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東機工のファンを増やしたい
東京都機械工具商業協同組合
事務局長　一　條　　　茂

　暑中お見舞い申し上げます。
　北支部の皆さんには東機工の活動のみならず、上部団体の全機工連の諸活動にも多大なご協力を
いただいておりますことに深く感謝申し上げます。
　東機工の職員になって7年半、事務局長になって6年が経過しました。東機工は創立109年が過ぎ、
110 年目を迎えています。2011 年に「創立 100 周年記念誌」を発刊しました。その時の編集委員のお
名前を拝見しますと、委員長が髙津伝動精機の高津社長（元副理事長）、副委員長が関谷機工の関谷
社長（前副理事長）、委員は 8 名いらっしゃいましたが、平和テクニカの小池達夫社長（現理事長）、山
田マシンツールの山田雅英社長（現副理事長）、富士馬鋼業の宮川栄一社長（現副理事長）、三新の新
海哲也社長（現副理事長）、長谷川工機の長谷川浩司社長（現副理事長）の 5 名の方が名を連ねていま
す。
　この記念誌のテーマは「組合の歴史」と「将来の課題と展望」でした。その内容は皆様がお持ちの記
念誌をお読みいただければ…と思いますが、私は組合の歴史を大切にし、活動の歴史を土台として将
来を議論した方々と一緒に仕事をさせていただいていることに感謝をしております。
　組合にとって最大の武器は「組合がある」と言うことです。組織を新たに立ちあげようとすることは大
変なパワーが必要であり、簡単に出来ることではありません。私たちは諸先輩が築いてくれた「組合」を
守り発展させるかが一時代を担うものとしての役割だと思います。
　少し具体的なお話を書かせていただきます。一つは、一昨年来議論してきた「支部再編」についてで
す。今年の総会で決定し、2021 年 6 月から 4 支部制にします。この決定に当たっては賛否両論があり
ました。また、積極的賛成ではなく「30 年で 6 割近く減少した組合員数の中で仕方がない」と言う方々
が多くいらっしゃったことは事実です。60 年、70 年の歴史を持つ支部活動を変えて欲しくないと言わ
れることは当然のことだと思います。前出で「組合」を守り発展させるのが役割と書きました。「組合を守
る」は「東機工と言う組合を継続すること」です。「発展させる」は現状にとらわれず、どの様にしたら組合
の活動が活性化するかを考え実行することだと思います。
　私は組合の歴史を大切にし、活動の歴史を土台として将来を議論した方々と共に仕事をさせていた
だいておりますので、方々の大きな理解と進むべき方向が一致していたので大変な大きな提案が出来
たと思っております。「支部再編」が皆様から良かったと言われるよう全力で取り組ませていただきます。
　二つ目は、2017 年から実施しました常設委員会のメンバー構成です。2017 年の役員改選のあと、

常設委員会の委員長は副理事長、副委員長は理事とし、正副委員長以外の支部から委員の選出をして
いただきました。結果どのようになったかと振り返りますと、情報推進委員会は委員長、副委員長以外は
ほぼ初めての方々、総務・教育委員会も同様の構成となりました。このことはややもすると正副理事長、
理事の方々が委員も ; 兼任する構図をなくしました。そしてそれは東機工の活動を担う…いいかえれば
コアになる方々が増えたことになりました。
　昨年「ときメイト」を立ちあげました。「ときメイト」は東機工の活動範囲の拡大を広げました。それは、
社長さん中心だった組合活動に社員さんも気軽に参加できる…社員さんが企画できることを目指した
活動だったからだと思います。小池理事長が組合の役割として、組合員さん（社員さんも含め）に「場」を
提供すること…とよく述べられます。賀詞交歓会、セミナーの開催、福利厚生活動、委員会活動、ときメイ
トの活動等々、東機工は様々な活動を実施しています。手前味噌ですが他の団体からも羨ましがれてい
ます。
　組合員数は減少しています。それでもまだ 200 社を超える会社が集まっています。何かの催し事も大
勢の方が集まります。コアの方々が増えると知恵も膨らみます。活発な活動は人を集め、ファンを増やし
ます。そして次の時代にヒントを残します。
　事務局長を担って考えることはたくさんありますが、過去を否定するのではなく、更に良いものが創
れないか…との思いで仕事をさせていただいています。もう、67 才です。段々知恵も衰え、動きも悪く
なっています。でもやりたいことはたくさんあります。一人では出来ませんので素晴らしい皆さんとともに
東機工ここにあり！と言える活動を作りましょう。（選挙演説みたいでスミマセン。）
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本部・支部だより

