITOの社長となりました坂
井俊司でございます。よろしくお願い申し上げます。

 さて景気はアベノミクスの効果もあり、円安、株高を
背景として大手企業を中心に業績の回復や賃金・ベ
アのアップも見られ、また2020年の東京オリンピック
開催決定やリニアモーターカー路線決定など明るい
兆しが見えてきているように思われます。

 しかし我々機械工具業界の取り巻く状況はまだまだ
好況を実感できないですし、逆に円安が電気代、ガソ
リン代のコストアップの起因となり、デメリットが先行
しており、『なんとなく去年の今頃よりはいいかな・・・』
というのが実情ではないでしょうか。

 こういった状況の中、私どもNaITOとしては今一度、次
の2つのポイントで組合各社の皆様、メーカー様と連
携を強めていきたいと考えております。１つめは、
NaITOの得意とする切削工具の分野をより一層強化
していくこと。またそのためには切削の後工程である
計測の分野にも重点的に取り組み、切削＋測定をパ
ッケージングにした提案も行っていきます。これまで
NaITOが取り組んできた計測についてのノウハウを

皆さんには、NaITO独自でのセミナー開催やプレゼン
テーションにて提供していきたいと考えております。2
つめはこれまで以上に組合各社の皆様との情報交換
を密に行っていきたいと考えております。訪問回数を
増やし、対面営業を大事にし、『何でもNaITOに頼めば
いい』と言っていただけるよう、泥臭くお付き合いして
いきたいと思います。  

 私も岡谷鋼機株式会社の東京本店で、機械工具の仕
事に２６年間携ってきました。岡谷鋼機は直需の商
売形態しかありませんがNaITOは問屋ですので、これ
まで培った経験、仕入先を始めとした業界情報につい
てはNaITO社内よりも、是非とも皆様に活用いただけ
ればと思います。
   製造業の海外移転は円安、現地生産のコストアップ
およびリスクの増大で、一時の『何でも海外生産』とい
う流れはブレーキがかかっています。『日本で作るべ
きものは日本で』、『日本でしかしかできないものは日
本で』という流れもある中で、皆様と一緒に新しい取り
組みを行っていきたいです。
 
  最後に組合各社の皆様のご発展とご健勝をお祈り
申し上げます。

暑中お見舞い申し上げます
(株)NaITO

坂井   俊司

No.15
平 成 2 6 年 8 月 1 日発 行

東京都機械工具商業
協同組合　　北支部
東京都北区昭和町2-1-25
　　　　　　　㈱三新 内
電  話  03 ( 3 894 ) 4 116㈹



　新春恒例の新年賀詞交歓会が、1月8日（水）、午後6
時から、ロイヤルパークホテル「ロイヤルホール」（中央
区日本橋）において開催されました。
　組合員206名（106社）、賛助会員270名（111社）、メ
ーカー84名（45社）をはじめ多数の来賓の方々をお迎
えし、会場内は586名の参加者で、活気溢れる雰囲気で
盛会となりました。　定刻となり、今年の担当支部であ
る城南支部の河野弘一支部長（（株）サニーズ社長）が
司会を行い、開会を宣言した。
　冒頭、斎藤保男理事長（斉藤機工㈱社長）が年頭の
挨拶を行い（挨拶の内容を下欄に掲載）、続いて、来賓
代表として、経済産業省の舩橋善啓 素形材産業室室長
補佐、工業会代表として研削砥石工業会の佐分利孝一

