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　暑中お見舞い申し上げます。
　北支部の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、皆様には平素よ
り組合活動にご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、私は昨年６月に全機工連会長を拝命し、はや一年が経過いたしました。
　就任当時のごあいさつでは、皆さんには次のように申し上げました。「昨今私ども経営者には『働き方
改革』をテーマとして様々な変革を求められています。これまで認められてきた長時間労働、サービス残
業、また営業手法として美徳のように語られてきた夜討ち朝駆けといった個人の犠牲で成り立っている
ような仕事のやり方、やらせ方は全く認められなくなっています。労働力人口の減少が続く中、各企業は
もちろん、この機工業界でもより一層の人材の確保が厳しくなってきます。その中で如何に魅力ある会社
にするか、夢のある業界にしていくのかを皆様と真剣に考えていきたいと思います。全機工連の活動を
通して、どういう風に『働き方改革』を推進するのか、どうすれば魅力ある会社になるのかを探求できる場
が提供できればと考えています。また、経営者の意識向上や経営力 UP につながる教育の機会を設ける
ことも必要かと思います。」
　先の国会では『働き方改革法』が成立し、我々も企業として、経営者としてこの課題に取り組んでいか
なければなりません。単に時間外労働を減らすだけではなく、いかに業務の効率化、事務の合理化を進
め、お客様や仕入先との調整を行い合意形成をしていくか、社員との中でどういう風に納得感のある職
場を作っていくか等、たくさんの課題があります。
　最近では RPA（Robotic Process Automation）といった事務作業の自動化や、手書き書類の読み取
り精度の向上で間接業務の削減の可能性は大きくなってきました。
　しかし、この機械工具商の会員の間でも、規模の違い、ビジネススタイルの違い、またエンドユーザー
や業態の違いなどで、その対応方法は自ずと一様ではありません。また一言で働き方改革に取り組もう
と言っても、「いったいどうやって取り組んだらいいのか」という状態かもしれません。改めて全機工連か
らも具体的な取組方針を近日中に提示いたしますが、北支部の皆様も是非とも興味を持って取り組みを
進めていただければと思います。その上で皆様の会社の生産性の向上と、社員のモチベーションアップ
に繋がる施策が生まれればと願っています。
　最後になりましたが、これらの取り組みが魅力ある会社、業界への成長へと繋がり、更には北支部の皆
様の会社の発展に繋がることをご祈念いたします。

暑中お見舞い
株式会社 ＮａＩＴＯ

取締役社長　坂　井　俊　司
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本部・支部だより

【東機工 平成30年新年賀詞交歓会
 盛大に開催】  2018.01.11

　平成 30 年 1 月 11 日（木）ロイヤルパークホテルにお
いて、組合員 97 社 217 名、賛助会員・メーカ ー・友好
団体・ご来賓様 175 社 389 名の参加により盛大に開
催されました。オープニングはお姉さま方に よる木遣り
唄で始まり、お正月に相応しい踊りをご披露いただきま
した。あいさつに立った小池達夫理事長 は、組合員数の
減少にふれ「組合員は減少しているが、東機工 250 社
の組織力は確固たるものがある。今年 も組合員をはじ
め組合員会社の社員の方々が多く参加できる事業を展
開したい。」 と述べられました。ご来賓 として、経済産業
省素形材産業室の駒井友美室長補佐、全機工連の坂井
俊司会長（㈱NaITO 社長）からもご 祝辞をいただきまし
た。 今年の年男・年女は 26 名で担当した港支部推薦
の「麻布かりんと」を記念品としてお渡ししました。 乾杯
の発声は小林哲也港支部長が行い、出席者があちらこ
ちらで懇親を深めておりました。 
（北支部より9社16名参加）