　ロイヤルパークホテルにおいて、組合員 93社 221 
名、賛助会員・メーカ ー・友好団体・ご来賓様 172社 
389 名 合計610名の参加により盛大に開催されまし
た。 会場前のホワイエでは箏奏者の伊藤江里菜さん
の演奏でお客様をお迎えし、お正月に相応しい曲を
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、働き方改革法の施行に伴い「何事も過去
の踏襲は、下りのエスカレーターに楽をして乗ってい
ると言うことになります。何か対策しなければ、黙って
いれば行く着くところは、間違いなく最下階（段）で
す。『変化は自ら起こす』を自分自身に課して活動して
参ります。」と力強く述べられまし た。 ご来賓 として、
経済産業省産業機械課の潮崎課長補佐、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33 名で担当した
台東支部推薦の「ゆしま花月のかりんとう」を記念品
としてお渡ししました。（北支部： 8社 18名参加）

【東機工 平成31年新年賀詞交歓会
盛大に開催】2019.01.10

　第12回北支部新年会を1月19日（土）に17社45名
にご参加頂き、開催致しました。今回は東京都美術
館にて世界で最もよく知られる名画の一つ『叫び』を
描いた近代絵画の巨匠エドヴァルド・ムンクの大回
顧展をご鑑賞頂き、その後、上野公園内の旦妃楼飯
店（ダンヒロウハンテン）にて会食という2部構成の
会を行いました。事前にチケットを配布したところ、
各々のペースで絵画鑑賞が出来たので良かったとい
う声を頂きました。18時半より松本総務委員の司会
で会食をスタートし、宮川支部長の挨拶、佐藤副支部
長の乾杯挨拶、渡辺副支部長の中締めの挨拶にて
閉会しました。途中東機工の一條事務局長にもご挨
拶を頂き、支部の再編に関する報告もありました。平
成最後になる新年会ということで賑やかな会となり
ました。子供さんたちの出席も多くとても良い会でし
た。来年の新年会幹事を村田会計幹事より発表頂
き、杉浦総務委員と栽松総務部長にお引き受け頂き
ました。（担当幹事　村田会計幹事、松本総務委員）

【支部新年会開催】
2019.01.20

　暑中お見舞い申し上げます。
　北支部の皆さんには東機工の活動のみならず、上部団体の全機工連の諸活動にも多大なご協力を
いただいておりますことに深く感謝申し上げます。
　東機工の職員になって7年半、事務局長になって6年が経過しました。東機工は創立109年が過ぎ、
110 年目を迎えています。2011 年に「創立 100 周年記念誌」を発刊しました。その時の編集委員のお
名前を拝見しますと、委員長が髙津伝動精機の高津社長（元副理事長）、副委員長が関谷機工の関谷
社長（前副理事長）、委員は 8 名いらっしゃいましたが、平和テクニカの小池達夫社長（現理事長）、山
田マシンツールの山田雅英社長（現副理事長）、富士馬鋼業の宮川栄一社長（現副理事長）、三新の新
海哲也社長（現副理事長）、長谷川工機の長谷川浩司社長（現副理事長）の 5 名の方が名を連ねていま
す。
　この記念誌のテーマは「組合の歴史」と「将来の課題と展望」でした。その内容は皆様がお持ちの記
念誌をお読みいただければ…と思いますが、私は組合の歴史を大切にし、活動の歴史を土台として将
来を議論した方々と一緒に仕事をさせていただいていることに感謝をしております。
　組合にとって最大の武器は「組合がある」と言うことです。組織を新たに立ちあげようとすることは大
変なパワーが必要であり、簡単に出来ることではありません。私たちは諸先輩が築いてくれた「組合」を
守り発展させるかが一時代を担うものとしての役割だと思います。
　少し具体的なお話を書かせていただきます。一つは、一昨年来議論してきた「支部再編」についてで
す。今年の総会で決定し、2021 年 6 月から 4 支部制にします。この決定に当たっては賛否両論があり
ました。また、積極的賛成ではなく「30 年で 6 割近く減少した組合員数の中で仕方がない」と言う方々
が多くいらっしゃったことは事実です。60 年、70 年の歴史を持つ支部活動を変えて欲しくないと言わ
れることは当然のことだと思います。前出で「組合」を守り発展させるのが役割と書きました。「組合を守
る」は「東機工と言う組合を継続すること」です。「発展させる」は現状にとらわれず、どの様にしたら組合
の活動が活性化するかを考え実行することだと思います。
　私は組合の歴史を大切にし、活動の歴史を土台として将来を議論した方々と共に仕事をさせていた
だいておりますので、方々の大きな理解と進むべき方向が一致していたので大変な大きな提案が出来
たと思っております。「支部再編」が皆様から良かったと言われるよう全力で取り組ませていただきます。
　二つ目は、2017 年から実施しました常設委員会のメンバー構成です。2017 年の役員改選のあと、