1月18日(土）夜6：00に「第7回北支部新年会」を(有）杉
浦商店の杉浦社長・（株）トナミ商店の越川社長の両新
年会幹事の企画で、都内の素晴らしい夜景を眺めなが
らお食事していただこうと、池袋サンシャイン60（58階）
のモダンダイニング「サンシャイン・クルーズクルーズ」
にて開催致しました。
　新海支部長が忌引き欠席の為代わりに宮川副支部
長より開会・新年の挨拶があり、続いて山崎前支部長の
乾杯のご発声にて開会致しました。
　しばし夜景を楽しみ美味しい料理・お酒を堪能頂い
た後、今回のお楽しみ、紙切りで有名な“林家二楽”師匠
が登場です。まずは、巧みな話術で笑わせつつ、あっと
いう間にお正月らしく「羽根つき」が完成、素晴らしい出
来栄えに満場拍手喝采となりました。続いては、お題を
請けて「神前結婚式」・「オートバイ（ツーリング）」・「ゴ
ルフ」と次々に紙切りの妙技を披露して頂きました。そ
の後、『紙切り教室』が開催されました。全員ハサミと紙
を持ち、二楽先生の指導を受けます。目指すは「猫（顔）」
です。紙を半分に折り、輪郭・目・鼻・口・髭とハサミを入
れていきます。黒い台紙とファイルに挿み一斉に先生に
見せます。「切る人に似てくるものですね」と破顔（笑い）
の先生の評価でした。幹事の妙案・ご苦労で、参加者み
んなが俄か紙切り芸人となり、小さいお子さんも大喜び、
「技」と作品・ハサミもお土産になりました。
　二楽師匠もご一緒に食事とお酒で歓談、大いに盛り
上がった後、当支部恒例の次回新年会幹事の指名とな
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本部・支部だより

会長（（株）ノリタケカンパニーリミテド専務）よりご挨拶
をいただいた。続いて、賛助会員を代表して日進工具
（株） 後藤　勇会長の乾杯ご発声により開宴した。
　途中、恒例の今年の干支（午年）の方々が、組合から
の記念品を受け取って全員壇上に進まれた。年男・年
女を代表して宮川正雄氏（フジマ機工（株）社長）の挨
拶があり、会場から祝福の拍手が送られた。歓談が続く
中、予定の時間となり、髙津　正副理事長（髙津伝動精
機（株）社長）が閉会の辞を述べ、午後7時30分閉会した。
勢91名の参加を得て、明るく、にぎやかな雰囲気の中
で情報交換・交流が行われ盛会となった。午後8時に高
津　正副理事長よりお礼のあいさつがあり、中締めの
後、閉会した。

◎平成26年
東京都機械工具商業協同組合主催
新年賀詞交歓会 盛大に開催

【北支部新年会開催】

り、(有）横田商店の横田謙氏と(有）林光商店の林社長
が選ばれました。最後に、渡辺副支部長の中締めのご
挨拶にてお開きとなりました。笑いと貴重な体験ができ
たとても楽しい新年会でした。16社37名（お子様6名）
の方にご参加頂きました。
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副支部長の渡辺氏　全機工連「かいほう」に記事を投稿か！？

詳しくは「かいほう」最新号
No.139の３ページをご覧下さい。

緊急！！真夏の事変！何を血迷った渡辺さん！？

　副支部長の渡辺敏夫さんが全機工連「かいほう」
に記事を投稿し掲載されました！気になる内容は、
タイトルにあるように「幸せの条件」！幸せってぇのは
こういうことなんじゃないの！？と母校のダイビングク
ラブの後輩に向け真面目に（？）熱いエールを贈って
ます。情熱の漢、渡辺氏のあたたかいメッセージ、
是非ご覧ください。読み応えありますよ！

【お世話になりました】
　永年支部の会員としてお世話になっていた(株)日伝 
東京支店さんが移転の為、H26年3月24日北支部を去
ることになりました。支部活動へのご協力を感謝すると
共に、今後ますますのご発展をお祈りしております　　
　〈新住所〉
〒110-8516　台東区台東4丁目19番18号
電話　03-6838-2600　ＦＡＸ　03-6838-2691
上記移転により、平成26年度から所属支部を、台東支
部に変更となりました

のりたか

　【おめでとうございます】
　祝ご結婚！！　
㈱小橋商店 代表 小橋一郎氏 ご子息 小橋太一　様　
　１月２６日（日）
山崎精工㈱ 代表 山崎泰夫氏 ご子息 山崎規隆　様　
　２月１６日（日）乃木神社にて