【支部新年会開催】
2018.01.20

　第 11 回新年会を 1 月 20 日（土）午後６時半よ
りホテル雅叙園東京にて開催いたしました。 美と匠
の祭典「百段階段見学ツアーとお食事」というプラン
を使い、16 社 42 名が参加しました。 昭和 10 年に
建てられた現存する唯一の木造建築で、食事を楽し
み、晴れやかな宴が行われた７部屋が 99 段 の長
い階段廊下で繋がっています。 部屋はそれぞれ趣
向が異なり、天井や欄間には当時屈指の著名な画
家達が作り上げた絢爛豪華な部屋を拝見し ました。
また、百段雛まつりを同時開催しており近江・美濃・
飛騨のお雛様が各部屋に所狭しと置かれ、古き 良
き時代の暮らしを垣間見ることが出来ました。 見学
後はホテル内の中華料理「旬遊紀」に席を移し、新
海総務委員の司会で開会、宮川支部長 のご挨拶、
佐藤副支部長の乾杯でスタート、途中ゲスト参加の
一條事務局長、八鍬事務局員のご紹介と、株式 会社
ハイカット松本寛子さんの結婚の報告とお祝いをま
じえ２時間の会食後、渡辺副支部長の中締め挨拶
で散 会となりました。恒例の次回新年会幹事の指名
は株式会社ハイカットさんと株式会社 NaITO さん
に決定しま した。 
（担当幹事）宮川支部長、新海総務委員 
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ギャラリーや過去の会報アーカイブなどご覧いただけます。
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　平成 30 年 2 月 14 日（水）、総務教育広報委員会
主催による教養セミナーを開催し約 40 名の方々が
出席し ました。講師に東洋史学者 宮脇 淳子さんをお
招きし「アジアの人たちとわれわれはどうつき合うべ
きか」 をテーマに、それぞれの国の（民族の）歴史とと
もにある文化の違いを認識することが大切であると、
大変楽 しくご教授いただきました。私たちの周りには
多くの外国人がおり、特にアジアの人たちが職場の中
にもおり ます。文化の違いは常識の違いであることを
セミナーを通じて学んでいただきました。 開催日が 2 
月 14 日バレンタインデーでもありましたので、細やか
ですがチョコレートをお配りさせていた だきました。       
                                         （北支部より3社4名参加）

【東機工青年部会新年会開催】
2018.02.06

　平成 30 年 2 月 6 日（火）、青年部会新年会が東京・
上野、水月ホテル鴎外荘で青年部会員、東機工正副理事 
長・支部長が参加し開催されました。水月ホテル鴎外荘
は森鴎外が実際に暮らしていた建物で、今もそのまま 保
存されて使用されています。 青年部会は昨年 11 月に「全
機工連若手交流会」を主催し、大変大きな役割を果たし
たこともあり、和気あい あいとした新年会でした。

【東機工 教養セミナー開催】
2018.02.14

　1 月 25 日（木）江東区若洲ゴルフリンクスで、本部
主催としては 15 年ぶりに「東機工設立 70 周年記念
ゴ ルフコンペ」（実行委員長：河野弘一福利厚生委
員長）を開催しました。1 月 22 日には都内で 20 セン
チも の積雪があり、開催が危ぶまれましたが、ゴルフ
場の懸命の除雪作業もあり好天の中で 26 人の参加
者が競い 合いました。各賞には河野実行委員長より
商品が渡されました。朝早くからご苦労様でした。 

【東機工設立 70 周年記念ゴルフコンペ開催】
2018.01.25

← 優勝した今井茂さん

文豪・森鷗外ゆかりの水月ホテル鴎外荘にて→

　中小企業が悩む後継者不在の問題を解決する手
法として、M＆Aに注目が集まっています。M＆Aと聞
くと、 大企業同士の M＆A をイメージしがちですが、
件数で見た場合、実はM＆Aの多数を占めるのは中
小企業が絡 むものです。日本国内における M＆A の
件数は、増加傾向にあります。中小企業において、売り
手の最大の動 機は、事業承継です。子どもがいなかっ
たり、また、いたとしても“家業”を継ぐ意思や資質がな
かった り・・・。オーナー社長としては、苦労して続
けてきた会社を畳んでしまうのは忍びなく、取引先や

