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（株）三新内

ごあいさつ
支部長 新海哲也

暑中お見舞い申し上げます。

北支部の皆様方におかれましては、 お元気で、

ご活躍のこととお慶び申し上げます。

さて不肖私は、 去る5月の支部総会におきま

して山崎支部長のあと、 支部長に仰せつかりま

した。私ごときにこの大役が務められるのか、

大きな重責と不安を痛感しております。歴代の

支部長様、 会員の皆様の名を汚すことのないよ
う、 努めさせていただきます。

父である故・新海芳ーが支部長であった昭和

56年(1981年） 9月に、 会報「京北J が創刊さ

れて32年、 その問、 平成19年に城北・京北支

部の合併を経て、 新しく会報「きたJ として発

刊されました。 通算75 号目に私が支部長とし

てご挨拶を載せて頂くとは、 思いも寄らぬこと

でありました。

世間では、 アベノミクス効果を期待する声が

． きかれますが、 我々の業界ではアベノミクスど

こ吹く風と、 首相の人気だけが独り歩きしてい
るようであります。 先行きがまだまだ見えない

感じがいたします。

7月2l日の参議院選挙では自民党が圧勝し、

ねじれ国会は解消したものの未だ進まない震災

復興、 原発の是非、 海の外では領土問題、 TPP

参加など問題は山積みです。 この時期に支部長

を仰せつかったことも、 何かの “縁” と気持が

引き締まる思いをいたします。

そして組合に参加する意味、 利点等 “組合と

は何ぞや？” をいま一度皆様と一緒に考え、 本

部と支部の懸け橋になれるよう努力し、 本部・

斎藤理事長がテーマと掲げておられる「組合の

知名度を上げる！」 のお手伝いをさせて頂きま

す。

北支部には、 若さと団結力があります。 この

電話03(3894)4116（代）

力を支部活動の源とし、 もちろん皆様のご協力

を賜りながら、 北支部に所属してよかったと

思って頂けるよう頑張って参りますので、 ご指

導とご鞭撞、 叱陀激励を宜しくお願い申し上げ

ます。

末尾ながら支部会員の皆様の益々のご発展と

ご健勝をお祈り申し上げます。
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［本部関係］

新年賀詞交歓会盛大に開催

1月9 日 ロイヤルパークホテル「ロイヤル

ホール」 （中央区日本橋）で江東支部が担当して

開催されました。 組合員211名(106 社）、 賛助

会員285 名（118 社）、 メーカー 85 名（44 社）をは

じめ多数の来賓の方々をお迎えし活気あふれる

雰囲気で盛会となりました。

東機工教養講座「三田寄席」を開催

2月19日 機械工具会館で柳亭左龍師匠をお

迎えして第2 回三田寄席を開催。 師匠は古典落

語を取hに研鏑を重ね、 8年前 に真打に昇進した

実力派の噺家で、 柳家さん喬一門の重鎮。2時

間に及ぶ師匠の噺に参加者はその魅力に堪能し、

たしました。参加者66 名（34杜）。

芝浦牡丹で青年部会新年会

2月8日 理事長並びに副理事長、 各支部の

支部長、 事務局の方にもご出席頂いて青年部会

新年会を催しました。 出席者31 名。

賛助会員セミナー「溶接の基本について」

3月14日 育良精機鮒大槻芳朗開発部長を講

師に、「溶接の基本について学ぼう」 をテーマ

に、 機械工具会館において賛助会員セミナーを
開催。 溶接の原理、 いろいろな溶接方法、 交流

アーク溶接と直流アーク溶接の特徴などを学び

ました。参加者57 名（22 社）。 ( 2頁に続く）



(2) 会報 ・ きた

第67回通常総会 斎藤理事長を再選

5月29日 機械工具会館6 階ホールで第67回
通常総会が開催されました。 議長に斎藤保男理
事長を選任、 第l号議案より第5 号議案すべて
を全会一致で承認可決。 第6 号議案「理事及び
監事選挙の件」 では、 理事候補32 名、 監事候
補3 名全員を承認しました。 総会を一時中断し
て聞かれた理事会において斎藤理事長を再選し
ました。

