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第1８回定期総会 第１１８回役員会
前橋商工会議所 総務部会
５月26〜27日 四県交流会
群馬県 総務部会
５月24〜26日 若手プロ意識強化
FORUM246 生産部会
６月14〜16日 職場リーダー力強化
FORUM246 生産部会
７月
第１１９回役員会
北関東サテライトセンター 総務部会
７月
第１回板金図面検定講習会
北関東サテライトセンター 生産部会
７月
プレス特別教育
安全又は衛生のための特別教育
武蔵工業有限会社様 生産部会
７月20〜22日 部下がみるみるやる気になる
コミュニケーションの技術
朝霧スクエア 経営部会
７月
レーザメンテナンス講習
北関東サテライトセンター 生産部会
８月３〜５日 戦略をやり切る組織づくり
朝霧スクエア 経営部会
９月７〜９日 管理者に必要な人事労務実務の基本
FORUM246 経営部会
９月
第２回板金図面検定講習会
北関東サテライトセンター 生産部会
９月
第４回釣り大会
六本木釣堀 総務部会
10月
溶接セミナー
前橋産業技術専門校 生産部会
10月
第1回技能検定前学科講習会
北関東サテライトセンター 生産部会
10月
第１２０回役員会
北関東サテライトセンター 総務部会
10月
板金図面検定試験 1級2級
北関東サテライトセンター 生産部会

10月
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第２６回親睦ゴルフコンペ

総務部会
第2回技能検定前学科講習会
北関東サテライトセンター 生産部会
12月
第3回技能検定前学科講習会
北関東サテライトセンター 生産部会
12月７〜９日 最強チームをつくるリーダーのノウハウ
FORUM246 生産部会
12月
第１２１回役員会
伊勢崎 総務部会
12月
技能検定前実技講習会
北関東サテライトセンター 生産部会
１月
技能検定実技試験
生産部会
１月
賀詞交歓会 講演会 第１２２回役員会
総務部会
２月
国内視察
沖縄県特区視察 経営部会
３月８〜10日 不良削減とムダ取り
FORUM246 ㈱アマダ
３月
第２７回親睦ゴルフコンペ
総務部会
３月
青年部会三県親睦ゴルフ交流会
五浦庭園カントリークラブ 青年部会
３月
第１２３回役員会
北関東サテライトセンター 総務部会
11月

群馬県シートメタル工業会趣旨
群馬県一帯の板金加工業界を統一する組織をつくり技術情報・経営情報の交流、加工技術研究、経営研究、
新たな次代を迎えるにふさわしい体制を整えていこうという趣旨で設立いたしました。
そして、これからは業界の横の繋がりをもつこと、その繋がりの中から必要な情報や知識を得ることなども
ますます重要になってくると思われます。
情報の交流面では、会報「ＧＳＭＰ」（群馬板金広場）を創刊し、会員相互の情報交流に役立てて貰ってい
ます。
また、各種セミナーも積極的に開催し、会員相互の交流を深める場として活用していただいております。
技能教育や人材育成の面では、「技能検定工場板金」の国家資格取得を目指し、また、板金加工通信講座の
活用にも取り組んでまいりました。
「企業は人なり」と申します。資本力の少ない中小企業は、人でもたなければなりません。これからも人材
育成を、大きな柱として育てていきたいと考えております。
会員数 49社（平成28年１月22日現在）
群馬県高崎市上並榎町342 群馬県シートメタル工業会
GUNMA SHEET METAL PLAZA 1