【東機工 教養セミナー開催】
2018.05.14

付き合い のある同業者に事情を話して引き受けても
らうといったケースが少なくありません。この様な課題
に対しみず ほ銀行法人マーケティング部　戦略対応
チーム担当部長　能戸 勝也 氏
をお招きし、中小企業の M&A
の実態に ついてお話しいただ
きました。質問も多く出され、充
実したセミナーが出来ました。
（総務教育広報委員会主催）
（北支部より2社 2名参加）
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【支部総会開催】
2018.05.16

　北支部は、５月１６日（水）午後６時３０分より、
上野精養軒３１５３ ( 西郷さん ) 店にて第１１回
通常総会 を開催致しました。司会進行役の栽松総
務部長による開会の辞、宮川支部長を議長に選任し
議事を審議、承認 致しました次に本年度予定してい
る行事として、越川総務委員からセコツール社長を
講師に招いての「グロー バル企業から見た日本の
工具業界」（6月）についての説明があり、続いて杉
浦総務委員より「江の島　地引き網」（10月）を江東
支部と共催する旨の説明がありました。その後、あん
しん財団より組合が奨励する保 険について説明が

　5月23日（水）午後5時30分より、機械工具会館
6 階ホールにて東機工第 72 回通常総会が開催され
まし た。総会には本人出席 37 名、委任状出席 137
名が参加し、小林副理事長から総会が成立していると
の報告が ありました。 　冒頭あいさつに立った小池
理事長は、「人材マネジメント、人事ポリシー等につい
て、各社と情報交換を 行ってみたいところですが、そ
れらが巧くいくか、行かないかは『場づくり』次第だと
思います。活動の場づ くり、安心できる場づくり・・・・
『場づくり』はあらゆる活動の共通テーマです。『場』は、
瞬間の雰囲気 や可能性を生み出します。より良い
『場』がつくれるようになると、不可能だと思ってあきら
めていたことに 可能性を感じ、予想外の展開が生ま
れ、問題があってもアプローチ出来るなど、活動の質
が変わります。釈迦 に説法で恐縮ですが、組合活動
は、その『場づくり』こそが、存在意義です。」と強く訴え
られました。 会議は一條事務局長から提出議案が説
明され、各議案とも提案どおり承認されました。総会後
開催された総会懇親会では、関谷副理事長、全機工連
の坂井会長があいさつされ、3月入局の八鍬範子さん
も紹介されまし た。乾杯は、賛助会員幹事会社の日本

【東機工第７２回通常総会開催】
2018.05.23

精工㈱東京支社長　片岩　浩さんの力強いご発声で
開会しました。総会懇親会は 77 名の出席があり、和
やかな雰囲気の中で行われました。

ありました。渡辺副支部長の閉会の辞により総会を
終了し、引き続き懇親会を行いました。 羽岡監査役
の挨拶と乾杯の発声で開催し、和やかな時をすごし
宴酣の所、新海本部副理事長の締めの挨拶に て散
会しました。なお、今回は本部の一條さんと上野で偶
然お会いしまして、総会に参加をして頂きました。
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【講演会開催】
2018.06.06

　支部は、６月６日（水）午後７時よりセコツールズ
ジャパン㈱の代表取締役社長である靏久達也氏を
お招きして講演会を開催致しました。場所は例年通
り、株式会社NaITO 殿の第一会議室をお借り致しま
した。トークテーマは「グローバル企業から見た日本
の工具業界」ということでありましたが、靏久様はか
つて NaITO 殿の社員で海外事業所勤務が長く、そ
の経験からのお話をプロローグとして、現在率いて
いるセコツールズへ転職された経緯やそこでの企
業文化を通じて「ＫＡＮ」をキーワードにしたお話を
して頂きました。まず美しい組織を作るためには
「必要でないことをする」→「親密さを作り出す」→
「醜くあろう」→「不完全であり続ける」という原則が
あるというお話をされました。このメソッドは、かつて
所属していた企業が苦境にあった際に再生へ向け
たプロセスで活用されたとのお話でした。