　おふた方には、支部規約 慶弔規定 第２項に基づき、
お祝い金をお届け致しました

　3月6日（木）午後6時30分～8時30分、機械工具会館
6階ホールにおいて、25社、65名の方々が参加し、三機
工業(株)様のご協力により、講師に進藤隆英様（機械シ
ステム事業部 営業開発部 部長）をお迎えして開催した。
東機工としては、コンベヤに関係するセミナーは今回が
初めてということから、“コンベヤの基本について学ぼう！”
と呼び掛けたところ、多数の方々に参加していただきま
した。セミナーでは、コンベヤの種類と用途、運ぶものや
状態に合わせた機種選択のポイント、ロボットと組み合
わせた使用例、食品工場での“食の安全・安心”のため
の適用例などについて詳しく教えていただいた。

日時：5月26日（月） 午後5時30分～8時
場所：機械工具会館 6階ホール
 定刻に司会の宮川栄一副理事長が開会を告げた後、
平成25年度に亡くなられた組合員のご冥福を祈り黙祷
を捧げた。続いて斎藤保男理事長のあいさつの後、司
会より、出席者数の報告があり、総会が成立したことを
告げ、斎藤理事長を議長に選出して議案審議に入り、す
べての審議を終えた後、宮川副理事長が、閉会の辞を
述べ総会を終了した。 　

 引き続き、同会場において午後7時より、組合員・賛助
会員合同の懇親会を開催した。来海秀侊副理事長の司
会進行で、斎藤理事長があいさつを行った後、賛助会
員を代表して、大森巌治氏(日立ツール㈱)のご発声で
乾杯が行われ開会した。賛助会員29社47名を含め総
勢91名の参加を得て、明るく、にぎやかな雰囲気の中
で情報交換・交流が行われ盛会となった。
午後8時に高津　正 副理事長よりお礼のあいさつがあ
り、中締めの後、閉会した。

【東機工 第68回通常総会開催】

【東機工 賛助会員講師セミナー開催報告】
「コンベヤの種類と販売のポイント」
コンベヤの基本について学ぶ
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 北支部は、５月２１日（水）午後７時より池袋サンシャ
イン60の58階のレストラン「サンシャイン・クルーズク
ルーズ」にて第7回通常総会を開催しました。司会進行
役の栽松総務部長による開会の辞、新海支部長の挨拶
の後、議事を審議し、予定されていた全ての議事が承
認されました。
 また、本年度予定している行事として、宮川副支部長か
ら６月１８日開催のタブレット、スマホ活用勉強会の説
明、新海支部長から１０月開催予定の支部の集いでの
イベント内容についての説明に続き、共済からお願い
として、とうきょう共済の花山様からお祝いの言葉と共
済の普及活動の説明をしていただきました。
渡辺副支部長の閉会の辞により総会を終了し、引き続
き懇親会を、棚木監査役の挨拶及び乾杯の発声で開催
し、和やかな時をすごし宴酣の所、山崎前支部長の締
めの挨拶にて散会しました。
参加者：２０社２０名

栽松総務部長

　北支部は、６月１８日（水）午後７時より株式会社
NaITO殿の第一会議室にて、「タブレット、スマホの活用
法　通信端末をおもちゃに終わらせない」をテーマに
勉強会を開催致しました。ソフトバンクテレコム様のご
厚意により無償での勉強会開催が出来ました。栽松総
務部長による司会進行で、新海支部長の勉強会開催挨
拶の後、ソフトバンク　首席エヴァンジェリスト（英語で、
伝道師の意）中山　五輪男様がスマートフォンやタブ
レットのビジネスや趣味、実用にとても役に立つソフト
の紹介や、タブレットによる劇的な業務改善事例につ
いてのご紹介をして頂きました。中山様は日本人で2人
しかいないエヴァンジェリストで、もう一人はソフトバン
クの孫　正義社長であるとのお話でした。参加者から
は非常に役に立つ勉強会であったと大好評でありまし
た。講義終了後も質問が多く、質疑応答は時間いっぱい
まで行いました。勉強会終了後、宮川副支部長の閉会
の挨拶にて散会となりました。もう一度受けてみたいと
思わせる中身の濃い勉強会でした。
参加者：15社26名