常設委員会の委員長は副理事長、副委員長は理事とし、正副委員長以外の支部から委員の選出をして
いただきました。結果どのようになったかと振り返りますと、情報推進委員会は委員長、副委員長以外は
ほぼ初めての方々、総務・教育委員会も同様の構成となりました。このことはややもすると正副理事長、
理事の方々が委員も ; 兼任する構図をなくしました。そしてそれは東機工の活動を担う…いいかえれば
コアになる方々が増えたことになりました。
　昨年「ときメイト」を立ちあげました。「ときメイト」は東機工の活動範囲の拡大を広げました。それは、
社長さん中心だった組合活動に社員さんも気軽に参加できる…社員さんが企画できることを目指した
活動だったからだと思います。小池理事長が組合の役割として、組合員さん（社員さんも含め）に「場」を
提供すること…とよく述べられます。賀詞交歓会、セミナーの開催、福利厚生活動、委員会活動、ときメイ
トの活動等々、東機工は様々な活動を実施しています。手前味噌ですが他の団体からも羨ましがれてい
ます。
　組合員数は減少しています。それでもまだ 200 社を超える会社が集まっています。何かの催し事も大
勢の方が集まります。コアの方々が増えると知恵も膨らみます。活発な活動は人を集め、ファンを増やし
ます。そして次の時代にヒントを残します。
　事務局長を担って考えることはたくさんありますが、過去を否定するのではなく、更に良いものが創
れないか…との思いで仕事をさせていただいています。もう、67 才です。段々知恵も衰え、動きも悪く
なっています。でもやりたいことはたくさんあります。一人では出来ませんので素晴らしい皆さんとともに
東機工ここにあり！と言える活動を作りましょう。（選挙演説みたいでスミマセン。）
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　講談師　神田あおいさん（真打）、田辺いちかさん
（前座…まもなく二つ目）をお迎えし、「 講談を楽し
む会」を開催しました。 会場は組合事務所だったた
め、立派な 舞台をつくることは出来ませんでしたが 
手作り感のある舞台で若い女性講談師の 芸を堪能
しました。 また、講談を身近に感じていただくために 
小林、新海 両副理事長が俄か講談師として まねご
とをするパフォーマンスもあり 楽しい一時を過ごし
ました。また、開催日はバレンタインデー でしたの
で、神田あおいさん、田辺 いちかさんからチョコレー
トのプレゼ ントがありました。 出席は 30 名でした。
（北支部：2社 2名参加）