そしてキーワードとなる「ＫＡＮ」について、我々の
業界は案外「勘」が必要なのでＡＩなどにすぐには
置き換えられないのではないかと講演の中で話さ
れていたのが印象的でありました。講演後、活発な
質疑応答がありまして、会がお開きとなりました後は
近くの居酒屋で靏久さんと旧知の仲を温める懇親会
を遅くまで行いました。　参加人数　16社２２名

【OB・OG会開催】
2018.05.26

　発起人の ( 株 ) 原機工の原清武会長・（有）羽岡
工具店の羽岡尾敏夫会長・( 株 ) 昭和の佐藤満男
会長の「北支部、旧城北支部、京北支部のOB・OG
の皆様で一夕を集まり旧遊を温めたいと考え会を計
画致しました。IT,AI, スマホ、タブレット等、デジタル
の時代に、ソロバンに自転車などの古き良き時代を
過ごした皆様とアナログなお話しで過ごせればと考
えております。会長とか会則などは作らず、会費等も
集まるときに徴収すると言うルーズでアナログな会
を目指して居ります、唯一 65 歳以上の方々に限定
し、出来ればご夫妻で参加を呼びかけたいと考えて
おります。」という御趣意のもと第一回目、を5月26
日（土）午後12時30分よりホテルメトロポリタン「桂
林」にて北支部『OB・OG会』を開催いたしました。
「桂林」美味しい中華料理を楽しみながら昔話しや
近況報告に話も盛り上がりあっという間の 2 時間で
した。　参加者は13名でした。

セコ・ツールズ・ジャパン株式会社

多用途向け工具　サイドカッタシリーズ
多機能加工性能を活用しての溝加工や
平面加工およびプランジング加工や
形状倣い加工、さらに多彩な刃先Ｒ選択による
高効率な生産性向上が可能です。

DISC MILLING
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　今回は、ハイブリッドカー・モーターカーのお話
　駆動用モーター搭載の車両が最近増えてきました。
静かで、燃費が良くお財布に優しい車って感じですね！
オーナーにもよりますが、新車で買って３年から５年
くらい乗るのが半数くらいで、それ以上乗り続ける方
も多くいます。
　電池搭載車で問題なのは、５年以上乗る方です。
車は乗っていると必ず劣化や消耗が進み整備が必要
になりますが、電池搭載車は通常整備に加え充電装
置や電池の点検整備も必要になってきます。せっかく
日常の経費が安く済んでいても電池の交換や充電装
置の整備に多額の整備代金が掛かってはあまり良い
話ではありません。
　ここで問題なのは、買ってから廃棄するまでのトー
タルコストです。５年以上乗る場合は良く考えた方が
良い所です。地球環境を守るためにコスト高を承知で
乗るのであれば問題ないと考える方も多くいるとも思
いますが、最終処分時には大量の CO2 を発生させて
それほど今のところはメリットが多くありません。この
最終処分の問題は、ハイブリッドカー制作当初から密
かに議論されて来ましたが、あと数年で公表義務が来
ます。この時までに最終処分の問題が解決しなければ
ハイブリッドカー・モーターカーは非常に立場の悪い
事になるでしょう。

【第34回青年部会総会開催】
2018.06.18

【全機工連平成30年度通常総会開催】
2018.06.19

　6 月 18 日 ( 月）午後 6 時 30
分より、機械工具会館3階会議室
において、第34回通常総会を開
催しました。 出席者は、部会員12
名、事務局2名、新聞社2名、相
談役 3 名、来賓 1 名が参加。 菰
田副部会長の司会進行ではじま
り、原部会長の挨拶では、今期は部会員 同士の交流を
さらに深め、勉強会など積極的に行い、青年部を盛り
上げて いきましょうとのことでした。続いて、宮川青年
部担当副理事長よりご挨 拶を頂きまして、議案審議に
入り、平成29年度事業報告、決算報告、 会計監査報
告、平成30年度事業計画 (案）、予算 (案）の議案が、
満場一致 で承認されました。菰田副部会長より新部
会員2名の紹介があり、最後に 添原事業担当副部会
長の閉会の挨拶の後、場所を移し懇親会会場の「祇園 
邸　田町店」にて来海総務担当の司会進行、新海相談
役の乾杯で始まり、 大いに盛り上がりました。宴たけな
わの中、杉浦相談役の中締めにて散会 となりました。

