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回通常総会開催
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平成 年 ５月 日 （ 金 ）
上野東天紅本店にて第
回通常総会が開催されま
した。

事に成功した。また広報委
員会の広報誌、青硝会、大
硝会の活動、その他事業も
予定通りに遂行され多く

の実績を上げると共に多
くの参加を得ることが出
来た。
今期は残念ながら４社
の脱退があったが、１社の
新規加入もあり現在の加
盟事業所は 社とな った。
今期もなお一層の御参
加とご協力をお願い申し
上げます。
任期満了に伴う役員改
選にて、理事長に橋本秀秋
氏が再任され、副理事長に
中村剛氏、専務理事に竹内
信夫氏が 新任されました。
新理事は以下の通り理
名、幹事２名です。
事
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組合員の向上を目指す
運営を追求する事を目指
します。 高齢に伴いまし
て廃業等にて、今後も組合
員減少は続きますが、それ
なりの運営を行なう事も
大切です。
それぞれの個性を活か
し、組合組織としてより大
き な 力 を 発 揮す る た め に 、
相互を理解し各々を尊重
しながらも、共通の価値観
の元にその土台をしっか
りと固めなければいけな
いと思います。日本の硝子
加工技術は海外でも大変

理 事 長 所 信 表 明
理事長
橋本 秀秋

第 回通常総会が平成
年５月 日に開催されま
して、２期目の理事長職を
仰せつかりました。 大変
厳しい財務状況と組合員
減少の中、時代に応じた変
化が求められることは自
明の理であり、諸先輩方の
培った組合をこれからも
維持しつつ、硝子加工技術
を若年層に伝承して、
25
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わが国日本の経済は、
年末から穏やかな 回
復基調にあり、今回の景気
回復の期間は戦後２番目
の長さとなった可能性が
ある。最近の経済動向をみ
ると、実質ＧＤＰ成長率が
年から
年まで連
続で増加となるなど、安定
した回復が続いている。今
回の景気回復が長期化し
ている背景には、企業の稼
ぐ力が高まり、収益の改善
に広がりがみられている
ことと、雇用情勢が継続し

て改善していることが基
調としてある。また、日本
経済を取り巻く外部環境
についても、海外経済の緩
やかな回復など、総じて良
好な状況にある。加えて、
年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大
会に向けた関連施設の整
備や都市部の再開発の動
きなどを反映して建設投
資が継続して 改善してい
ることや、訪日外国人客の
増加もあって 地域経済に
おいても広く回復がおよ
びつつあることも、継続的
な 景気回復を後押しして
いると考えられる。この様
な社会情勢の中、当組合は
今期も業界の活性化を目
的として様々な事業展開
を図ってきた。技術振興委
員会担当事業の技術講習
会では例会の発表を含め
て多くの組合員の参加を
得る事が出来ただけでは
なく組合外からの反響を
得ることが出来た。業務委
員会の素材対策では素材
の欠品問題について対策
を行い、実績を上げてきた。
福利厚生ガラ ス市実行委
員会では多くの事業を手
掛け業界の活性化を図る
57
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理事長
橋本秀秋
副理事長 中村 剛
専務理事 竹内信夫
理 事
碇谷康治 ・ 池田高樹
遠藤誉明 ・ 佐藤文彦
佐野正晃 ・ 志賀秀吉
関根与志和・ 竹内正好
中山壽一 ・ 舞原利夫
松本ひろ子・ 野村政之
八木原敏夫
監 事
市川 勉 ・ 桐山時男
相 談 役
池田昭八 ・ 酒井良治
柴田晴通
（順 不同敬称略）

