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喜寿を迎えて

有限会社羽岡工機具店
羽　岡　敏　男

　9月18日、喜寿のお祝いということで、宮川
支部長、館支部会計共々ご多忙にもかかわら
ず、お越しいただき、花束等お祝いを頂戴し誠
にありがとうございました。
　紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。

　振り返れば私も、業界一筋 50有余年、身を
置いた古狸になりました。
　この間、いささかですが組合活動のお手伝い
をさせて頂いた時期も有り、業界の紆余曲折に
何度か出会ったこともあります。
　この度の 4 支部再編成も一つのエポックで
あり、今後も更なる大変革も想像されます。私自
身としまして、算盤、パソコン、更にはAIと時代
の移り変わりを浅学非才の身で頑張っておりま
す。

　組合員、皆様のご健康、ご活躍を祈念申し上
げます。

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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本部・支部だより

　7月19日（金）組合会議室において第3回オフィス
ヨガを開催しました。今回は新しいメンバーも含め20
名の参加がありました。

【ときメイト第3回オフィスヨガ開催】 
2019.07.19

　7月21日（日）昨年の地引網に続き北・江東共同企
画の支部の集いを開催しました。
　台風接近情報に内心不安の中13時30分関内駅
に80名が集合しました先ずは２班に分かれ球場ス
タッフがスタンド見学や新しく出来た個室観覧席
「NISSAN STAR SUITES」等普段は入れない場所を案
内して頂きました。また同時に限定５名のベイスター
ズファンにはグランド内まで降り、間近で選手の練習
が見ることが出来るVIP待遇で、興奮覚めやらぬ１時
間を経験してもらいました。

【北支部・江東支部共同企画「台風接近中！
横浜DｅNAベイスターズナイト」】2019.07.21

　15時に集合し中華街へ移動　北支部・宮川支部
長の挨拶があり、早ければ来年の総会までに両支部
の合併が実現する旨お話いただきました。次に三原
一晃DｅNAベイスターズ球団代表にお出でいただ
き入社から現在に至るまでのエピソードをユーモア
たっぷりにご講演いただきました。また球団からは参
加者80名全員にTシャツやユニフォームのプレゼン
トを頂きました。懇親会では江東支部・今井支部長に
よる乾杯の後、中華ミニコースを堪能していただき
支部の垣根を超えた懇親ができました。
食事後、球場に戻り横浜DｅNAベイスターズ　VS 中
日ドラゴンズのナイター観戦を堪能しました。試合は
ロペスの満塁本塁打を含む５－４でベイスターズ
の勝ち皆さんプレゼントされたTシャツを着て応援は
盛り上がりはました。
場所が横浜、お子様も一緒と言う事もあり、今回は流
れ解散という形で終了しましたが、雨も降らず十分楽
しんで頂いた一日となりました。
参加：北支部47名・江東支部31名・事務局2名　　
　　　　横浜スタジアム、四五六菜館・別館
（幹事：北支部・新海哲也　江東支部・長谷川浩司）
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　7月24日（水）組合会議室において、京セラ株式
会社機械工具事業本部、澤直樹様、森谷隆史様を講
師としてお迎えし「切りくず処理の基礎と改善方法」
「表面粗さチャートから見る原因と対策」と題して
約 1 時間 30 分講演をいただきました。動画を存分
に織り込んでいただき大変わかりやすいセミナーで
した。出席者 28名

　8 月 2 日 ( 金 )、ホテル雅叙園東京にて第 50 回
永年勤続優良従業員表彰式、第 18回サマーフェス
タが開催されました。
　永年勤続表彰式は、山田副理事長の開会あいさ
つ、東京都産業労働局商工部経営支援課長の川﨑
秀和課長のご祝辞、小林副理事長の進行で、小池理
事長より受賞者お一人お一人に記念品をお渡しし、
和泉産業 ( 株 ) 池田則夫さんの謝辞、新海副理事長
の閉会のあいさつで滞りなく終了いたしました。　　
引き続き行われた第 18 回サマーフェスタは、東新
商会の宮﨑智恵子さんの司会でオープニング。冒
頭、勤続 40 年の和泉産業 ( 株 ) 池田則夫さんにお
祝いのお花をお渡しし、理事長あいさつ、副理事長
紹介、ゲストのヨガインストラクター熊倉絵理さんの
ご紹介とコメントをいただいた後、東京都中小企業
団体中央会の橋北様の乾杯で宴に入りました。　　

【第50回永年勤続優良従業員表彰式、第18回サマーフェスタ開催 】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019.08.02