　全機工連平成 30 年度通常総
会は、6月19日（火）14時より、
東京芝：機械工具会館で開催さ
れました。 会議は八鍬範子氏（全
機工連事務局）の司会で始まり、
坂井俊司会長が就任 2 年目に入
る 思いを挨拶されました。議事
は、坂井会長が議長となり、第1号議案から第6号議
案まで 一條茂事務局長が提案。それぞれの議案が提
案通り承認されました。平成 30 年度の通常 総会は、
大きなテーマとして7年前から活動をしてきた、人材
開発委員会、IT・情報委員 会、広報委員会の今後に
ついて議論しました。その結果、各委員会は以下のよ
うな活動を 今後の主たる活動とすることを確認しまし
た。 ・ 人材開発委員会→若手交流会運営委員会に改
組。IT・情報委員会→役割終了 ・ 広報委員会→全機
工連のPR活動強化、かいほうのあり方検討。 また、人
材開発委員会が取り組んできた、全国的な研修や人
材育成の活動の趣旨を継承し 、全機工連は、下記の
全国的統一活動を展開します。全機工連は、「働き方
改革」にかか わる勉強会を全国各地で開催する組
合・機工会の会議等で実施することを平成 30 年度
の統一活動とします。 また、富山機械工具商業会の全
機工連入会を全会一致で決定いたしました。

今後の予定

8/3( 金 )

10/13( 土）

1/10( 木 )

1/19( 土 )

東機工　永年勤続表彰式・サマーフェスタ
目黒雅叙園 にて
北支部　支部の集い　江の島　地引網
※江東支部と合同開催

東機工　新年賀詞交歓会
ロイヤルパークホテルにて

支部新年会　場所未定

地引網＆BBQ
IN　江ノ島

地引網＆BBQ
IN　江ノ島

北支部・江東支部合同企画

担　  当：　㈲杉浦商店　杉浦秀明

携　  帯：　090-3433-2325

アドレス：　hide-sugiura＠sugiura-s.biz

日　　　付 10月13日（土）

集合時間 現地11時集合

集合場所 殿網（とのあみ）

 片瀬江ノ島駅から徒歩8分

 神奈川県藤沢市片瀬海岸3-26-15

 TEL：0466-50-2333

スケジュール

（えのしま3号　新宿発9:40→片瀬江ノ島着10:42）　

 11：30～12：00　地引網体験

 12：00～14：00　べーべキュー

 14：00　解散

（ロマンスカー　片瀬江ノ島発15：19→新宿着16：27）
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Ｃ級グルメ情報
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　食通と言うか食にこだわる人には　この食べ方でな
いとダメと言う人が居る。
　お店にも食べ方を指定する店が有る。「これは塩で
食べて下さい。」とか「これはあまり火を通さないで食
べて下さい。」とか「このお酒は冷で飲んで下さい。」
とか「うちではこのお酒はお燗出来ません。」とか色々
有る。いつも「人の好みなんだから何でもいいんじゃ
ないの？」と思ってしまう。
せいぜい「お醤油でもいいんですけど　お塩の方が
味が引き立つと思うので　お塩でも召し上がってみて
下さい。」ぐらいな事を言われれば「そうか　それじ
ゃあ食べてみようかな」と言う気になる。それを頭ご
なしに言われるとカチンと来てしまうのは私だけでは
無いと思うのですがねえ。
お酒に関しては　ほとんどのお酒はちょっと温めた方
が旨くなると思っている。
勿論「私にとって」であります。　全てと言わないのは、
一度温めたらすっごくまずくなってしまったお酒に出会
ったことが有るので、冷たい方がおいしいお酒は確か
に有ります。
　天ぷらは　塩も悪くはないが天つゆ大好きだし、ヤ
キトリだって塩も旨いと思うがタレ大好きだし、トンカ
ツなんかソースも良いが醤油だって旨い。私は 2/3
をソースで食べて 1/3 は必ず醤油で食べている。　
もっと言うと昔コッペにコロッケを挟む時、マーガリン
が普通だが私はジャムに挟むのが好きだった。
（いやいや　そんな顔しないで　だまされたと思って
一度やってみて。）そこまで行くとぐちゃぐちゃになって
しまうが、要は好きな様に食べさせてくれって言う事
だ。
　最近チョットした事だが、この方が旨い様な気がす
ると言う食べ物が有る。それは蕎麦なんですが、冷た
くと言うともりで食べるのが普通だと思うのだが、ぶっ
かけと言うか冷がけと言うか　要は冷たいかけそばに
して食べると一味違うような気がする。もりで食べるの
と変わるはずはないと思うのだがやはり一味違う気が
する。最近は冷やしたぬきそばやきつねそばも普通に
出回っているが　ちょっと前までは無かった気がする。
これはぶっかけうどんが東京に進出してからではなか
ろうかと思っている。