栽松総務部長

総会開催

勉強会開催
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２０１４年１～３月期の法人企業統計

　財務省が発表した２０１４年１～３月期の法人企
業統計によると、金融保険業を除く全産業の設備投資
は、前年同期比７．４％増しの１２兆２３０７億円で、
前期（２０１３年１０～１２月期）の４％増しから大
きく伸び、４、四半期連続のプラスと成り業種別では製
造業の設備投資が６．８％増しと大きく伸びたそうです、
日本工作機械工業会が５月に発表した工作機械受注
額も内外需合わせた総額で前年同月比２４，１％増し
の１２０４億９７００万円と言う三か月連続の１２
００億円超えで１０００億円超えは９か月連続、此の
うち内需も前年同月比２５．９％増しと１０か月連続
で増加、鍛圧機械受注額も前年同期比２８％増しなど、
その背景には生産性向上設備促進税制による需要喚
起が有るようです、又超硬工具も前年同月比１４，５％
増しと毎月高水準を保って居るようです。
然し貿易額で昨年アメリカを抜いて世界一に成った中
国経済の減速傾向の広がりや不動産バブルの崩壊、シ
ャドーバンキング問題など注意も必要なようです。

【税あれこれ】
復興特別法人税の１年前倒し廃止

　平成２６年３月３１日で廃止されました。

交際費課税の特例措置の拡充
 （交際費等の額の内、飲食の為に支出する費用の額の
５０％が損金に算入されます、但し、いわゆる社内接待
費は含みません。
　中小法人に係る損金算入の特例の適用期間が２年
間延長され上記の制度と定額控除８００万円との選
択が可能に成りました）

　ゴルフ会員権の譲渡損失と損益通算の範囲
の見直し

 （従来の損益通算及び雑損控除を適用できない資産
の範囲にゴルフ会員権も加えられます）

生産性向上設備投資促進税制の創設
 （生産性向上設備等に該当する一定の金額以上の物
を取得し事業の用に供した場合特別償却或は税額控
除｛当期の法人税の２０％を限度｝を選択適用出来ま
す。機械装置、工具、器具備品、ソフトウエアー等です）

　相続税の最高税率が５５％まで引き上げられます
 （現行、基礎控除５０００万円と一人当たり１０００
万円の控除が、基礎控除３０００万円と一人当り６０
０万円に縮小されます）例えば法定相続人が妻、長女、
長男、３人の場合、従来は５０００万＋１０００万×
３人で８０００万円ですが、改正後は３０００万＋６
００万×３人で４８００万円に成り従来の８０００

万まで無税の所が改正後は４８００万円までが無税
で、２２００万円に課税されます、従来相続税の課税
対象者は東京近郊でも１５％程度でしたが今回の改
正で２倍以上に成り４人に１人が対象と成ると言う試
算も有るそうです、　早めの対応を。

【御存知ですか】
ティーの長さに付いて

 最近ゴルフのティーの長い物にお眼に掛かりますが、
ティーの長さは４インチ以下と決められて
居るそうですので、まだまだ長いティーが出て来るかも
しれません。

平均貯蓄額のからくり
　先日、総務省が発表した２０１３年度の二人以上の
世帯の貯蓄額の平均値は１７３９万円でした、勤労者
世帯に限った平均値は１２４４万円だそうです、そし
てもう一つ中央値と言うのが有ります、此れは平均値１
７３９万円の時の中央値は１０２３万円、勤労者世
帯の平均値１２４４万円の時の中央値は７３５万円
でした、実感としては中央値の方が当てはまる様ですが、
貯蓄の高い世帯が平均値を押し上げて居るのです。
（例、貯蓄額０円、１００万円、２０００万円の３人が
居た場合考えて見ましょう。３人の中央値は１００万
円ですが、平均値は貯蓄の高い人に引きずられた結果
７００万円にまで上がって仕舞います）