【「講談を楽しむ会」開催】
2019.02.14

　北支部は、5月15日（水）午後6時30分より、上野精養
軒3153(西郷さん)店にて第12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。組合本部で進めている「支部ブロック制」について
も審議承認されました。また今期は役員改選により、新
たな副支部長には杉浦秀明氏が就任しました。次に本
年度予定している行事として、新海総務委員から江東
支部との合同行事で「横浜ベイスターズ球団代表を囲
んでのランチ＆横浜VS中日戦ナイター観戦」（7月）に
ついての説明があり、続いて渡辺総務委員より「橋本久
義先生の時事講演」（10月）を日暮里サニーホールにて
江東支部と共催する旨の説明がありました。 （左から杉
浦副支部長、宮川支部長、佐藤副支部長）その後、とう
きょう共済より組合が奨励する保険について説明があ
りました。続いて今回来賓としてご参加頂いた江東支
部長谷川支部長(当時)よりご祝辞を頂きました後、杉浦
新副支部長の閉会の辞により総会を終了致しました。 
引き続き行われた懇親会では本部の一條事務局長よ
りご祝辞をいただき佐藤会計監査が乾杯の挨拶後、和
やかな時をすごし宴酣の所、山崎元支部長の締めの挨
拶にて散会しました。参加者は20社22名でした。

【北支部 第12回通常総会開催】
2019.05.15

　5月23日（木）第 73回通常総会が JR田町駅前
のアリスアクアガーデン田町で本人出席 40 名、委
任状出席 120 名で開催されました。総会は小林哲
也副理事長の司会で始まり、小池達夫理事長の挨
拶、一條事務局長の報告・提案、佐藤茂年監事の監
査報告で第 1 号議案から第 5 号議案まで審議し全
会一致確認されました。また、任期満了に伴う 役員、
監事選挙の結果下記の方々が 2021 年 5 月までの
2年間務めることになりました。 総会終了後、会場を
移動し賛助会員様、友好団体をお招きし、総勢 95
名の出席による総会懇親会を開催。宮川栄一 副理
事長の開会挨拶と新役員紹介、関谷前副理事長の
退任の挨拶後、京セラ株式会社の齋藤誠司氏の乾
杯で宴に入り、会場のあちらこちらで懇親を深めまし
た。最後に山田雅英副理事長の挨拶で閉会となりま
した。（北支部：5社 5名参加）

【東機工 第73回通常総会開催】
2019.05.23

　ときメイト オフィスヨガ②を開催 5月24日（金）19
時 15 分から組合会議室で 2 回目のオフィスヨガを
開催しました。今回のテーマは「リラックス」 アロマの
香りが漂う中、爽やかな BGM を聞きながらたっぷり
1時間、Eri 先生の指導の下、楽しい時間を共有しまし 
た。2 回目のオフィスヨガ終了後、参加者全員で交流
をしようとの企画でピザとビールで懇親を深めました。

　ときメイトのメンバーズカードが 
出来ました。催しに参加するとポイ
ントがたまり 100 ポイントで豪 華
景品が当たります。 さあ！あなたも
ときメイトに参加しましょう！！

【東機工 ときメイトオフィスヨガ②を
開催】2019.05.24
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北支部 ウェブサイト開設してます！
東機工  北支部

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。

　5/25 に北支部有志によるコンペを開催しまし
た。結果は優勝：仲田拓司さま（アサカ機工：埼機
連）スコア： 36/36　72　HC1.2 準優勝 ：宮川武
昭さま（三恵工器： 北支部）三位：栽松利晃さま （司
精機：北支部）北支部有 志９名に本部から小池理
事長 ・山田副理事長・宮川副理事 も参加。今年
から行事を共に する江東支部から２名参加。 埼機
連から 1 名参加。総勢 15 名で開催しました。今年
最高の気温が予想されてましたが、初夏のさわや
かな陽気で 好成績で終わるとこができました。仲
田さんがパープレイのベストグロスで優勝を飾り、
２位には宮川支部長３位 には栽松総務部長が続
きました。とても楽しい一日でした。

今後の主な予 定

【東機工 青年部会総会】
2019.06.17

【北支部有志によるゴルフコンペ
開催】2019.05.25

　令和元年 6月 17日（月）午後
6 時 30 分から組合会議室で第
35 回青年部会通常総会が開催さ
れました。総会には会員、相談役、
事務局、報道あわせて23 名が出
席し、菰田茂副部会長の司会、原部会長の議長のも
と、事業報告、決算報告、事業計画、会計予算が原
案通り承認されました。また、今総会は役員改選の
年に当たり、原部会長が 50 才を超えたため部会長
を退任、新部会長に添原章弘氏（44）が就任。新副
部会長に、新村貴之氏（49）、菰田茂副部会長（49）
は重任となりました。また、新会員として山田将大さ
ん（28：ヤマダマシンツール）。長谷川亮輔さん
（28：長谷川工機）が紹介されました。