【京セラ株式会社さん講師による
セミナー開催】 2019.07.24

　今年の新企画は支部代表によるカラオケ大会。そ
れぞれの持ち歌をご披露いただきました。カラオケ
店と違い会場が広いため、ご自分の声が聞こえにく
いこともありましたが、支部の名誉（？）をかけて頑
張っていただきました。
　最優秀賞は長谷川副理事長の一人審査の結果、
水戸工業の成田社長に。楽しい時間を過ごしまし
た。皆さんの熱唱の後、審査発表までの繋ぎで飛入り
参加の新海副理事長、一條事務局長、さらに飛入り
参加の ( 株 ) ジーネットの三枝笑乃さん ( 左）靏代
菜摘さん（右）「365日の紙飛行機」を会場の皆さん
と歌いました。
　サマーフェスタ出席者 組合員 59 社 177 名、賛
助会員様 20 社 31 名、ご来賓・報道 7 社 9 名の
217 名。
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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。

　警視庁サイバーセキュリティ対策本部が講演
9/20 組合会議室において、警視庁サイバーセキュ
リティ対策本部の担当官を講師にお迎えし、「サイ
バーセキュリティの必要性」、「サイバー犯罪の手
口」、「サイバーセキュリティの取組」について、具体
的な事例をあげてご講演いただきました。ややもす
るとサイバー攻撃は大きな会社が狙われるとのイ
メージですが、世界の共通認識は「中小企業は大
企業に比べてセキュリティ対策に投資することが出
来ない」。
　ここに日本の事情中小企業を見ると、日本の中小
企業は、「狙う価値のある情報資産を持っている」
「サプライチェーンが発達している」「ネットワーク
環境が充実している」。よって、関係している企業群
を中継して攻撃した方が成功率が高いため、攻撃

【 教養セミナー「サイバーセキュリティ
対策」開催】　2019.09.02

【北支部・江東支部共同企画「橋本久義先生講演：日米中韓鮮の行方」】2019.10.08

　10月8日（火）日暮里サニーホール「コンサート
サロン」において１９時より、東機工の皆様にもお馴
染み、政策研究大学院大学の名物教授？で、我々中
小企業の強い味方、橋本久義先生をお迎えし北支
部・江東支部の共同にて講演会を開催しました。
開演前、橋本先生の友人である北支部・渡辺総務
委員より講師のプロフィールを紹介いただき、北支
部・栽松総務部長の司会進行にて開演しました。　
冒頭、北支部・宮川支部長より、今回で3回目の合
同企画を実施し会員交流が多いに進み来春の合併
に向け準備が整ってきたと実感しておりますとの挨
拶がありました。講演では、「諸問題渦巻く日本・米
国・中国・韓国・北朝鮮の行方」をテーマに御教
授頂きました。各国首脳・状況をユーモアたっぷり
の説明と今後の展望をお聞きしました。続いて日本
の独自性を持ってモノづくりで活躍している中小企
業をご紹介され、工具商の皆様も頑張って下さいと
エールを頂きました。質疑応答の後、江東支部・今
井支部長から、お話しに大変元気を頂き今後の仕事
に役立てていきたいとの御礼の言葉で閉演となりま
した。
　21時から場所を日暮里「居酒屋 /ばんだい」に移
して、懇親会を江東支部・間島副支部長の司会進
行で開会し、新海副理事長の乾杯のご発声の後、橋
本先生を囲んで総勢３５名の方々が支部・所属の
垣根を越えて大いに歓談いただきました。大盛況の
うち２２時半過ぎにお開きとなりました。
参加：北支部23名、江東支部9名、事務局・他支部・
報道等10名（幹事：宮川武昭(北 )・今井茂(江東 )）

目標へ攻撃する踏み台として利用されている。
　2019 年 IPA 情報セキュリティ 10 大脅威の 4
に「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃の高ま
り」がランクインしています。しかし、一企業としての
対策は簡単ではありません。サイバー攻撃を受け
たとき「何を行ってよいかわからない」が本音です。
そこで、東京都産業労働局商工部が「中小企業サイ
バーセキュリティ相談窓口」を開設しましたので紹
介します。
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今後の主な予 定

　10月 16日 ( 水 )、ホテルニューオータニ大阪　
鳳凰の間において、3 年に 1 度開かれる全機工連
全国大会が行われ ました。出席者は 540 名（東機
工からは63名が参加） 大阪大会のテーマは「AI 時
代を生き抜く機械工具商のあり方」。SCSK 代表取締
役谷原徹氏の「やって得する働き 方改革」SAPジャ
パン代表取締役福田譲氏の「知って得するAI 事情」
のダブル講演を中心に、大阪組合が実施した 「どう
する？働き方改革。」の調査結果の発表。全機工連が
推奨する「機工メイト」のブロードリーフ山中副社長 