総会終了後、同 会場において賛助会員48 名（28
杜）を含め総勢87 名の参加を得て懇親会を開催
し親睦交流を深めました。

［支部関係l
第 6回北支部新年会

1月26日 司精機側栽松社長および（掬NaITO

近藤支店長の両新年会幹事企 画により「屋形
船・あみ幸」において北支部新年会を催しまし
た。 夜景が美しいお台場周辺や東京スカ イツ
リーを船上から眺めながらの食事を楽しむ今回
の新年会は好評を博しました。

しばし船窓から夜景を楽しみつつ本マグロの
舟盛り、 屋形船定番の江戸前天ぶらと併せて美
味しい料理、 お酒をま甚能。 ほどよい頃合いで落
語家 “柳家喬之進” さんが登場し、「代り目」
の前半を演じ、 船中笑いで包まれました。 船は
隅田川を遡り東京スカ イ ツリーの真下に停泊、
デッキにて厳寒、 月明かりのもと記念撮影など、
寒い夜でしたが身体も心も温まる新年会でした。
参加者17 社33 名。 なお次回（平成26年）新年会
幹事に附トナミ商店越川社長、 倒商店杉浦社長
にお願いすることになりました。

支部総会 新支部長に新海社長

5月t5日 池袋サンシャイン60 の58 階レス
トラン「サンシャイン・クルーズクルーズJ に
おいて第6 回通常総会を開催しました。 山崎支
部長挨拶のあと、 議事に入り平成24年度の事

業、 決算、 監査報告を承認。 引き続き平成25
年度事業計画、 収支予算案について審議し満場
一致で承認しました。 ついで役員改選が行われ、
新支部長に新海哲也側三新社長、 を選任、 総
務部長に栽松・司精機社長を初めとする新役員
体制を承認しました。

議事終了後、 6月18 日開催予定の増田仁先生
を講師とする支部講演会について渡辺副支部長
より、 また栽松総務部長より10 月開催予定の
支部の集い「東京スカイツリー＆ソラマチ」 の
説明がありました。 出席者18 名。

本部と合同で恒例の支部講演会

6月18日 経済産業省 中小企業庁前創業・
技術課長の増田仁氏をお迎えし、 日暮里サニー
ホール・ コンサートサロンにおいて「ものづく
り補助金」テーマに、 本部と合同 で支部講演会
を開催しました。 同 講演会には我々業界に馴染
み深い政策研究大学院大学特任教授・橋本久義
先生のご参加を頂きました。 他支部からの参加
者、 報道関係者12 名を含めて計66 名と会場は
満席となりました。

講演会冒頭に、 新海支部長は挨拶の中で「今
回の講演は我々工具商の提案営業のツールとし
て、 参加者皆様には大いに活用して頂ければ幸
いですJ と述べられました。

講演は「中小企業・小規模事業者対策一仕事
に繋がる使える補助金情報、 震災その後の日本
経済の行方J を中心に、 固からの補助金につい
て増田先生より分かりやすく解説して頂き、 お
話全体を通して中小企業に対する熱い思いを感
じました。 質疑応答の際には橋本先生からの質
問もあって、 最後まで大きく盛り上がった講演
会でした。