話しは変わるが　グルメ番組の一つに「孤独のグルメ
」が有る。私もファンの一人です。　最近そこで紹介
されたお店がＪＲ三河島駅の近くに有る「真実一路」
と言う麻婆豆腐専門のお店だ。ご多分に漏れず　紹
介されてから 3ヶ月くらい　昼は行列　夜は予約で満
席貸し切り状態で札止め。最近になってようやく昼の
行列が無くなったが、夜はまだ札止め状態。テレビの
力は凄いものです。
　私は２年程前このお店が出来た当初に二度ばかり
行った事が有る。当時はこのコーナーでも紹介した事
のある麻婆豆腐専門店「真房」が健在だったので
そちらの印象の方が強く　「ちょっと弱いが真房に近い
味だなあ」くらいの印象だった。
　細 と々営業していて　いつまで続くのかなあと思っ
ていたのが突然の行列満員札止め。当初は何が起き
たのか分からなかったが「孤独のグルメ」と聞いて納
得。
さすらいのいやしん坊としては行かざるを得ない。や
っと行列の途絶えた昼に行ってみた。昼食メニューは
麻婆豆腐のみ、800 円でライスとザーサイがおかわり
自由。辛さは1～5まで選べる。私は2でお願いした。
お味は麻が大変よく効いていてコクも有る。甘くもなく
辛さも2で丁度良かったので　おかわりを2度して大
変満足出来ました。皆さんも近くへ行ったら是非寄っ
てみて下さい。
夜は他のメニューも有るようなのですが　まだ満員札
止めのようです。
　

　また話が変わるが、フランスに6年住んでいた後輩
が一月ほど前に帰って来た。彼の話によると　日本の
フランスパンは美味しいのだがフランスのフランスパ
ンとは全く違うと言う。どう違うかは言葉に出来ないが
フランスのフランスパンの方が圧倒的に旨いと言う。
「え～！」と言う感じだが行った事が無いので何とも言
えない。フランスの水と粉で味が変わるらしい。日本
にもフランスで作った生地を直接取り寄せて作ってい
る所が有るらしいので、それが本物だったら持って来
ると言う。そのうち結果を報告しましょう。

（著・渡辺敏夫）

（著・㈱トナミ商店 越川正典）

　電池の劣化は、使い始めたら使っても使ってなくて
も低下しますが、使用方法によっては非常に長い期間
劣化を最小限に抑える事が出来る為、乗り方が合って
いれば燃費が良く整備時のコストも抑えらえます。
　ハイブリッドカー・モーターカーの効率よい乗り方
は、１回の走行時間・走行距離が長くストップアンド
ゴーの少ない時！この走行以外では、劣化速度を遅ら
せる事が出来ません。バッテリーは、駐車状態でも劣
化してきますので１回に乗る距離が長くても週に１度