【全機工連第43回全国大会
大阪大会開催】　2019.10.16

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 5/13( 水 ) 北支部　通常総会

東武ホテルレバントン東京　にて

1/18( 土 ) 北支部　新年会
板橋区蓮根「よし邑」　にて

　11月13日、恒例の東機工ゴルフコンペが、熊谷
ゴルフクラブで開催されました。11 月になってもま
だまだ暖かく、絶好のゴルフ日和となりました。工具
メーカーのイベントと重なったため参加者は 12 名
でしたが楽しい会が出来ました。
　優勝は堀内謙一さん（㈱ホリウチ…右写真…
フォームが綺麗ですね）2位は山屋貴裕さん（㈱山
屋商会）3位は今井茂さん（今井ベルト㈱）でした。

【東機工ゴルフコンペ開催】
2019.11.13

　11 月 15 日、ときメイト主催の第 4 回オフィスヨ
ガが組合会議室で開催されました。今回も新しい参
加者があり、常連組と一緒に良い汗をかきました。
テーマは『スポーツの秋 ! 食欲の秋 !ヨガで太りにく
い体に（？）』新陳代謝ヨガ。効果はあったかな？

【 第4回オフィスヨガ開催】
2019.11.15

　11月18日（月）組合会議室において、賛助会員
三井精機工業㈱さんの佐賀良宏治 次長　岡村宜
政 所長を講師に迎え「コンプレッサの基礎知識」と
題してセミナーを開催しました。冒頭、山田雅英副理
事長が講師を務める三井精機工業について説明し、
「コンプレッサの草分け的企業なので、今日はしっか
りと勉強してほしい」と挨拶しました。
　セミナーは、様々なデータや資料を用いてコンプ
レッサの種類や周辺機器、オイルの役割・寿命、コ
スト削減と環境対策、メンテナンスの重要性などを
詳細に解説いただきました。
セミナーには15社 31名の方が出席しました。

【三井精機工業㈱講師によるセミナー
開催】2019.11.18

の講演など盛りだくさんのプログラムでした。 また、
冒頭の式典では東機工の関谷隆雄理事（前副理事
長）が功労者表彰を受けました。　　　　　　　　
　次回は2022 年愛知組合の担当で開催されます。
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2019/12
Ｃ級グルメ情報

　最近、面白い調理器具を買った。品名は「ザイ
グルボーイ」。朝早い時間のテレビショッピングで
やっているので見た事のある方もいらっしゃると思
います。
　普通、家庭で焼肉とか鉄板焼系をやる時は、下
から熱する卓上ガスコンロか電熱プレートを使いま
すが、そうすると当然油や煙が飛び散ります。とこ
ろがザイグルボーイはそれがほとんど無いのです。
理由は熱源が上に有るからです。形としては昔の卓
上電気スタンドの様な形で、かなり強力な熱源（丸
い電熱器）が電気スタンドの電球の位置に有り、
下に円形の鉄板が有るという感じです。部屋の汚
れや服の汚れが気になる方には打って付けです。
　最初は半信半疑でいたのですが、やってみると
これが中々良いんです。肉もバッチリ焼けますし煙
も出ません。肉から出た油は中央に有る穴から下
に落ちる様になっているので余分な脂は肉に付きま
せん。また魚もこれで焼けます。サンマを焼いてみ
たのですがほど良くこんがりと焼けて余分な油も中
央の穴から下に落ちてしまい思ったより良く焼けま
した。いわばキッチンのガスコンロに付いている引
き出し式の魚焼きが、テーブルの上で出来ると言う
感じです。他にも、フライ物やピザの温めなおしに
は最適です。
　電熱器には無段コントロールスイッチとサーモス
タットが付いているので状況によって加減出来ます。
下の鉄板もテフロン加工して有るので焦げ付きませ
んし手で回転も出来ます。他に四角い穴無しの鉄
板も付いています。この四角鉄板が意外な所で役
に立つ事を発見しました。
　前回イタリアの話しを書きましたが、その時自分
のお土産としてラクレットチーズを買って来ました。
余談ですが買う時までラクレット専用のラクレット
チーズと言うものが有るのを知りませんでした。ご
存知の様にラクレットはチーズの断面を直火で温
め、溶けた所をナイフで熱いお皿にそぎ落として、
パンやポテトを絡めて食べる料理ですが、ザイグル
はこれに最適なんです。
　この四角鉄板にカットしたチーズを置き上から熱
すると、丁度良い加減で溶けてくれます。これをフ
ランスパンに絡めて食べると実に美味しいんです。
　ラクレットが家で出来るのです。温度を調節しな
がら又チーズを足しながらやると多人数でも大丈夫
です。
　チーズもラクレットチーズに限らず市販のピザ用
カットチーズでも良いですしそれに他のチーズを混
ぜても良いようです。
　四角鉄板もテフロン加工されているので焦げた （著・渡辺敏夫）