　6月 26日、総務・教育委員会
企画の教養セミナーを開催しまし
た。今回のテーマは「同一労働・
同一賃金」。
　言葉としてわかっていても、実
際の現場ではどのように対応すべきなのか？ 自分
の会社がやっていることは法律違反ではないの
か？講師の小林富佐子さん（特定社会保険労務士）
が最高裁の判例を使いながらわかりやすく説明を
いただきました。多くの質問もあり、良いセミナーが
出来ました。（北支部：1 社 1 名参加）

【全機工連 2019年度 通常総会
開催】2019.06.19

　全機工連2019年度通常総会は、6月20日（木）
14 時より、今年度からは機械工具会館の解体及び
新築工事のためトラスコ中山さんのご厚意により
東京本社会議室をお借りし、円卓で総会を行いま
した。１．全機工連第 43 回全国大会「大阪大会」を
2019 年 10 月 16日（水）ホテルニューオータニ大
阪で開催します。大会スローガン「はじめよう！令和
の新しい働き方 ～ＡＩ時代を生き抜く機械工具
商のあり方」２．全機工連統計データの作成を推進
します。

【東機工 教養セミナー
「同一労働・同一賃金」開催】
2019.06.26

7/7( 日 ) マザーズフェスタ「子供たちの工具教室」
ムーブ町屋 にて

7/21(日 )
北支部　支部勉強会
講師：橋本久義先生「世界経済の状況と今後 ( 仮）」
於：日暮里サニーホール
　　　　　　　　　※江東支部と合同開催

7/21(日 )

北支部　支部の集い　横浜ベイスターズ
三原球団代表を囲んでのランチ
＆横浜VS中日戦ナイター観戦
　　　　　　　　　※江東支部と合同開催

8/3( 金 ) 東機工　永年勤続表彰式・サマーフェスタ
ホテル雅叙園東京 にて 1/18( 土 ) 北支部　新年会

場所未定

1/9( 木 ) 東機工　新年賀詞交歓会
ロイヤルパークホテルにて
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　今回縁が有ってイタリアに行って来た。いやしん
坊としては何でも食ってやろう精神で色々食べて来
たつもりだが、全体の感想としては美味しかったが
格別に旨いと言うほどの物は無かったかなと言う感
じでした。金額的にも日本で食べる時と大差無いよ
うな価格だったので、格安感に欠けたのも影響して
いるかも知れない。
　ピッツァマルゲリータを始めカルボナーラ（麺が
太い）、アマトリチャーナ、ボンゴレ、チーズリゾッ
ト ( 濃厚で旨い )、切り売りピザ、サンドイッチ的パ
ニーニ（多分これが庶民の普段の食べ物だと思わ
れる）、町のお総菜屋のお惣菜、スーパーマーケッ
トのお惣菜各種、生ハム、チーズ各種、ジェラート、
ティラミス、パンナコッタ、でっかいフィオレンティー
ナ（今回はTボーンステーキの骨付きフィレの部分、
骨付きで 800ｇだった、100ｇ6 ユーロ）等々、
かなりの挑戦をしてみた。それぞれ皆美味しいの
だが全体的に味が濃厚と言う感が強い。それが顕
著に表れるのがデザート。テラミス、パンナコッタ
はでかくって濃厚しかも美味しい！スイーツ好きに
はたまらないと思う。入ったお店によって当たりは
ずれが有るものだが、今回はずれは１回だけだっ
た。バチカン近くのカフェテリアでトマトソースのス
パゲティがただしょっぱいだけ、ボンゴレのアサリ
がクサイ。残して出て来た。
　ローマを中心に、徒歩での市内観光（雨中）、
バチカン観光、ベネチア日帰り（新幹線に乗った、
ワンちゃんも乗って来た）、天空の町チビタ半日バ