群 馬 板 金 広 場

2017年1月発行 vol.26

活動の軌跡・予定
（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）

５月23日

第1７回定期総会 第１１２回役員会
ロイヤルチェスター太田 総務部会

５月27〜28日

７月６日

７月９日

７月16日

10月15日

10月29日

四県交流会
茨城県

総務部会

第１１３回役員会
北関東サテライトセンター

総務部会

第１回板金図面検定講習会
北関東サテライトセンター

生産部会

プレス特別教育
安全又は衛生のための特別教育
武蔵工業有限会社様
レーザメンテナンス講習
北関東サテライトセンター

第２４回親睦ゴルフコンペ

11月５日

12月３日

12月15日

第2回技能検定前学科講習会
北関東サテライトセンター

生産部会

第3回技能検定前学科講習会
北関東サテライトセンター

生産部会

第１１５回役員会
伊勢崎

総務部会

技能検定前実技講習会
北関東サテライトセンター

生産部会

生産部会

生産部会
１月14〜15日

９月１〜３日

若手プロ意識強化
FORUM246

第２回板金図面検定講習会
北関東サテライトセンター

生産部会
賀詞交歓会

総務部会
生産部会
３月11日

第1回技能検定前学科講習会
北関東サテライトセンター
第１１４回役員会
北関東サテライトセンター

５月２３日

青年部会三県親睦ゴルフ交流会
五浦庭園カントリークラブ

青年部会

第１１７回役員会
北関東サテライトセンター

総務部会

生産部会
３月15日
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経営部会

第２５回親睦ゴルフコンペ

溶接セミナー
前橋産業技術専門校

10月12日

国内視察

総務部会
３月５日

10月８日

第１１６回役員会
総務部会

沖縄県特区視察

第３回釣り大会
六本木釣堀

10月１日

講演会

生産部会
２月17〜19日

９月18日

技能検定実技試験

経営部会
１月18日

９月３日

生産部会

総務部会

12月17日
７月23日

板金図面検定試験 1級2級
北関東サテライトセンター

総務部会

定期総会 合格者表彰

２月１７〜１９日

沖縄県特区視察

群 馬 板 金 広 場

２級

技能検定合格者
順不同

岡部工業㈱

２級

岡部工業㈱

森口

１級

岡部工業㈱

博

私は、岡部工業株式会社で営業の担当をしてい

石井健一郎
技能検定１級という栄誉ある国家試験に合格す
る事が出来て、大変嬉しく思います。
現在私は、技術部に所属しており実務作業から
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ます。

清水

貴之

私は、岡部工業㈱でＮＣＴ作業を担当していま
す。今回、技能検定を受ける中で一番大変だった

入社した頃、ベンダーに配属され３年ぐらいで

のがＡＰ１００を使用してプログラムを作成する

技能試験２級の実技試験には合格しましたが、学

作業でした。まったくと言っていい位扱った事も

科試験を合格していない状況で部署移動となりそ

なく知識が無いことから苦労する事ばかりでした。

れから１０年の年月が過ぎ、技能試験の事など忘

受験経験者の方々から細かなアドバイスや指導

れていた頃に、学科試験を受ける事になりました。 を頂き少しずつですが覚える事ができ本番に望む
私自身、営業の立場になりお客様と図面を見な

事ができました。学科は出題範囲が広く自分が知

大変不安でした。特に、ＮＣＴ操作の経験は殆ど

がら話をしたり、見積価格を決めたりしている業

らない事が多かったですが、過去問題集を中心に

ないため、試験当日に緊張をしていた事を今でも

務の中、今一度、基本から講習会に参加させても

繰り返し勉強しました。試験を受ける為に、技術

思いだします。工具を落とさないか、金型を落と

らい憶えていない部分や不足している知識などを

練習、学科の問題集の勉強を進めて行く中で自分

さないか、セットミスが無いか、安全確認の忘れ

整理したりなど試験の勉強をしながらベンダーを

自身がスキルアップできていると感じました。自

がないか、等々…、常に頭によぎっていました。

踏んでいた頃の自分自身の気持ちを振返って反省

分がレベルアップする事で会社に貢献できように

しかし、日々練習をした事が、試験当日に発揮す

したり、非常に有効な時間を過ごせたと実感して

今後も常に上を目指し、色々な事に挑戦して行き

る事が出来ました。何事も、日々の積み重ねが、

おります。

たいと思います。

遠ざかっているため、実技試験を受けるにあたり、

最後に実を結ぶという事が、今回の試験結果に繋
がりました。また、その重要性を改めて感じる事
ができました。今後も、この事を肝に命じ精進し
ていきたいと思います。
最後に受験する機会を与えてくださいました会