講演会終了後、 席を「日暮里キッチン ・オッ
クス」に移して懇親会を行い、 増田先生には最
後までお付き合い頂きました。

（報告・栽松総務部長）
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圏内外の投資環境が改善

5月の工作機械外需、 最高額記録

5月の工作機械受注は、 日本工作機械工業会

のまとめによると、 970億9300万円で前年同月

比では7.4%減と13カ月連続減少となったが、

受注額は前月比18.5%増となった。 また8カ月

ぶりに950億円を超えたことに、 業界では国内

外の投資環境が着実に改善に向かっているとみ

ている。

同月の受注のうち内需は291億6800万円で前

月比7.1%増だったが、 前年同月比10.5%減と

12カ月連続のマイナス。2カ月連続の300億円

割れで回復のテンポはまだ緩やか。

一方、 外需は679億2500万円で前月比24.1%

増、 前年同月比では6.0%の滅。 メキシコ から

のスポット受注（38億円）もあり、 今年最高額を

記録した。 アジアは300億9100万円で前年同月

比25.4%減と8カ月連続でマイナス。このうち

中国 は163億円で同 43.7%減だが、 前月より

30.2%増加 し た。 欧州は118億1300万円 で同

33.1%増と3カ月ぶりのプラ スとなった。 とく

にドイツは19カ月に前年同月を上回った。 北

米は246億8000万円で同 14.0%と5カ月連続の

プラスだ、った。

世界の切削型工作機械生産額

米調査会社ガードナー ・ パブリケーションズ

の資料を基に、 日本工作機械工業会がまとめた

2012年の世界の切削型工作機械生産 によると、

生産額は前年比1.6%の675億4700万ドル。 上

位5カ国（中国、 日本、 ドイツ、 台湾、 韓国）の

順位に変化はなく、 うち5カ国は東アジアが占

めており、 4カ国の世界シェアは63.8%。 日本

は3年連続で中国に次ぐ世界第2位。 中国のト

ップは4年連続となった。

産業用ロボット中国で導入急加速

「世界の工場」 と呼ばれている中国の生産 現

場で、 人件費の高騰から産業用ロボットの導入

が急ピッチで進められている。 導入台数は11

年の2万2000台から、 15年には世界最大の3万

5000台になると予測されている。

究極の工コカ一、 燃料電池車

日米大手メーカーで開発競争

燃料電池車は、 走行時に二酸化炭素（C02）を

出さないため「究極のエコカー」 とされている

が、 基幹システムの開発には巨額の費用が必要

で、 このため普及が妨げられていた。台数規模

が増えれば、 将来的にはハイブリッド車より価

格が安くでき、 次世代エコカーの本命とされて

いる。

燃料電池車とは タンクにためた水素と空気

中の酸素を化学反応させて電気を作り、 モータ

ーを回して走る自動車。 水に電圧をかけて水素

と酸素に分ける「電気分解」とは逆の仕組みで

電気を発生させる。

走行時に二酸化炭素（C02）を全く出さない点

では、 電気自動車（EV）と同じだが、 水素は約3

分で満タンにでき、 500km以上も走行できる。

EVは急速充電でも約30 分かかり、 走行距離が

200kmていどなので、 燃料電池車はEVに比べ

て使い勝手がよく、 次世代エコカーの本命と期

待されている。 普及には、 水素を補充するステ

ーションなどの基盤整備を急ぐ必要がある。

6月の街角景況感、 判断引き下げ

内閣府は、 街角の景気の実感をたずねて指数

化する「景気ウオッチャー」 の6月基調判断を

8カ月ぶりに引き下げた。 持ち直しは続いてい

るものの、 食品や電気代の値上げが響き、 勢い

は弱まっているという。

景気の現状を示す指数は前月より2.7ポイン

ト低い53.0 で、 3カ月連続で前月を下回った。

先行きを示す指数も同 2.6 ポイント低い53.6 で、

2カ月連続で前月を下回った。

13年上半期倒産、 22年ぶりの低水準

東京リサーチが発表した2013年上半期の企

業倒産件数（負債総額1000万円以上 ）は、 前年

同 期比10.9%減の5620件だ‘った。

1991年（4723件）以来、 22年ぶりの低水準と

いう。負債総額も同 10.4%減の1兆7987億円と、

過去20年では2011年に次いで2 番目に少なか

った。