ス観光、ローマ郊外の発掘された古代都市オスティ
ア・アンティカの個人観光（観光客皆無でお勧め、
電車で小一時間）。
　皆それぞれに素晴らしかったが、その中でもコ
ロッセオの中で感じた古代歴史感は圧巻だった。
移動は主に地下鉄と徒歩。イタリアにいる間中万
歩計は一万歩前後を指していた、最高は二万歩を
超えた日が有ったくらいである。正直な感想として
は「ローマは一日にしてクタクタ」。
　ホテルがバチカン市国の真裏、東側の裏手とい
う感じだったのでローマメトロＡ線のチプロ駅を起
点としてかなりメトロを活用した。そのせいかロー
マのコツをつかんだような気がする。ローマに行く
予定がある方には多少アドバイスが出来るかも知れ
ない。
　例えば、メトロ乗車券の自動券売機は「るるぶ」
の「自動券売機の使い方」を良く読んで一回使っ
てみれば要領が分かるので後は大丈夫。コアな部
分では、ビールでも何でもアルコールを買う時は夜
10時までに買わなくてはいけない。スーパーで10
時を 1 秒でも過ぎたら、たとえ清算の途中でもアル
コール類を全て省いて最初から清算のやり直しをさ
れる。トイレは何かのお店の中か、有料トイレを使
うしか無い。有料トイレはテルミニ駅等大きな駅の
地下通路に有った。金額は１ユーロと 1.5 ユーロ
が有るので注意。ぴったりのコインを入れないとは
入れないので小銭は用意しておいた方がいい。入
り口のそばに両替機が用意されている所も有った。

フィオレンティーナ

イタリア編

町のお惣菜屋さん メトロA線

コロッセオ 大道芸

天空の町チビタ

フィオレンティーナ 町のお惣菜屋さん メトロA線

コロッセオ 大道芸

天空の町チビタオスティア・アンティカ

メトロ車内

オスティア・アンティカ

メトロ車内
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（著・渡辺敏夫）

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

　お店は小さいお店でも何かを買えば（お水一本
でも）頼めば快くトイレを貸してくれる。日本のコ
ンビニ的なものは無い。飲食店以外はわりと早く閉
まってしまうが、まれに24時間営業のスーパーマー
ケットも有るのでスマホで探しておくと便利だ。
　切り売りのピザもバカにしない方がいい意外と安
くて美味しい！切り売りのピザを買う時は頑張ってき
ちんと大きさを言おう、「これくらいか？」と示され
るので、「もっと小さく」と言って（ジェスチャーで
もいい）多くの種類を楽しもう。なかなか言う勇気
が出ないものだがちょっと頑張って言ってみよう、
意外と親切に対応してくれるものだ。必ずと言って
もいいくらいパニーニと言う生ハムを挟んだサンド
イッチ風の物も一緒に売っているので、これも頼ん
でみよう、これもかなり美味しい。
　お土産で「もっと買ってくればよかった」と思っ
たのは、スーパーで売っていたでっかいチョコレー
ト。大きさは2.5㎝×15㎝×30㎝、厚くてでかい。
安かったのであまり期待せずに買って来たのだが、
これが意外と美味しかった。種類も何種類か有った。
たぶんどこのスーパーでも置いてあると思うので探
してみて下さい。
　治安は思ったよりいいと思う。夜中歩き回っても
怖いと思う事は無かった。とは言うものの、実は、
旅行案内書によく書いてある、あの集団スリに実際
に遭遇してしまったのだ。しかも襲われたのは私自
身である。見方によれば実にラッキー！千載一遇の
経験！などと後からのんきな事を言っていられるの
は実害が無かったからである。一つ間違えばとんで
もない事になっていた様な出来事だったと思う。
　その実態は、実に見事なパフォーマンス、瞬間
芸とでも言ってもいいような出来事だった。状況は、
あなたが地下鉄の駅で乗ろうとしている自分を思い
浮かべて下さい。電車がホームに入って来ました、
何人かの人達と一緒に乗ろうとします、車内に一歩
入ったところで一つタイミング遅れて降りようとする
5～ 6 人の女性の集団（30 代の中東系）とぶつ
かりました、当然もみ合い状態になります。向こう
は「降りま～す！」という感じ、こちらは「なんだこ
いつら」という感じ。