高い評価を受けておりま
すが、より高度な加工技術
を取り入れる事が出来る
様に、海外への視察と技術
者との交流を続けていく
事も大切です。 先進各国
の硝子技術者も年々減少
しておりまして、若年層へ
の技能アプローチをどの
様に行うかが大切との意
見もあります。 今年度の
委員会も 一 新致しま して 、
各委員長のご活躍を期待
致します。 これからの２
年間を皆様に見守って頂
き、職務を全うさせて頂き
ます。 今後もご意見とご
支持を皆様にお願い致し
ましてご挨拶とさせて頂
きます。
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五日目７月 日
昨日の晩餐会の
興奮も冷めやらず
朝飯を食べに行く、
ＡＳＧＳが名残を
惜しむ場所を用意
してくれていて年
次大会参加者で最
後の日の朝飯を食
べて お 別 れ をす る 。
世界中から来た
参加者がこれを最
後に帰路に着く。
また友人が増えた今回
の年次大会、世界中の方々
が挨拶に来る。
この機会に１か月バカ
ンスを取ると言うカナダ
人、すぐに帰って新しい加
工技術を試してみると言
うアメリカ人、家族とゆっ
くりしてから帰ると言う
ドイツ人、我々日本人はこ
の後シカゴに一泊してか
ら帰路に着く、皆さんに丁
寧に挨拶をしてお別れの
ハグをする。
またねって言ってお別
れした。
仲良くなったＡＳＧＳ、私
個人では数年毎に年次大
会へ参加すると思うが一
緒に行くメンバーを誘う
のは今回が最後にすると
宣言していたのだ。その為
今回はその集大成と意気
込んで の年次大会参加で
あった。アメリカではどう
しているんだろうか？日
本で疑問に思った事を出
来るだけ見て 聞いて来よ
う、私一人の力ではとても
無理だが今回は頼もしい
仲間も参加しているので
見て聞いて体験して貰お
う。加工バーナー、加工治
具 、 加工 技 術、 材 料 供 給 、
色硝子、仕事量、転写シー
ル、そのどれもが日本とア
メリカの違いを知りたい
ので出来るだけ聞いてみ
た、英語と日本語の狭間に
挟まれて最後まで時差ボ
ケが治らずに酷い目にあ
ったが、そのどれもが仕事
に直結する事柄だけに重
要な案件だ。
いずれにせよ集大成と
位置付けた今回の年次大
会、仲間にも恵まれたが今
までで 一番多くを得ての
帰国となった、約束通り今
後はＡＳＧＳの年次大会
に行きますがどなたか行
きませんか？なんて誘う
事もしない。
この報告ももう三回目

ここまで紙面で残せれば
行き方に苦労する人もい
ないだろう、ＡＳＧＳ年次
大会の模様もかなりお伝
え出来たと思っている。
それでももし興味があ
る方で行きたいがどうす
れば良いか分からない場
合は直接私に聞いて頂け
れ ば お 手 伝 い さ せて 頂 く 。
世界中の硝子加工職人
が気軽に交流できる世界
を夢見ながら。
中村 剛

これからの組合行事

７月 ～
青硝会研修旅行
（株）クライミング

15

７月 日
例会・合同委員会
すみだ産業会館

13

８月 日
理事会・大硝会暑気払い
両国「神田川」

20

９月 日
例会
すみだ産業会館

24

月６・７日
すみだガラス市
錦糸町イベント広場

27

業務委員会より価格改定のお知らせ

平成 30 年５月 20 日（日）水戸・ゴルフ・クラブに於いて第 38
回ＴＲＧＫゴルフ親睦会が晴天の下に開催されました。
サッカーＷ杯ロシア大会より約１ヶ月早く、総勢 20 名による
絶対に負けられない戦いが、ここ水戸の地でも繰り広げられまし
た。
気になる優勝は佐野正晃氏が、準優勝には竹内信夫氏、3 位に
は今回初参加となった小林広和氏が
それぞれ入賞。
さらにベストグロス賞には酒井健二
氏、ブービー賞は遠藤隆之氏が受賞
しました。
上位入賞者が近年あまり変動しな
い為、ルール改正を企む実行委員が
居るとか居ないとか噂される中、次
回は秋の開催を予定しています。
また、ゴルフ実行委員会では随時
メンバーを募集しています。
皆様のご参加をお待ちしています！

『テフロンプラグ 27.5 用』
定価 ￥8,000
工業会価格 ￥7,200
組合員価格 ￥5,200
『テフロンプラグ 16 用』
定価 ￥1,380
工業会価格 ￥1,242
組合員価格 ￥897
『テフロンプラグ 13.5 用』
定価 ￥860
工業会 ￥774
組合員価格 ￥559
『テフロンコック用マクラ 20 用』
定価 ￥620
工業会 ￥558
組合員価格 ￥403
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ASGS2015 ミルウォーキー(最終回)

