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ご 挨 拶
今年こそ、景気は、もち直して上昇に転じて欲しいもので

新年明けましておめでと

群馬県シートメタル工業会

会長

岩本 博

（株式会社太田治工社長）

うございます。

す｡技術立国を目指す群馬県は、中小企業への技術支援の

会員の皆様におかれまして

拠点を、県都前橋市に「群馬産業技術センター」
、東毛太田

は、穏やかな新年をお迎え

市に「県立東毛産業技術センター」が新設オープンされまし

のこととお喜び申し上げま

た。私達中小企業にとって大変素晴らしい支援施設ではな

す｡

いでしょうか｡中小企業が今後、生き残っていく為にはやは

景気は、回復基調と言わ

り他社との差別化を計かり、技術開発力を強化し，他社に

れながら久しく上向いた実

負けない製品作りをしていかねばなりません｡センターは強

感は感じられません。昨年

力な助人となるよう利用したいものです｡

は、景気の回復を期待した

ことしも環境の変化に柔軟に対応して、明るい年になるよ

ところでしたが、12月の月

う、そして会員各社のご繁栄と皆様のご健勝を心よりご祈
念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます｡

例経済報告も前月と同じ「もち直している」という基調判断
の発表でした｡

ご 挨 拶
謹んで新年のお祝辞を申し上げます｡また、平素は格別の

した｡この辺から推測しま

ご高配を賜り厚く御礼申し上げます｡本年も業界の発展、振

すと、お客様の方では他社

興に対しまして総力を上げて取り組んでまいりますので、変

との差別化にご腐心されて

わらないご支援を賜りますようお願い申し上げます｡

いるのではないかと思いま

さて、わが国の経済もようやく「景気回復」が鮮明になっ

す｡特に他社にはできない

てまいりました｡直近の日銀短観などを見ましても、製造業

もの、独自の加工技術を確

の景況感は上昇しており、設備意欲も相当回復していると

立するということです。今

思います｡円高傾向にありますが、株価も底離れし、総体的

後の業界の方向性を考える

にバブル後の一区切りがついたのでないでしょうか｡

上で大変参考になります｡
今年は、景気の地合いも

板金加工業界をみましても、国内市場は、主要需要先で

株式会社アマダ
取締役相談役

天田 満明

ある自動車、電気・電子機器工業に明るさが戻っており、

いいようですし、久しぶり

かなり仕事も忙しいという声が聞こえております｡

に仕事に追われる年になりそうです｡
是非、日本の産業の先頭にたって引っ張るぐらいの意気込

昨年弊社で開発し、ご提供している新製品にEMという

みで臨みたいものです。

タレパンがあります｡サーボモーターを利用していますが、

最後になりましたが、貴工業会及び会員企業皆様の益々

成形も含めて多様な加工ができるということと、とにかく速

の発展をお祈り申し上げます｡

いということでヒット商品になっております｡また、電動サ
ーボモーターを使用したプレスブレーキやプレスも出てきま
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2003 年度 活動軌跡
'03年 4月1日〜

人材高度化支援事業（3 年目）

'03年11月7日〜9日

リーダー研修会Ⅱ（朝霧スクエア）

'03年 4月23日

総務部会会合（岡部工業）

'03年11月8日

技能検定前学科講習

'03年 4月25日

四県交流会（ザ・レイクス）

'03年 4月28日

生産部会会合（協和工業）

'03年 5月7日

第 25 回役員会（太田商工会議所）

'03年 5月8日〜11日

Advanced Stage

（伊勢崎文化会館）
'03年11月22日

工業会役員代表者懇話会
（フォーラム246）

'03年11月22日〜23日

技能検定前実技講習会
30名が参加。（ものつくり大学・岡部工業）

（朝霧スクエア）
'03年 6月 5日

第 4 回総会・第 26 回役員会
（前橋テルサ）

'03年6月10日〜22日

新入社員研修（朝霧スクエア）

'03年7月26日

若手社員教育／アマダマシン見学

'03年12月

板金加工通信講座第二期開講

'03年12月4日

第 29 回役員会（ホテル木暮）

'03年12月5日〜7日

パワーアップ研修会Ⅰ
（朝霧スクエア）

'03年12月13日

技能検定前学科講習

（アマダ展示場）

（伊勢崎文化会館）

'03年 8月5日

第 27 回役員会（伊勢崎文化会館）

技能検定実技試験（渡辺製作所）

'03年 9月13日

現場作業者の為の実習教育／
スポット溶接
（アリギス）

34名が参加。

33名が参加。

'03年10月3日

第 28 回役員会（太田商工会議所）

'03年10月13日

タナベセミナー／箱物展開、
図面の読み方
（タナベ）

'03年12月14日

技能検定実技試験（協和工業）

'04年1月10日

技能検定前学科講習
（伊勢崎文化会館）

● 今年度ののこりの主な行事 ●

'04年1月21日

８名が参加。

'03年10月18日

賀詞交歓会／第30 回役員会
（ウェルシティ前橋）

第 5 回親睦ゴルフコンペ
（鳳凰ゴルフ倶楽部）

'04年1月22日

技能検定実技試験（太田治工）

'04年1月25日

技能検定実技試験（岡部工業）

'04年2月8日

技能検定学科試験（職業能力開発協会）

'04年2月12日〜13日

県外優良企業見学会（山形方面）

'04年2月20日〜 22日 リーダー研修会Ⅰ（朝霧スクエア）

'04年3月
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第 31回役員会（伊勢崎文化会館）
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社員研修会に参加して
島田工業株式会社