　実はその時点でもう探られていたんだと思う。ゴ
チャゴチャしている間にドアが閉まる、でも集団の
女の一人がわざとカバンなどをドアに挟まれる、「あ
～あ」と思っていると当然もう一度ドアが開く、す
かさずその集団は降りて行く。その間約 10 秒。こ
ちらは「なんだ人騒がせなドジな奴らだ」と見送っ
た。電車が走り出す、すると乗っているイタリア人
が何か言っている、「お前大丈夫か？」という感じ、
「いや大丈夫ですけど、ありがとう」「それはよかっ
たな」という感じ。
　やっとそこで何があったのか気が付いた。そばの
おばちゃん二人が何か言っていたので「あれはスリ
だったのか」と身振り手振りで言うと「そうよそうよ」
という感じ。あらためて確認するとウエストポーチ
のチャックが開いていてナップサックのチャックも開
けられていた。幸運なことに被害はなかったが、気
づかない内にいろんな事をされていたんだなあと
改めて驚いた。
　客観的に見ると、あの集団は実に見事に訓練さ
れた人達で、各自の役割分担、各シチュエーショ
ンでの対応、襲撃から撤収までの段取り等など、
実に見事に訓練されたプロ集団であったと感心して
しまった。
　多分、状況を変えて「ケチャップかけバージョン」
「みかん等細かいものぶちまけバージョン」などな
ど色々有ると思うが、同じ様に瞬間芸で、わっ！と
人が寄って来て、ゴチャゴチャして何とか収まって
散って行く。その間ものの 10 秒くらいで完結してし
まうもので、襲われた人は人が散った後でやっと気
付くと言う感じだと思う。
　用心しろと言われるが、急に起って 10 秒くらい
で終わってしまうので用心しようが無い。せめて
チャックを開けられても取りにくくするとか、取りや
すい所に大事なものは入れておかないと言うくらい
である。
そんな体験を重ねたイタリア旅行だったが、他にも
色々有って実に楽しい思い出深い旅行でありまし
た。もっと話したい事が沢山有るので、興味のある
方もしくはローマに行く予定のある方は私を呼んで
下さい。
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高齢者の事故発生率

　日本自動車連盟（ＪＡＦ）の機関誌「ジャフメイト」
2019 年 1 月号の「運転免許保有者の年齢別事故
率」のデータによると高齢者（75～ 79歳）と比較し
て 16～ 19 歳までの運転者は約 3 倍以上の事故
発生件数と成って居り、20～ 24歳では約 2倍、25
～ 29 歳では 1.2 倍程度と成っています、事故率は
85歳を過ぎても若者より少ないのですが、自身が高
齢の為、自身の死亡に繋がる事が多いようです、25
～ 29 歳の事故率は 85 歳以上と同等で 10 代 20
代より84歳までの事故率の方が低いそうです。

お中元

　お中元の季節が来ましたが、此のお中元の由来は
日本由来の物ではなく、中国では陰暦の 7月15日
を「中元」と言い、道教の神に対して許しを乞い、捧
げものをする祭日とされて居ました、後に生まれた祖
先に対する供養を行う仏教行事「盂蘭盆会」（うらぼ
んえ）と重なり、この二つが日本に伝わりましたが日
本では「中元」の本来の意味がほとんど伝わらなかっ
たため、「盂蘭盆会」と混同したり、あるいは「盂蘭盆
会」は祖先をもてなす行事「中元」は生きている両親
や親戚、恩人、などに対して贈り物をする行事として
広まって行ったようです。

つり革

　電車やバスに乗るとお世話に成る「つり革」此のつ
り革の起源は 1870 年頃のイギリスの鉄道馬車が
始まりだと言われて居ます、鉄道馬車の様な短距離
の移動で立って乗る乗客の為に体を支える設備「つ
り革」が必要になり、革のベルトが吊るされて居た事
からつり革と言われて居ますが、現在の鉄道事業者
間では「つり手」と称して居るようです、又、此の「つり
手」の形状ですが関東では「三角型」関西では「丸
形」と地域によっても違いが有るようです、海外では
「つり手」や「つり革」は今では殆どなく「てすり」（つか
まり棒、スタンションポール）が主流の様です。