17

まとめ
初めてＡＳＧＳの年次
大会へ行ってから９年、行
く前から東京や全国の理
事会で 私は今回で アメリ
カプロジェクトを終了に
すると宣言していた。
こ れだ け 世話にな っ た、

第 38 回 TRGK ゴルフ親睦会
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ご理解の程お願い致します
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普段目にすることが多
い物ですが製造過程を見
るのは初めてで楽しい例
会となりました。
７月 日 ～ 日には研
修旅行で九州の㈱クライ
ミング様へ工場見学に行
ってきます。
新会員情報
青硝会に新会員が加入
いたしました。
㈱鬼塚硝子様より宮
幸仁さん、野本敦美さん、
宇津木庸平さんです。お三
方の加入により総勢 名
となりました。
これからも皆様のご指
導、ご鞭撻を宜しくお願い
申し上げます。
)
(
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例会理事会報告
理事会
平成

年４月 日 （ 金 ）
すみだ産業会館

10

すみだガラス市
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(

(
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４月
土・
日 すみ
だ ガラ ス市が開催されま
した。
天候に恵まれた２日間
となり大変多くの人出と
なりました。青硝会の協力
もあり、売り上げも昨年４
月の記録を更新し過去最
高になりました。
次回開催は
月６
土 ・７ 日 を予定してお
り、『すみだ まつり』と 同
日開催となります。

理事会
平成 年６月 日（金）
すみだ産業会館
技術振興委員会
・新委員会紹介
・訪問型の技術講習会を予
定
業務委員会
・新委員会紹介
・カーボン用新ハンドルを
検討
・取扱商品の定価の値上げ
を検討これを承認、組合
員価格は据え置き
財務委員会
・４社脱退社払い戻し
・酸素売り上げ横ばい
福利厚生委員会
・家族ぐるみレクリエーシ
ョン来年実施へ
・ 月ゴルフ親睦会
ガラス市実行委員会
・ 月６・７日すみだガ
ラ ス市
広報委員会
・７月６日硝子組合ニュー
ス 号発行予定
全国委員会
・関根氏、志賀氏、新理事
推薦
大硝会
・ 月 ～ 日総会、大
洗を予定
青硝会
・７月クライミング工場見
学
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技術振興委員会
・５月 日関根硝子にて
技術講習会を開催予定
業務委員会
・仕上げ業界との交流会を
検討
・ムク栓の取り扱いを検討
・
値上げ予定
財務委員会
・３月売り上げ、酸素横ば
い
福利厚生ガラ ス市実行委
員会
・ ４ 月 ・ す み だ ガラ
ス市
広報委員会
・４月２日委員会開催
・４月６日広報誌発行
全国委員会
・３月全国理事会京都にて
開催
大硝会
・ 月総会予定
青硝会
・ガラス市参加
・技術講習会参加
その他
・第 回通常総会提出議
案審議
・第 回通常総会開催準
備について
11

21

また、現在ガラス市実行
委員会では一緒に出品し
て頂ける方々を募集して
います。
すみだガラス市は硝子
製品の販売を行うイベン
トとしては、実に都内最大
級の規模なんです。私達生
産者が思いも寄らない物
を、探している消費者の
方々も多くいらっしゃい
ますよ 工場の隅にデッ
トストックはありません
か？
!!

23

酒井良治

15

磯で名所は大洗様と歌われる「名所の名物」あんこう
鍋に感激を是非楽しみにして下さい。
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21
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平成 30 年 11 月 10 日(土)～11 日(日)
茨城県東茨城郡大洗町磯浜 大洗ホテル
日本医科器械新聞 露木社長
東京から全線貸切りツアー
確認中
日時
行先
特別参加
ツアー
集合場所

青硝会

今年の組合総会は上野の東天紅を会場に大変多数の
参加でした。今年は役員選挙の年でしたが、多数の参
加は役員の皆さん本当にうれしいことなのです。皆さ
んの顔を見せてくれるのが何よりの応援です。
今年の大硝会の案内を発送しました。早速に参加の
ご返事もいただきました。有難うございます。