島田

洋

ができました｡

去る2003年７月26日（土）に各社中堅社員による社員研
修会に参加して参りました｡午前中はアマダマシンツールプ

また、あまり時間はありませんでしたが同じくアマダの小

ラザにて、最新のNCT「EM2510NT」の加工スピードに各

野純一氏による「中堅社員への期待と役割」についてご講義

人度肝を抜かれ、世界最速レーザー「リニアレーザー加速度

をいただき、常に毎日を振り返り一日の収穫を明日につなげ

５G」を目の当たりにし、まるで映画のワンシーンを見てい

て行くことが、我々中堅社員のなすべきことだと改めて実感

るかの様な 感動 を覚えました｡

いたしました｡

午後はフォーラム246にて特別ゼミを行い、アマダの勇

今回の社員研修会に参加して得たことは、我々中堅社員

義仁氏による「最新の中国事情について」ご説明があり、
「宇

にとってかけがえのない「知識」を植え付け、未来に向けて

宙から見た世界の夜景」等、普段は見られないような角度か

の「知恵」を沸かせるような研修だったと思います｡

らの分析結果を見せていただき大変有意義な時間を過ごす事

有限会社タナベ

出口 鉄男

アマダに見学に行って私が気になったのはタレパンです｡仕

ベンダ用の道具や機械等は見てもあまりピンとこなかったの

事であつかっているので最近のタレパンはどのようなものか

ですが、一緒に来ていた社長や同僚なんかはそっちの方が気

と思いましたが、最新のタレパンは思った以上に早く静かで

になっていたようですけど｡

おどろきました｡他に気になった物といえばバリを取る型で

今回行った限り気になった物は以上ですが、新しい機械

しょうか｡タレパンで打ち終わった後にそのままバリ取りが

やそれに使う道具というのは速いサイクルで次のがまた次の

できれば、品物を板からはずして１つ１つバリを取るなんて

と出てくるので次はどのような型やタレパンが出てくるのか

こともなくなり、かなり時間を短縮することができます｡

気になるところです｡

私自身が会社ではタレパンしか扱わないので、主にあった
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平成15 年度の新役員をご紹介します。
当工業会の新役員として、次の4名の方が選任されました。

経営部会副部会長

生産部会副部会長

総務部会副部会長

総務部会副部会長

長沼 秀憲

阿部 浩則

高木 賢治

飯山

株式会社ナガヌマ 社長

株式会社阿部製作 社長

株式会社高木製作所 社長

株式会社グンゴー
一昨年開設した当会のホームページは、物づくり群馬

靖

株式会社アイワ 常務

六本木信幸

● HPの活用への提案
● HPを自社で自由に内容を変更

をアピールし、ヤフーとの検索エンジンも稼動を始め、
多くのアクセスをいただいておりますが、リピートで興
味深くご覧になっていただいたり、受注に繋がったりと

と言う２つの改善策を推進

言う実績にはまだ結びついておりません｡これは各社紹

していきますので、会員

介の内容が不充分で、うまくお客様のニーズにフィット

皆様のサイト上での積極

していない事が原因している様であります｡そこで、こ

的な活用を期待すると

のHPをフレキシブルなものとして、各社で内容を充実

ころであります｡

できる様に変更できるようになっております、そこで、

http : //www. gsmp. gr. jp

編 集 後 記
入院して、病院で働く、医者、看護士、・・・の患者

嫌というほどたくさん感じさせられました｡

に対する扱い、働きぶりを見ていて、その仕事の丁寧さ

また看護士さんの優しさが本当に嬉しかった。それは、

雑さを敏感に感じさせられました｡

人によって、またその人のその時の機嫌・忙しさによっ

食事を下げる時、湯呑・箸まで一緒に下げて綺麗に洗

ても違いますが、大切なのは、相手に対する気遣いをい

ってしまってくれる人、洗ってくれるのだけれど、流しの

つも持つ、と言う事。または、周りに対する気配り、とい

水を完全にしめないで、タラッタラって水が垂れっ放し

う事をいつも持ち続けるという事が大事である、とつく

にしていく人、まったく湯呑・箸など手も触れない人｡1

づく実感させられました｡

ヶ月位まったく身動きできなかったので、そういった事を
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