【アンチエイジング（いつまでも若 し々く）】
長生きをする人の身体能力

　ロンドン大学の報告によると、５万人以上の身体能
力データを解析した結果、（１）握力（２）歩行速度（３）
椅子から立ち上がる時間（４）開眼片足立の時間、が上
位グループと下位グループの死亡率を比べると、明ら
かな差が認められるそうです、上の四つの身体能力が
高い人は長生きが出来る可能性が高いそうです、日常
に少し意識するだけでトレーニングをすることが出来ま
す、同世代の人より早く歩く、片足で靴下をはく、誰より
早く椅子から立つ、コマーシャルタイムにさっと立ち上
がり片足立ちと手を開いたり握ったり此れを癖にして
出来る事から始めては如何ですか。

適度な運動で基礎代謝を上げよう
　健康な人の体温は３６．５～３７．０度とされてい
ますが、最近では平熱が３６度以下の人が多くなって
居るそうです、体が冷えると代謝が悪くなり病気に掛り
やすくなります、誰でも持っている免疫力（自然治癒力）
此の中心を担っているのが「白血球」です、人間の体温
が１度下がると「白血球」の働きは３０％以上下がり、
逆に１度上がると一時的に５～６倍の働きをするとも
言われています、適度の運動で筋肉をつけ基礎代謝を
上げる事を心掛けましょう。



会   報  ・  き  た⑹

Ｃ級グルメ情報

　またうな丼の季節がやって来た。今年は「松屋」がうな丼戦争から撤退してしまった。　近頃で
は牛丼屋ばかりでなく、寿司屋でもうな丼を出す様になっている。今年は「くら寿司」が参入して
来た。うな丼ばかりでなくうどんも出しているので、寿司屋に行って寿司を食わずに、うな丼とうど
んで済ませる事も出来るという何とも妙な時代である。
　今回も一通り食べてみた、私の好みでは、値段的には「くら寿司」、品質的には「すき屋」。　総
合的には1位「くら寿司」￥580、2位「すき屋」￥740、3位、「吉野家」￥730、と言う所だが、皆さ
んのご意見は如何だろうか。値段から言ったら皆頑張っていると思う。がしかし、何処から来て中
に何が含まれているかを考えると、安いからと言って喜んでも居られない。その代表が250円弁
当だと言う。その道のプロに言わせると、どう考えてもまともな食材を使っていたら、こんな値段で
出来る筈が無いと言う。そこはそれなりにそれなりの食材が入るルートも有るとか無いとか。何
事も程々が良く、度が過ぎるのは考え物の様である。
　最近「お見事」と言える物に三つ出合えた。

　大ぶりのアジのフライが2枚付いて来る、1枚でもいいのだが2枚付けるとか
なりのボリュームになる、これが嬉しい。千住市場の中にあるお店なので鮮度
もいい。他に「とくだ屋丼」と言う海鮮丼やカキフライも美味い。但し残念ながら
市場のお店なので夜はやっていない。ランチを狙うしかない。

★その1：「大アジフライ定食2枚付」￥900

★その2：「ホワホワハンバーグ定食」￥880

「とくだ屋（旧 徳田屋食堂）」　TEL03-3879-2805
営業：AM8：00～PM3：00　日際日と市場休日は休み。
※：京成「千住大橋」駅の向かい側、4号線沿いに市場の入口が有り、それを入って
　右側7軒目のお店。

　ブランド牛では無いと言うが厳選された牛肉で出来ている事が良く分かる。
熱せられた鉄板に、表面だけ火の通ったハンバーグが乗せられて来る、火の通
り具合は自分で調節する。生でも充分食せる肉だそうで、これが実に美味い。
小さいので物足りなく見えるが、食べると実に濃い旨味が口中に広がる。2個
付け、3個付けも出来、その他にステーキも有り、2種のコラボも出来る。