年齢や職務の立場もあり技能検定２級を合格で
きて、本当に安心しました。
最後に試験を受ける機会を与えて頂きました会

社の皆様、並びにご指導頂きました群馬県シート
メタル工業会の皆様に心より感謝いたします。

社、群馬県シートメタル工業会並び関係者の皆様
に感謝致します。

社の皆様、並びにご指導頂きました群馬県シート
メタル工業会の皆様に心より感謝いたします。

最後に今回受験機会を与えてくださいました会

２級

２級
岡部工業㈱

大泉工業㈱

１級

久保田真一

㈱太田治工

髙久田

栗田

剛

私は、岡部工業㈱でベンダー作業を担当してい

透

私は、大泉工業株式会社で現在シャーリング＆

ます。ベンダー作業を担当になったのは、2年前

ベンダー作業を担当しています。昨年、工場板金

からでその前までは、ＮＣＴ作業を担当していま

２級を受けるにあたり実技試験は１回で合格出来

した。今回受けた技能検定では、プログラム作成

私は、㈱太田治工で品質保証を担当しています。 たのですが、学科試験は不合格になってしまい、

と機械操作がありました。機械操作は、仕事でや

社長の人材育成・従業員の多能工の方針で技能検

今回再チャレンジをしました。学科については、

っていたので問題なかったのですが、プログラム

定を受けさせていただきました。

出題範囲が広く内容の難しさに苦戦をしましたが、 作成は仕事でやることがなかったので不安でした。

普段の業務ではプログラム作成・ＮＣＴでの加
工作業をすることはもちろんありませんが、毎日

検定前講習会に参加しもう一度勉強をした結果無

しかし、終業後にプログラムの担当者にアドバイ

事合格することが出来ました。

スをもらって練習を続けていたら試験時間内にプ
ログラムを作れるようになりました。

のように有資格者の先輩方に指導をして頂き、練

今後は、技能検定で得た技術や、学んだ知識を

習を積み重ねることで自信を持つことができまし

活かし仕事に励みたいと思います。今回の技能検

学科試験は、範囲が広かったのですが板金のこ

た。

定試験での経験でさらなる技術の向上を目指し頑

とで今まで知らなかったことを学べて自分のため

張りたいと思います。

になったと思います。

また、会社が忙しい時期はＮＣＴ作業の応援す
ることもあり、改めて従業員の多能工の大切さを
実感することができました。
今後も今回の合格に満足せず、他の職種の検定

最後に、このような機会を与えて下さった会社

最後にこのような機会を与えてくださった会社、

の皆様、群馬県シートメタル工業会様に心より感

群馬県シートメタル工業会の皆様に心より感謝い

謝いたします。

たします。誠にありがとうございました。

を受けさせて頂く機会があれば全力で取り組んで
いきたいと思います。
最後に受験の機会を与えて下さいました、岩本
社長、指導下さいました先輩方、群馬県シートメ
タル工業会の皆様に心より感謝いたします。
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板金図面検定

板金図面検定合格者
順不同

１級
㈱太田治工

吉永

智則

私は、㈱太田治工で設計を担当しております。
以前に２級は合格をしておりましたが、今回は再
挑戦になりますが、１級を受けさせて頂きました。
時期的に仕事が繫忙期という事もあり、勉強を
する時間の確保が難しく大変でしたが、何とか合
格をすることが出来ました。
講習会での話やテキストを見ていると、自分で
は理解をしていると思っていましたが、間違って
覚えている事・忘れてしまっている事の多さに気
付く事が出来ました。
あくまでも合格は通過点ですので、勉強した事
を日々の業務へ生かし、更なるスキルアップを目
指していきます。
最後に、再挑戦をさせて頂いた事に対し、岩本
社長には感謝をしております。有難うございまし
た。

２級
島田工業㈱

中村

忠勝

板金製品とは何か について学びたいと思い、
社内の資格掲示板より、板金図面検定の2級合格
者の名前があり、「これだ」と思い、受験させて
頂きました。試験の申込み時に社長の一言、 か
なりの狭き門 と知らされ、講習会（学科／実
技）を受講させて頂き、学科の内容は幅広く、実
技は幅狭く深いものがあり、思っていた以上に難
問でした。しかし、講師の先生がポイントを絞っ
て丁寧に指導して頂き、理解する事が出来ました。
合格を頂き、板金について、少し自分なりに理解
が出来たように思えた瞬間でした。これから実践
に活かす為に何をすれば良いか、日々努力します。
今後は更に勉強し、１級を目指したいと感じてき
ました。

２級

２級

武蔵工業㈲

岡部

武蔵工業㈲

忠

私は武蔵工業㈲で溶接作業を行っています。
今回検定を受けさせて頂けることになり嬉しい
反面、合格できるか大変不安でしたが先輩方から
アドバイスを頂けたり社内勉強会などを開いて頂
けたおかげで合格することが出来ました。
今回の技能検定で得た経験を活かしより良い物
作りを目指して行きたいと思います。
最後に協力していただいた全ての皆様に心から
感謝いたします。