しか乗らないオーナーにもお勧め出来ません。
　と言って、私も日産・ノート℮パワーに乗って近所
をウロウロ！そう・・・一番効率が悪い乗り方で乗っ
ています。燃費もせいぜい１７㎞を走る程度で良いと
は言えませんね～
　これから、購入を検討されている方は燃費以外のコ
ストにも目を向けて購入する事をお勧めします。
私は、やっぱりガソリンに頼らざるをえないのかな～
って感じています。

店名：「真実一路」ＴＥＬ03-6806-5232



（選・佐藤満男）
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オリジナル名刺・封筒・伝票・社内報など印刷物はなんでもやります。
デザインから編集・印刷・発送・納品まで

三宏印刷株式会社
東京都北区田端新町1-7-8SKビル1F
ＴＥＬ.03−3810−0035  ＦＡＸ.03−3810−0038

『定年後に夫婦仲良く暮らすコツ』
最後に残るのは伴侶だけ、幸福とは妻の機嫌がいいこと
清水儀範 著　ＫＫベストセラーズ　￥８００＋税
（子供達が巣立ち老後の二人暮らしを楽しく）　

『天才』
石原慎太郎 著　幻冬社文庫　￥５００+税
（この歳になって田中角栄の凄さが骨身にしみた。今年、文
庫本に成って改めて発売された「田中角栄」の本）

『夢の実現』
北原照久 著　トイズプランニング　￥１２００+税
（ツキの１０ヵ条　ツキは「ツイている」と思う人につく!
「開運」なんでも鑑定団のあの鑑定士です） 

『日中開戦』
大石英司 著　中公文庫　￥９００+税
（一巻から八巻まで昼寝のお供に）

『夕景、夜景の正しい撮り方』
学研パプリッシング　￥１２００+税
（こんな写真が撮りたかった。夕焼け、夜景、夏の星空、花火
など、簡単に秀作を？）

『カメラ はじめます』
こいし ゆうか 著　サンクチュアリ出版　￥１２００+税
（覚える事は３っだけ　残念写真にサヨナラ。マンガで分
かるデジタル一眼カメラの教科書（以外に目からウロコ）
（此れからの夏休み星空や花火などを上手に撮る為に如
何がですか））

『ＴＨＥ男前　燻製レシピ７７』
岡野 永裕 著　　山と渓谷社　　￥１２００＋税
（煙の魔法で自信満々のおいしさ。燻製料理の決定版？　
バーベキューのお供に如何ですか）

夏休み木陰で一冊

　５月末に発表された日本工作機械工業会の発表に
よれば４月の工作機械受注額が４月単月では過去最
高額を再び更新、前年同月比２２％増しの１６３０
億円に成り６ヶ月連続の１５００億円超と成って居
るそうです、因みに平成２５年５月では９７０億９３
００万円と５年間で５割以上も伸びたようです。日本
機械工具工業会、会員統計でも今年３月の切削工具
類が前年同月比１１.９％増しの４４４億円、販売額
も８０％増しの４４７億円に成ったそうです。日本ロ
ボット工業会による今年１～３月期の産業用ロボット
の受注台数、金額ベース共に４半期ベースで過去最
高を記録し受注台数で前年同期比２９ .２％の大幅
な伸びに成って居るそうです。
　東芝メモリの譲渡がようやく決まった様ですが、今

年４月の半導体製造装置の販売額は前年同月比３
２％もの大幅な伸びに成り２０ヶ月続けての増加で
す。
　世界の工作機械の生産額は中国が９年連続で世
界１位と成り、約２４５億ドル、２位がドイツの１３
３億ドル、そして３位が日本でほぼ同額の１３３億ド
ルだそうです、因みに４位イタリア、５位にアメリカ、６
位が韓国、７位が台湾だそうです、２０１２年では１
位が中国、２位が日本、３位がドイツ、４位台湾、５位
韓国です。炭素繊維複合材料の普及が更に加速し富
士経済の発表によれば２０３０年には１６年度の
３.４倍に拡大すると予測、自動車で６.９倍、航空機で
３.２倍の伸長を見込んで居て市場規模は約４兆円に
成るそうです。

　【業界あれこれ】