「花もえぎ」　TEL048-282-3617
◇ホワホワハンバ－グセット￥880+税
◇ステーキセット（ハンバーグ2個とステーキ小）￥1490+税
　（セットは、ライス、味噌汁、デザート、ドリンク付き）
※：川口市本蓮、高速の高架下の道添い。

★その3：「タンシチュー」（和風）￥950

　これは、西日暮里に最近開店した飲み屋で出すタンシチューなのだが、これが安くて美味い。所謂、
根岸「香味屋」で出す様なこってりした洋食屋のタンシチュではなく、和風と言うか、こくが有るのにしつ
こく無い、歌舞伎座裏の「銀の塔」のタンシチューの系統の味である。この味がこの値段で食べられると
言うのは実にお食い得だと思う。店長が牛タン料理屋の出で、特別メニューとして牛タン料理を出して
いると言う。他に「炙りタン」も旨い。勿論刺身や居酒屋メニューも有り楽しめるお店である。尾久駅前
「たらく」の系統と言うと解る人も居ると思う。

「牛タン酒肴　雅　～みやび～」　TEL03-3805-0332
※：JR西日暮里より徒歩3分。駅前の通りを右、王将を左に見て通り過ぎ、京成のガードをくぐってすぐ右側に有る。
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＠「とくだ屋（旧 徳田屋食堂）」