　【御存知ですか】

扶養家族に付いて

　所得税法の改正により平成 30 年より配偶者控除
額が 150 万円に引き上げられましたが、健康保険で
は被扶養者の収入基準は年収130万円のままです、
130 万円以上に成ると被扶養者の認定基準を満た
されなくなります、健康保険では扶養家族ではなくな
りますので、注意が必要です。

義援金に関する税務上の取り扱い

　被災地の地方公共団体に設置された災害対策本
部等に対して義援金を法人が支払った場合「国に対
する寄付金」に該当し全額が損金算入されます、被
災した取引先に法人が災害見舞金を支払った場合、
災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開する
ための復旧過程に有る期間においては、被災前の取
引関係の維持、回復を目的として支出する災害見舞
金は交際費等に該当せず全額が損金算入されます。

平成29事務年度の法人税等の
税務調査事績の概要

　資料情報等の分析検討の結果、調査必要度が高
いと判断された 9 万 8 千件に付いて、実地調査が
行われました、非違が有った法人は 7万 3 千件、申
告漏れ所得金額は 9996 億円、追徴税額は 1948
億円でした、此の内不正計算の有った件数は 2 万
1 千件、不正所得金額は 2891 億円でした。

　【税あれこれ】

工作機械受注額

　今年は受注額が 2 兆円かと言われた、工作機械
業界ですが米中の対立が影響し 3 月の受注額は前
年比 28.5％減の 1307 億円、4 月は 33.4％減の
1087 億円となり7 か月連続での前年割れに成って
います。

　【業界あれこれ】

（次ページに続く）
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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

2018年度の世界の工作機械生産額

　2018年度の金属加工機械（切削型＋成形型）の生
産額は907.2億ドル

 1位　中国 234.6億ドル
 2位　ドイツ 149.8億ドル
 3位　日本 147.6億ドル
 4位　イタリア   73.8億ドル
 5位　アメリカ   62.2億ドル
 6位　韓国   52.8億ドル
 7位　台湾   47.0億ドル

1位の中国は10年連続で世界一の生産額を上げ、日
本は前年比 12.8％増しの 3 年連続 3 位だそうです、
中国、日本、韓国、台湾で世界の生産額の53.1％も生
産しているのだそうです。

ゴルフのルールー改定が2019年1月1日より行われま
した(以下抜粋)

コースの名称

　コースは４つの特定エリアと成りそれ以外はジェネ
ラルエリアと呼びます。

・ティーチングエリア（旧来のティーインググランド）
・バンカー（旧来と変わらず）
・パッティンググリーン（旧来通り）
・ペナルティーエリア
　（従来のウォーターハザードに変わる新しい概念）

以上の特定エリア以外はジェネラルエリアと呼ぶよう
になりました。

　【ゴルフあれこれ】

（選・佐藤満男）

『大人の鉄道趣味入門』
池口英司 著　交通新聞新書　￥864－
人生の後半を楽しむ兵法書（免許を返納したら鉄道の旅を）

『樹木希林120の遺言』
樹木希林 著　宝島社　￥1296－
全部あの人が書いたのでしょうか？　　

『ハンターキラー潜航せよ (上)(下) 』 
G,ウォーレス＆D,キース　著　ハヤカワ文庫　各巻￥972－
アメリカで映画化 ロシア、アメリカの原子力潜水艦が北氷洋で沈没

『そろそろスマホ』
池沢あやか 著　ＮＨＫテキスト（趣味どきっ）￥1404－
意外に分かりやすい説明ＴＶ放映を録画し時々見てます

『空母いぶき　12巻目』
かわぐちかいじ 著　ビックコミック　￥638－
映画化！次回！13巻は今年末の発行結末は如何つけるの
でしょうか　

『覇権交代⑴～⑷』
大石英司 著　中央公論新社　￥972－
アメリカの覇権が後退し中国が進出、韓国が中国の市場欲
しさに中国側へ日本もアメリカとの安保の関係で参戦？

『炎熱の世紀⑴～⑺』
 森 詠 著　文藝社　各巻￥907－
日本と北朝鮮の戦争
（有りそうで無さそうで、でもアメリカが攻めれば）

夏休み木陰で一冊