チーズも簡単に剥がれて美味しくいただけます。
　なんだかザイグルボーイの回し者みたいになって
しまいましたが、面白い調理器具なので興味のあ
る方はやってみてください。
値段はサイトによってまちまちですが、タイムサー
ビスとかを利用してセットで￥22000 くらいが妥当
なところの様です。

　話しは変わりますが、ミシュランガイド第 16 代
社長ジャン・リュック・ナレ氏によると、日本は
2019 年ミシュランガイドで三ツ星店の数が世界一
になったようです。
　ちなみに飲食店の数：パリ⇒13000、ニューヨー
ク⇒25000、東京⇒160000だそうです。
　日本に三ツ星店が多い理由は、日本食店の専門
性に有ると言います。確かに日本料理は各専門店
によって細分化されていますね。
　例えばお寿司一つを取ってみても、江戸前、京
寿司、関西寿司が有り、鍋料理も、よせ鍋、ちゃ
んこ鍋、うどんすき、すっぽん鍋、鶏の水炊き、湯
豆腐、等が有り、しかも種類ごとに専門店が有りま
す。それは、天ぷら、おでん、うどん、そば、等
においても同様に専門化されています。又食材の
種類によっても分かれていて、ふぐ、牛タン、まぐろ、
すっぽん、湯葉、豆腐、うなぎ、どじょう等々にも
各専門店が有ります。
　この様な専門性が、日本料理の質を高めている
要因であると言います。この専門性は、他の国の
料理には見られない現象であり、他国の追随を許
さない程だそうです。だから日本料理は世界で一番
人気が有るのだと言っています。
　確かに、テレビで見るだけですが老舗の料亭の
お料理の手の込みようは素晴らしいものが有ります
ね。でもお値段もねえ。
　B 級 C 級でも、心のこもった美味しい料理を出し
てくれるところも沢山有りますね。
　日本で食べているのが一番いいようです。
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（著・佐藤満男）

御朱印のいろは

　最近、沢山の人を引き付けている「御朱印」集め、
楽しむ人が増えていますが、そもそも「御朱印」てど
んなもの？どうやって集めたらいいの？いただく時の
心構えや作法は？
　印の朱色と墨の黑の対比が鮮やかな御朱印、本
当はお寺に参拝し写経を納める「納経」の証として授
けられたものなのです。お寺では御朱印を「納経印」
集印帖を「納経帖」と呼ぶのです、矢張心に留ておき
たいのはどんな御朱印も御本尊や御神体の功徳が
込められたとても尊いものだと言うことです。単なる
記念スタンプではありません。
　御朱印を頂くときは先ず手水舎（ちょうずや）で手
を洗い口を漱いで身を清め、御本尊に参拝し納経所
で集印帖を出し書いてもらいたい場所を示し書いて
頂いたらお礼を言って納経料をお納めする。神社の
場合も同じで御神体と御縁を結び其の印に御朱印
代を納めて御朱印を頂くのです。

キャッシュレス化

　政府でキャッシュレス化が言われて居ますが、最
近のデータでも日本は約 20％、お隣の韓国は約
96％、中国でも約 60％以上、アメリカで約 46％だ
そうです。
　日本の家計の金融資産は今年の 6 月末で 1860
兆円、又 2018 年末現在で「通貨流通高」つまり家庭
や企業、銀行などに出回っている紙幣とコインの残
高は115 兆円も有るのです。
　然し、日本のキャッシュレス化が低いとと言われて
居ますが、実はドイツは日本よりも現金の使用率が
高くキャッシュレス率は約 16％なのです。キャッシュ
レスも大切ですが、お金を大切に使う堅実な国民性
が表れているような気がするのは私だけなのでしょ
うか？