＠「花もえぎ」

＠「牛タン酒肴　雅　～みやび～」



　さあ愈々京都に向け歩き出しましょう、然し京都三条大橋
まで百二十六里六町一間約４９５ｋｍ準備はしっかりしな
いといけません。先ず地図が必要ですね、私は五街道ウオ
ーク事務局の東海道五十三次（￥8,480-）と言う地図を使
いました。
 さて初めに日本橋を見て見ましょう、明治44年（1911年）
に出来た橋で中央の麒麟像は伝説の麒麟に翼が有ります
飛躍する首都を現すのでしょうか、東野圭吾の小説や映画
にも成りましたね、親柱の獅子像に見送られて出発です。１
号線を進みます、京橋三丁目の所に昔の京橋の擬宝珠が
有り、近くに江戸歌舞伎発祥の地の碑なども、銀座四丁目
から八丁目を通り新橋、浜松町を過ぎ芝大門の手前に「芝
大神宮」が有ります、御鎮座一千年の歴史が有り縁結びの
パワースポットとしても近年人気が有る様です、高い階段
を上りお参りをしたら又１号線に戻り、芝大門から金杉橋
を抜け田町駅の少し手前に、西郷隆盛と勝海舟の会見の
碑が有ります、矢張り泉岳寺には寄らない訳にはいかない
のでは、我々に関係の深い吉良鉄工所の有る吉良の殿さ
まの評判は地元ではとても良い様ですが？　品川駅を過
ぎ八山橋を渡り北品川商店街（旧東海道）に入ります、北品
川に徳川家光が沢庵禅師を招いて開祖した東海寺の門前
に問答河岸跡が有ります、家光が見送りに出た沢庵に「海
近く東（遠）海寺とは如何に」と訪うと「大軍を率いても将
（小）軍と言うがごとし」と答えたと言う。
　京急青物横丁駅の手前に品川寺（ほんせんじ）が有りま
す江戸六地蔵の一つですが青銅製の大仏様の様な大きさ
です、京急鮫洲駅おなじみの運転免許証の鮫洲です、でも
昔は此の辺りでもサメが取れサメのお腹から観音像が出
て其れを祀ったお寺が海晏寺に成り、頭を祀った神社が鮫
洲神社そして地名も鮫洲に成ったとか？　
　立会川に架かる涙橋（浜川橋）昔鈴が森の刑場で処刑され
る罪人と縁者が涙の別れをした所です、愈々鈴が森の刑場跡
です慶安４年（１６５１）幕府に依って設けられた刑場で、火
炙りには鉄の棒を使うので丸い穴の石が磔には四角い材木
を使うので四角い穴の石が残されて居ます、「見学後は合掌
し受刑諸霊の冥福を祈りましょう」との注意書きが有りますよ、
見せしめの為とはいえ各街道沿いに刑場を設けるとは何時
の時代でも悪い事をする人は絶えないのですね。京急大森
海岸駅の少し先に、鈴が森の地名にも成った磐井神社（社
宝の石を叩くと鈴の音の様な音がする）が有ります、又国道
１号線に入り東蒲田、南蒲田、東六郷と進み六郷川（多摩
川）を渡ります、新六郷橋を渡り橋の袂を右に旧道に入りま
す、愈々川崎です、田中本陣跡や問屋場跡などを見ながら
京急の「八丁畷」（はっちょうなわて）駅に、踏切の手前に芭
蕉の句碑が有り「麦の穂を頼りに掴む別れかな」此の句を
詠んだ五ヶ月後に大阪で没したそうです、鶴見川を渡りＪ
Ｒ鶴見線「国道」駅は必見です、少し進むと魚河岸通りは今も
魚屋さんが沢山軒を並べて居ます、そしてあの有名な幕末
の生麦事件の発生現場が有ります、英国人３人が行列の先
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東海道五十三次を歩いて見ませんか②東海道五十三次を歩いて見ませんか②東海道五十三次を歩いて見ませんか②
を横切って薩摩藩の藩士に切られた現場です、さて第一京
浜に出る手前にキリンビールの工場が有ります、試飲も出
来ますがチョット一杯を飲みすぎると後が歩けませんよ。
ＪＲ東神奈川駅の少し先を又旧道に入り保土ヶ谷宿に、保
土ヶ谷の由来は柳田国男の説では女性器（ほと）に由来す
るとか？奥まった窪みの様な谷間を表すそうです、ＪＲ保
土ヶ谷駅を過ぎると「権太坂」が有ります、今は左程では有
りませんが旅人が余りの険しさに此の坂はと名前を聞かれ
た老人が自分の名前を聞かれたと思い「権太」と答えたの
で「権太坂」と成ったのだそうです。
　愈々、武蔵の国から相模の国へ境に境木地蔵が有ります
大きな欅の木が目印です、環状二号線の上の品濃歩道橋
を渡り進むと戸塚の宿に到着です、あの有名な開かずの踏
切です、吉田元首相が大礒の私邸から国会に来るのに余り
に開かないので腹を立て横浜新道を作らせたそうですが
今は箱根マラソンも此の横浜新道を通る様に成ったそうで
す。今は立体交差に成った渋滞の新名所「原宿」を過ぎ「遊
行寺」の坂を下り藤沢の交差点を右に曲がると、奥州平泉
で敗れた義経の首を鎌倉で首実検した後捨てられた首を
村人が拾い洗い清めて葬った「義経首塚」が有ります、引地
川を渡り又一号線に合流、日本橋より１３里との一里塚の
跡が有ります、更に進むと茅ヶ崎を過ぎ小出川（旧相模川）
の橋脚が有りますが頼朝が橋の開通式に参列し帰りに義
経一行の亡霊に驚いて馬から落馬し此れが元で翌年の正
月に亡く成ったそうです。
　相模川（馬入川）を渡りＪＲ平塚駅前を通り大礒に向か
います、平塚の由来も坂東平氏の始祖「真砂子」が此処で
亡く成り葬って「たいらつか」と言ったのが今では平塚に成
った様です、大磯は平安末期に相模の国の国府が置かれ
「曽我物語」のヒロインの遊女「虎御前」の舞台にも成った
地ですが、明治に入り初代総理の「伊藤博文」が屋敷を建
てたので「山県有朋」や「大隈重信」「西園寺公望」「原啓」な
どがこぞって別荘を建てたそうです、そして小磯に入ります、
昔は小磯城が有り戦いの刀を洗った血洗川なども有ります、
一号線を更に進み「二の宮」「国府津」に成ります「国府津」
の地名は昔此処に相模の国の国府が有り又港（津）が有っ
たので国府津と成ったのだそうです、さあ愈 「々酒匂川」を
渡り「小田原宿」に到着です、此の「酒匂川」は江戸幕府が
江戸の防衛上橋も渡し船も許さず旅人は歩いて渡ったの
だそうです、御存知「蒲鉾」が名産ですが此処に「唐人町」と
言う地名が今も残り明国の遭難者を保護し此処に住まわ
せたのだそうです、又有名な「外郎」（ういろう）のお店も有
りますが昔「陳外郎」と言う人が作ったお菓子です、小田原
城もコースでは有りませんがチョット寄り道をして、お城の
周りは当時の雰囲気を残す様に建物にも気を使って居ま
す、城内には動物園も有り私が行った時は象さんが一匹居
ましたが今も元気にして居るのでしょうか？　さあ愈々箱根
越えですが英気を養う為今日は此処までにして次回は箱
根越えから始めましょう。　お疲れさまでした。