２級
武蔵工業㈲

私は島田工業㈱で検査業務を担当しています。
今回、２度目の板金図面検定でしたが、合格す
ることができて良かったと思っています。
連日、業務終了後に自宅にて、学科と図面の展
開計算について繰り返し勉強した結果が、合格に
繋がったと思っています。勉強中、疑問に遭遇し
た事もありましたが、上司や先輩・同僚に教えて
頂き、理解する事が出来たことはとてもよかった
と思っています。
自分自身、板金の実作業について、まったくの
経験がない為、分からない事だらけではあります
が、今回の板金図面検定で身につけた知識をいい
経験と考え、新たなるレベルアップに繋げていく
ため、日々精進していきたいと考えています。
最後になりますが、このような機会を与えて下
さった島田社長、会社の皆様、並びにご指導下さ
いました群馬県シートメタル工業会、関係者各位
に対し、心より感謝致します。ありがとうござい
ました。

２級
㈱中沢工業所

小島

利之

２級合格通知を頂き、群馬県シートメタル工業
会様、講師:小山様、中沢工業所社長に感謝致し
ます。
試験を受けるきっかけは、弊社の主な製品とし
て、プレス製品・板金製品の２分野に分けられ、
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阿久津将矢
私は武蔵工業㈲でベンダー作業を担当していま
す。去年までは違う業界で働いていた為、少しで
も早く板金の知識を身に付けたく今回の板金図面
検定を受けさせていただきました。
頂いたテキストを開いたときは初めて目にする
言葉の多さに戸惑いましたが、講習会で解説して
頂き理解することができました。実技に関しては
社内で勉強会を開いていただき、練習問題を解い
ていくうちに自信をつけることができました。伸
びの計算は普段の業務でも行うため、理解を深め
ることができて良かったです。
今後は検定で得た知識を活かし、より多くの仕
事をこなせるように精進していきます。来年は1
級に合格できるよう経験と知識を積み重ねていき
たいです。
最後に、このような機会を与えてくださった会
社の皆様、群馬県シートメタル工業会関係者の皆
様に心より感謝申し上げます。

２級
武蔵工業㈲

宇敷

教えていただきました。また、事前に学科の範囲
が広いと聞いていたので早くからテキストを読み、
試験勉強を始めました。社内の勉強会では、主に
実技の指導をして頂いたので、自宅では集中して
学科の勉強ができました。私にとってこの勉強会
は実技だけではなく、学科においてもとても大き
なものとなりました。
今後は、検定で得られた知識を無駄にする事な
く、日々の仕事に活かしていき、さらに一級も合
格できる様に努力していきたいと思います。
最後に忙しい合間を縫って勉強会を開いて頂い
た上司の方や先輩方、並びにシートメタル工業会
関係者の皆様に感謝致します。

将吾

私は武蔵工業㈲でベンダー作業を担当していま
す。今回初めて図面検定を受けるにあたり、私は
まだ実技の経験が浅く、上司や先輩方に基本から

大澤

亘

私は武蔵工業㈲でＮＣＴオペレーターとプログ
ラム作成業務を担当しています。
今回初めて技能検定を受けるにあたり、展開業
務もしているので実技は心配ないと思っていまし
たが実際にやってみるとPCでは自動的に計算し
ている数値を算出することは中々大変でした。
学科では仕事に直結する事も多くとても勉強に
なりました。検定を受けたことにより、自分の経
験・知識不足を感じ未熟さを痛感しました。
合格で勉強を終わりにせず、業務の中で学べる
事も学ぶべき事も沢山あるので日々高みを目指し
て仕事をして行き、次は１級に挑戦したいです。
最後に、受験の機会を与えて頂いた会社の皆様、
勉強を教えて下さった先輩方、並びにシートメタ
ル工業会関係者の皆様に感謝いたします。

２級
㈲三光製作所

高柳

翼

㈲三光製作所でプログラム作成とＮＣＴ複合機
を担当しています。
今回、板金図面検定の話を勧められた時は、２
級だし、普段からプログラムを作るのに図面を見
ているので何とかなるだろう、と軽く考えていま
した。
しかし、いざ講習会を受けてみると、学ぶべき
量の多さに自分の知識の浅さ、未熟さを痛感させ
られてしまいました。
実技の復習にしてもなかなか時間が取れずにい
ましたが、自分で練習問題を実際にＣＡＤで作成
し、なんとか理解できるよう努力しました。
まだ２級を取得しただけですが、今回の検定で
得た知識・経験を今後の職場に生かし、また後輩
達に指導、共有してスキルアップに繋がるように
していきたいと思います。
今後も勉強を継続し、機会があれば１級にチャ
レンジしてみたいと思っています。