　【御存知ですか】

債権放棄

　プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相
続放棄をすることが多いようですが、債務が有って
相続放棄をした場合、他の相続人にはどの様な影響
が有るのでしょうか？
　法定相続人の順位は１位子供（代襲相続人、孫、
ひ孫を含む）２位直系尊属（父母、祖父母、養父母）
３位兄弟姉妹（代襲相続人、甥、姪含む）と成って居
ますので子供や父母が相続の放棄をすると直系尊
属又は兄弟姉妹の代襲相続人まで債務を相続する
ことに成ります。
　ある日突然債権者から督促状等が届き、相続放棄
をした人に代わって債務の返済を迫られることが起
きます。気を付けないといけません。

　【税あれこれ】

工作機械受注額

　工作機械の受注が米中の貿易摩擦の影響などで
8 月は 2013 年以来の 900 億円割れ、9 月も前年
同月比、35.5％減の 1,000 億円割れと設備投資需
要は大きな落ち込みです。
　日本機械工具工業会が発表した 8 月の会員統計
では、超硬工具の販売額が 14.2% 減、特殊鋼工具の
販売額も8.6% 減。ダイヤCBNは 16.7％減と5ヵ月
連続の前年割れとなっています。
　半導体関連も、半導体製造装置が前年同月比
16.8％減に成って居ます。
　2018 年度のロボットの世界販売台数が 42 万 2
千台となり、世界初の 40 万台超えと成りました。日
本は世界最大の産業用ロボットの生産国であり
2018 年度は全世界の 52％を供給しているそうで
す、お寿司、おにぎり、などは解りますが最近はコンビ
ニ向けの陳列ロボットまでできているそうです。
　ヤマザキマザックが創業 100 周年記念事業とし
て進めてきた 18 世紀から現代に至る工作機械の歴
史がみられる「ヤマザキマザック工作機械博物館」が
11月に岐阜県美濃加茂市にオープンしました、地表
から深さ 11 メートルの深さに作られ実際に動く状
態で展示するほか工作機械で作られた蒸気機関車
（D51）、自動車（T型フォード）、航空機など代表的な
工業製品も展示されています。

熱海

　ピーク時には 530 万人もの宿泊客が訪れた温泉
街ですが、バブル崩壊後は大型ホテルの倒産や宿泊
客の半減などですっかり寂れた感じの街に成りまし
たが、最近は若い人たちの人気が出て海岸に向かう
熱海銀座商店街もとても賑やかになりました、上野
や赤羽から乗り換えなしで出かけられる様になりま
した、乗車時間も約 2時間普通で行けば乗車券も片
道￥1,980－駅前には足湯もあり、懐かしい「お宮の
松」の二代目が有る海岸線も散歩が楽しいし日帰り
温泉に浸かりのんびり１日コースで出かけてみて
は？

中央アルプス　駒ヶ岳「ホテル千畳敷」

　木曽駒ケ岳の真下標高 2,612m の日本で一番標
高の高い場所に立つ「ホテル千畳敷」。
　7月の上旬でも稜線の陰にはまだ雪が残る「千畳
敷カール」。今ではケーブルカーで標高差 950m を
7 分半ほどで登れます。高山植物の宝庫としても知ら
れ、春はスノーシュー、夏は高山植物、そして秋の紅
葉、山小屋の雑魚寝ではなく和室では有るが個室で
休めます。（黒部 立山の「ホテル室堂」此処は温泉と
フランス料理のフルコースが楽しめます。）

　【業界あれこれ】

　【行って見よう！行って見たい！】
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（選・佐藤満男）

『反日種族主義 日韓危機の根源』
李　栄薫 著　文芸春秋社　￥1,760
歴史に嘘はつけない。著者は塩酸をまくと脅迫されてい
る。事実を書いた本。韓国でも10万部を超えるベストセ
ラーに、日本でも30万部を超えたとか。

『イエスという男』
田川　健三 著　作品社　￥3,080 
キリスト（救い主）となる前の「食い意地の張った大酒の
み」の大工職人の時代から、聖書学者として膨大な文献を
当たりキリストの人物像を正確にとらえようとしている。
ローマ教皇の３８年ぶりの来日で沸く、今読んでみません
か？　

『火あぶりにされたサンタクロース』 
クロード・レヴィ=ストロース 著　中沢新一訳
KADOKAWA　￥1,980
サンタクロースとは何者、トナカイが引く橇に乗る老人はグ
リーンランドに駐留した米兵が当地の衣装を持ち帰り商業
イメージとして世界中に広まったとか、クリスマスを糸口に
資本主義経済の秘密に迫る。

お　正　月　炬　燵　で　一　冊