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［税］あれこれ

25年度税制改正大綱交際費枠が拡大

今年l月、 閣議決定された平成25年度税制改

正大綱によると、 中小企業が支出する交際費に

ついて、 限度額を800万円（現行600万円）まで

引き上げ、 損金不算入措置（現行10%）を撤廃、

よって800万円以下の部分については、 全額損

金算入が可能となる。

生産設備投資促進税制の創設

設備投資金額が減価償却費を超え、 かつ、 設

備投資額が前年に比べて10%超増加の場合は、

30%の特別償却又は3%の税額控除が認められ

る。

このほか法人税関係では、 経営改善に向けた

設備投資促進税制、 所得拡大促進税制の創設、

雇用促進税制の拡充など、 平成25年4月1 日開

始事業年度から適用される。

所得税の最高税率の見直し

所得税の税率について、 課税所得4,000万円

超について45%に引き上げられる。 （現行1,800

万円超40%）。 平成27年分から。

相続税の基礎控除の引き下げ

相続税の基礎控除が3,000万円＋ 600万円×

法定相続人数に引き下げられる。 （現行5,000万

円＋ 1,000万円×法定相続人数）。 平成27年の

相続から。

相続税及び贈与税関係では、 相続税基礎控除

のほか相続税及び贈与税の税率の変更などがあ

る。 相続税の最高税率が55%に引き上げられ、

それごに伴い贈与税の最高税率も55%に引き上

げられる（現行ともに50%）。 さらに、 税率構

造についても変更される。 なお20歳以上 の者

が直系尊属から贈与を受ける場合は税率が軽減

される。 平成27年の相続又は贈与から。 この

ほか子や孫への教育資金の一括贈与に、 教育資

金 を金融機 関 に信託し た 場 合、 一人に付き

1,500万円まで贈与税が非課税となる一括贈与

制度がある。

印紙税26年から5万円未満は不要に

平成26年以後は、 領収書などに記載された

受取金額が5万円未満の場合、 印紙が不要にな

る。

［健康］

日本人主な年齢の平均余命

厚生労働省「平成21年簡易生命表」による
と、 おとこの平均寿命は79.59年、 女の平均寿

命は86.44年。 各年齢の平均余命についても前

年に比べ、 男女とも全年齢で上回った。 また、

平均寿命の男女差は6.85年で前年より0.09年拡

大した。

30歳の場合 男50.37年
35歳 ,,. 男45.55年

40歳 今 男40.78年

45歳 イシ 男36.09年

50歳 ィシ 男31.51年

55歳 ’， 男27.09年

60歳 イシ 男22.87年

65歳 イシ 男18.88年

女57.00年
女52.11年

女47.25年

女42.44年

女37.70年

女33.04年

女28.46年

女23.97年

70歳 ク 男15.10年 女19.61年

75歳 。 男11.63年 女15.46年

80歳 ク 男 8.66年 女11.68年

85歳 。 男 6.27年 女 8.41年

90歳 。 男 4.48年 女 5.86年

平成21年における平均寿命は、 男79.59歳、
女86.44歳だ、った。

新し い健康指標「健康寿命」

2000年に世界保健機関（WHO）は新しい健康

指標として「健康寿命」 を提唱。 健康寿命は、
それまで健康尺度として重視されてきた平均寿

命から、 重い病気や介護を受けてきた期間を差

しヲlいた寿命のこと。
背景には、 世界的にアルツハイマー病の急増

や深刻な寝たきり問題があった。 加齢には必然
的に心身の衰えを伴うが・自 助努力によって自

立できる時間を多くして、 晩年を快適に過ごそ

うという発想からだ。

2012年6月、厚生労働省が出した「健康寿命J
の指標によると、 2010年は男性70.42歳、 女性

は73.62歳とされている。 これに対し同年の平
均寿命は79.55歳、 女性86.3歳で、 平均10年前
後も不健康な生活を送っていることになる。 同

時に都道府県の健康寿命も発表されたが、 男性
のl位は愛知の71.7歳、 最下位は青森の69.0歳。
女性は1位が静岡の75.3歳、 最下位は滋賀の

72.3歳だ、った。 注目されたのは静岡で男性も2

位の71.7歳で、 男女そろっての健康県だ‘った。
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。級タルメ憶�
さすらいのいやしん坊が行く／