『田母神戦争大学』
心配しなくても中国と戦争にはなりません
（自衛隊の方が強いから）
　田母神俊雄ｘ石井義哲　著
　産経新聞出版　￥１２００－

『悪韓論』
　室谷克実　著
　新潮新書　￥７２０－
１０万部を突破する勢いの売れ行きだそうです

『歴史街道　（６月号）』
　ＰＨＰ研究所　￥６４８－
特集、あの戦いから１２０年「日清戦争」
「荒木村重の謎」

『ＷｉＬＬ　（７月号）』
　ワック出版　￥８００－
「美味しんぼ」鼻血デマの実害
セォウル号沈没事故
「文藝春秋」「正論」など最近の雑誌は
少し右寄りの方が売れる様ですね
　　　
『吉原裏同心』
　１～２１号までお馴染
　佐伯泰秀　著
　光文社文庫　各巻￥５７６＋税

全部買うと大変です、アイパットかキンドルで
読みましょう？

 東証一部上場のねじメーカーである日東精工株式会社は、京都府綾部市に本社を置き創業７６年になるねじ
メーカーです。多種類のねじ，自動ねじ締め機、ねじ締めロボット、計測制御機器などを作っていますが、特に精
密ねじでは日本一のシェアを誇っています。現代の文明社会にねじは無くてはならない物、自動車、パソコン、家
電製品から人工衛星にいたるまで、目立たない所でとても役に立っています。例えばB747旅客機には３００本
近いねじが使われているそうです。その内の１本でも欠けたり緩んだりしたら大事故に繋がりかねません。そん
なに大きい役割が有るのに精密ねじ１本の平均卸値は１円以下だそうです。割に合わない仕事のようですが、
それだけに製造技術だけでなくモチベーションを保つ人づくりが大切になります。モノとモノをつなげるねじを
作るこの会社は、人と人とのつながりも大切と考えて人財教育にも力を入れていています。この本は社員研修用
のオリジナルテキスト『リーダーハンドブック』、『経営幹部のガイドライン』、『ザ･プロフェッショナルへの道』を編
集して一般の方向けに一冊にまとめた物です。ねじはきちんと締めるのが基本ですが、ただ強く締めれば良いの
ではなく接着や溶接と違い、必要に応じて緩めたり外したりできることも重要です。程よい締め加減が大切だし、
多くの種類から適材適所を考える必要が有ったり、おねじとめねじでパートナーが大事だったりと、人の生き方
との共通点も見えてきましたね。
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夏休み木陰で一冊
たまには木陰でこんな本も如何ですか

オリジナル名刺・封筒・伝票・社内報など印刷はなんでもやります。デザインから編集・印刷まで三宏印刷株式会社  TEL 03-3810-0035

　日東精工株式会社企画室　著
   ポプラ社（１ ,０００円＋税）

ひとつ欠けても、成り立たない。「ねじ」も「会社」も同じです。
『「人生の『ねじ』を巻く７７の教え」』