青硝会は４月にすみだ
ガラス市に参加致しまし
た。両日とも天候に恵まれ
大盛況となりました。
５月には技術振興委員
会との合同勉強会を関根
硝子㈱様で行い、自動成型
機の見学やスリ合わせの
体験を行いました。スリを
体験するのが初めてとい
う方が多く大変勉強にな
りました。
６月の例会では、５月に
幹事でクランプや角ムッ
フなどを製造して いる会
社に伺い取材をし、その製
造工程 等を 発表しま した。

大硝会
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合同勉強会 開催
５月 日（土）関根硝
子株式会社に於いて技術
振興委員会・青硝会合同勉
強会が開催されました。
今回は摺り加工につい
てと，自動成型機による加
工の見学を行いました。

工業会だより

19

当日は 名と多数の方
に参加していただき２班
に分かれて 受講しました。
摺り加工の講習ではセン
ターレスグラ インダーで
の加工や、実際にジョイン
トの摺り加工を体験させ
ていただきました。
自動成型機の見学で は、
ガラス管から自動成型機
によってほぼ人の手を加
えずに加工される秤量瓶
や、オートメーションでフ
ラ ン瓶を加工して 行く自
動成型機などを実際に稼
動して いるところを見学
させていただきました。
38

この講習会の模様は９
月開催される例会にて、映
像を交えて技術振興委員
会により報告会を行う予
定となっております

日本理化学硝子機器工業会の全国大会は、通年では
６月の開催が恒例となっております。第 66 回全国大
会の担当京都支部のご提案にて、担当の京都支部の
方々は、皆様に京都の紅葉を是非ご覧頂きたいとの事
で、11 月の開催となりました。一昨年より会場と見
学先の準備に大変時間を掛けて頂いております。
会場となる「KKR 京都 くに荘」は、京都御所に程
近く、庭園を出ると鴨川の河原に出る事ができ、河原
に置かれた亀の形をした飛び石を渡って、まで散策で
きる立地です。紅葉の中、京都の歴史を感じながらの
全国大会となる事でしょう。
総会後の講演は京都市産業技術研究所 主席研究
員 高石大悟氏により「ガラス、セラミックの展望
（仮）」、京都女子大学 准教授 西尾久美子氏により
「京都花街の経営学、おもてなしの仕組み」が予定さ
れております。
翌日は貸し切りバスにて紅葉を見まして、青龍殿～
枳殻邸～寺子屋～黄桜カッパカントリー資料室等の
見学会後、夕刻に JR 京都駅解散の予定です。
是非、多くの方々にご参加頂きたく御案内致しま
す。
来年の第 67 回全国大会は東京支部担当にて、平成
３１年９月末に、日光・鬼怒川方面での開催予定です。
翌日はハリオ株式会社様の御好意により、古河工場
の見学を予定しております。
次回の全国大会も東京支部が創意工夫をし、皆様のお
役に立てる内容をご用意しております。
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工業会会員の事業所が
これからの進む方向を、ど
うしたらよいのか、自社と
自分に、被せて常に頭から
離れることはない。
インターネットの普及
で情報が簡単に手に入る
環境ですが、実はよい製品
を提供出来る会社がある
ことを、正しく伝わるわけ
ではない。
こちらから、最終得意様
にどのように伝える事が
出来るか。間にいる小売り、

組合に
思いを

問屋、の営業マンの知識に
だけが頼りでは伝わらな
い。営業としては、人より
安く見積もり、注文を取り、
できうる限り安く仕入れ
る。どの業種も価格だけが
歩いてゆく。作り手として
は、材料加工代が満足に貰
えなければ後継者は育た
ない。
現代、理化学ガラスでは
手加工のみから、機械化を
組み入れるようになり、少
人数ではコスト的にも、後
継者もいなければ、より負
担がのしかかり、いよいよ、
先細りになりかねない。
今に、関係する全員が知ら
ないうちに困難に会うこ
とになるだろう。
自分たちで伝えよう、ガ
ラス加工品は、全部同じで
はない、壊れやすいものも
あり、良いものは手間暇か
けており、すべてに寸法も
正確で使いやすく壊れに
くいとゆうことを。
後のトラブルもなく、値段
は それな り にな るこ と も 。
追伸
ガラス加工に一番大切
なものは、肩の力をとり無
意識に自分の思い通りに
や る 。こ れ が 、 極 意で す 。
初めはうまくいかない、当
たり前です。
極意と思いながら、練習
あるのみです。