東機工 メルマガに載っていた「そばよしJ に
行って来た。 鰹節問屋がやっている立ち食い蕎

麦屋という事で、 さすがに立ち食い蕎麦屋とは

思えないそばつゆだ‘った。 きっちり鰹だしが効

いたつゆなのに、 値段は立ち食い蕎麦屋並みと

いうのはうれしい。

基本はかけそばだが、 トッピングの一番人気
はあなご天らしい。 らしいと言うのはいつ行っ

ても売り切れなので、 まだお目にかかっていな
いからだ。 タネものもいいが、 もりもなかなか

いける。 ちゃんと茄で立てをだす。

場所は昭和 通り江戸橋交差点の近くなので、

近所に行ったときにはわざわざよっても損はな

いお店だと思う。

「そばよし」 本店 営業：AM7 : 30 ～20 : 00 

土・日・祭日は休み

お品書き：もり、 かけ270 円 たぬき320 円

きつね330 円 あなご天そば470 円
かきあげそば390 円

蕎麦つながりの話題を一つ。 江戸時代、 酒飲

みの通が蕎麦屋で欽むとき「天抜き」 で一杯ゃ

るのが常套だというのはよく聞く話しである。
これを一度やってみたくて、 知り合いの蕎麦屋

でやってもらった。

「天抜きjというのは、 ご承知の通り天ぷら

そばのそば抜きの事である。 天ぷらは、 えびだ

けではなく季節の野菜が入るときもある。
だしの効Uたつゆを含んで酒を飲み、 つゆに

浸った天ぷらをつまんでは酒を飲む。 やってみ

ると分かるのだが、 鰹節のいい香りのするつゆ

と酒がよく合い、 そのつゆに浸った天ぷらと酒

がまたよく合うのだ。 その他つまみに板わさや

漬け物をつまみ、 最後にもりで締めるのが定石
のようである。

若い人たちにはたぶん物足りない感じがする
だろうと思われるが、 還暦が過ぎた我々には丁
度よい量なのではないかと思う。

蕎麦屋へ行っていざ頼むとなると、 粋がって

いるおやじのような気がしてなかなか頼めない
が、 知り合いの店とか、 ここぞと思ったお店で

やたら下手に出るかして、 チャンスを作ってー

度お試し下さい。 ただし、 そばが入っていなく

ても値段は天ぷらそばと同 じに取られるので、

くれぐれも値段に文句を付けないように気を付
けて・．．

それと情報だが、 以前紹介した麻婆豆腐専門

店「真房」 の日本橋本町店が閉鎖されて中央区

新川店のみになってしまった。 永代通りを門中

に向かつて永代橋西詰交差点手前右側にある。
相変わらずパンチのある麻婆豆腐である。

さん喬師匠芸術選奨大賞受賞

話しは全く変わるが、 当支部にも馴染みのあ

る落語家の柳家さん喬師匠が今年の3 月、 文化

庁芸術選奨大賞、 大衆芸能部門 文部科学大臣

賞を受賞した。

その選考対象に、 我々の仲間が永年続けて来

た「さん喬独演会」 が含まれていて、 我々も共

に喜ぴ、を分かち合った。

表現力に定評ある人情噺

さん喬師匠とは40年近い付き合いで、 その

変遷を近くに見て感じて来たが、 近年とくにそ

の技量に磨きがかかり、 噺に円熟味が増してき
たと感じている。 人情噺を得意としており、 そ

の表現力には定評がある。 とくに、 私は師匠が

やる酔っぱらいと侍が好きだ。

師匠の演じる「芝浜J「文七元結J「雪の瀬川」
「唐茄子屋政談」「子別れJ「柳田格の進J などは、

筋も下げも分かっていて、 今日は泣くもんかと

思っていながら、 いつも泣かされてしまう。

師匠の「柳田…・・・」 に勝るものはないのでは
ないかと思っている。

その他「井戸の茶碗」「時そば」「妾馬J「片

棒」「掛取りJ「中村仲蔵」「寝床」「棒鱈J 「天

狗裁きJ 「火焔太鼓」「禁酒番屋J 「品川心中J
「幾代餅」 「抜け雀」 「鼠」「試し酒J 「百ill J 
「そば清」 「蛇含草」「チリトテチン」「うどん

屋J「変わり目」「お直しJ「鼠穴」「愛宕山」

「火事息子」「道具屋」「大工調べJ 「騎肱」「宮
戸川」「三枚起請」「船徳」等々好きな噺は沢
山あるが、 今、 師匠は何をやってもいい、 脂が

乗っていると言うか聴き時である。 何処かで師

匠の噺を聴く機会があったらぜひ聴いてみて欲
しい。

今一番のお食い得、 落語家柳田さん喬がうま
し、｜



(6) 会報 ・ きた

夏休み木陰て一冊

「頭がいい人の敬語の使い方」 本 間陽二著

「とんでもございません」 は、 とんでもない

間違い。 国際化が進み海外へ進出する企業が増

えたり、 国内の会社でも社内標準語を英語にし

たりするなど、 ますます英語の必要性が高まる

なか、 小学生から英語の授業が必須になったり

していますが、 反対に世界各地から日本に来て

活動する人が増えています。

私たち日本人にとって英語を初めとする外国

語は難しいですが、 逆に外国人からすると日本

語、 なかでも敬語が特にむずかしいと言われて

います。

それもその筈、 その敬語というものは我々日

本人にとっても、 とても難しいもので間違えて

使っていたり、 勘違いしたまま覚えてしまって

いる例が結構あるものです。

社会生活を円滑に送るには、 目上の人や先輩

への気配りが欠かせず、 相手の立場ーに立って考

えたり、 へりくだ‘って気配りができることが大

事です。

この本では日常生活の中や、 仕事の場と電話

での敬語の使い方など、 尊敬語と謙譲語、 丁寧

語に二重敬語などをわかりやすく解説していま

す。 とんでもない敬語を使わないように、 気を

付けたいものです。 日本文 芸社：680円

「居眠り磐音 江戸双紙J 佐イ自泰英著

平成17年 4月に第一巻が発売されてから平成

25年6月第四十三巻まで多くの人に読まれてい

る時代小説。 NHKで放映された山本耕史主演

「陽炎の辻」の原作。 どの巻をとっても時間を

忘れるほどです。 高原の木陰でのんびりと…・

双葉文庫：680円

「グローバル経済に殺される

韓国 打ち勝つ日本J 三橋貴明著

韓国の貿易依存度は96.33%。 これに対し日

本は27.13%。 サムスンの株式は54%が外国人

という。 現代自動車やポスコも50%近くが外国

資本、サムスン関係だけでGDPの20%を占める。

徳、問書店. 1575円

多くの登山者で賑わう富士山

美保松原を含め世界文化遺産に

世界文化遺産に登録された富士山は、 いま多

くの登山客で‘賑わっている。 当初「美保松原J

の除外が勧告されていたが、 富士山を中心にこ

れらを含む25件の構成資産（要素）全ての登録が

認められた。

富士山は、 山頂の信仰遺跡群や登山道、 富士

山本宮浅間大社、 富士五湖、 忍野人海などで構
成されており、 美保松原が認められたことで観
光業界は大いにわきたっている。

江戸時代のむかし、 富士山に向き合う江戸っ

子の気分を表すこんな句が残されている。

半分は江戸の物なり富士の雪 ム＿＿，＿
JL心、

江戸は富士山の名所であり、 江戸っ子は富士
山が大好きだ、った。 きっぱりとした姿が江戸っ

子の気風に合った。 そこでこんな句が詠まれた

のだろう。

駿河（静岡県）や甲斐（山梨県）だけのものじ
ゃない、 半分はオレたちのものだーと。

日本人の名字ー7一

服部さん 鍛冶さん 地主さん

日本の名字は、 約 8 割が住んで、いる場所の地

名や地形、 自然環境などに由来しているが、 職
業にもとづいて付けたものも結構多い。

職業からきた名字で代表的なものは「服部J

だろう。 先祖は平安のむかし中国から奈良地方

に移住した機織り技術者の集団で、 彼らは「服

部（はたおりべ）」 と呼ばれていた。 それが「は

とりベ」となり「べ」 が省略されて「はっと
り」 となったといわれている。

この ほか鍛冶屋の「鍛冶J、 鵜匠の「鵜飼」、
土地貸しの「地主j、 製鉄業の「多多良J、 犬

を飼う仕事の「犬養」、 矢を作る「矢作」（やは

ぎ）、 荘園管理者の「荘司Jなどがある。

欧米にも多い職業由来の名字

イギリスでも職業に由来する名字が多い。 テ
ーラー（仕立屋）、 カ ーベンター（大工 ）、 スミ
ス（鍛冶屋）、 ベーカ ー（パン屋）、 ガ ードナー

（庭師）など。
ドイツではシュミット（鍛冶屋）、 フイツシャ

ー（漁師）、 ミューラー（粉屋）、 ワーグナー（車

大工）などが名字の上位をしめている。