群 馬 板 金 広 場
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不良は出すな！削減ポイントはこれだ！
板金セミナーを開催

板金セミナー2016
レーザーメンテナンス講座
生産部会

嶋田

業様のオペレーター職の方々です。一日に共に学ぶ事に
より、有益な情報交換の機会を提供出来たと思います。
私達、加工業者にとって効率的で、精緻な加工業務は

英昌

必要不可欠です。その為に設備投資を行いますが、適切
なメンテナンスが行われなければ、充分に加工機の能力
を、活用出来ません。メンテナンスの重要性は、誰しも

２０１６年度生産部会では、アマダ様の協力によりレ

理解していますが、実際はメーカー任せであったり、オ

ーザーメンテナンス講座を開催いたしました。座学だけ

ペレーター任せで現場への負担が大きい等の悩みを抱え

でなく会場をご提供戴きました武蔵工業有限会社様のご

ていらっしゃる会員企業様も少なくないと思います。今

厚意により、レーザー加工機実機による実習も行いまし

回の講座は、そんな皆様の一助になっていれば嬉しい限

た。講師は、アマダ様から、一線でメンテナンスに係わ

りです。今後も、その様な講座を、企画して行きますの

っているサービスマンの方々を派遣して戴きました。

で是非ご参加下さい。

一線のサービスマンによる実機実習より、実績的な講

最後に今回の講座開催に当たり、ご協力戴きました武

座を開催する事が出来ました。マニュアルや、説明を受

蔵工業阿久津社長様、小林専務様、株式会社アマダ岩崎

けても理解し辛かった事が実機を実際に触る事により、

様をはじめとするサービスマンの皆様、事務局野馬様に

具体的に理解出来たと思います。また、参加者は会員企

感謝申し上げます。
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つり大会&BBQで和気藹々
第三回つり大会を開催
㈱ＧＭタイセー

笠原

足元、足元

気で行えることが出来ました。

正伸

今回で３回目になります釣り大会

及び

と声を掛ける等、和気藹々の楽しい雰囲

その後の表彰式は、冷えた体にアツアツ焼魚や揚げ魚
バーベキュ

を頂き、美味しく楽しみながら行う事が出来き、小さな

ー大会を、９月１８日に赤城山の六本木釣り堀で開催し

子供から大人まで全員で楽しい時間を過ごせたと思いま

ました。

す。

当日は天候に恵まれず小雨降る肌寒い気温に関わらず、

今年は天候等により昨年より参加人数が少なくなりま

子供１０名、大人１７名の方に参加して頂き、楽しく開

したが、昨年同様に楽しい親睦会が行えました事は、一

催する事が出来ました。

重にご参加頂きました方々に御蔭と事務局、実行委員の

今回は初めての雨天での釣り大会で参加者の方が楽し
めないかもと心配しましたが、釣りが始まると子供たち
は我先に竿を突き出し、釣った魚に驚きの声をあげなが

方々のご尽力の賜物と感謝致します。
次回も是非ファミリー向けの親睦業務を続けられる様、
多数の方の参加をお願い申し上げます。

ら賞品が貰えるピンクリボンの有無に一喜一憂する姿を
見ることが出来ま
した。
又、昨年度と同
様に水を抜いた後
のつかみ取りも行
い、子供達は歓声
を上げながら魚を
追い掛け、大人が

第２４回親睦ゴルフ大会
第24回親睦ゴルフ大会を開催
島田工業㈱

島田

利春

親睦ゴルフ大会に参加させていただき、優勝をさせて
いただく事ができました。
この優勝も思いもよらぬものでしたが、楽しくランド
をご一緒させていただきましたパートナーのお陰と思っ
ております。
辺りの楓は紅、いちょうは黄金に木々の葉もはなやか
な錦の秋を告げてくれている中、１１月に初雪。東京で
は、５４年ぶり、前橋では１４年ぶりとなりました。急
の寒さ応えます。まだまだ寒さはこれからが本番でござ
います。お体には十分にお気を付けいただき、暖かな
日々の到来を心待ちし。また一層親睦ゴルフ参加者の皆
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様方との絆をこれからも深めて参られる事を心待ちにし
てまいります。
この度はありがとうございました。

群 馬 板 金 広 場

青年部の活動を振り返って
シートメタル工業会の青年部活動を開始して早６年が
経とうとしている。
何をしてきたのか？何を学んだのか？答えは「人との
つながりができた！」だった。
同業であるからライバルでもある。しかしビジネスの
話だけでなく一緒に学ぶ事業、一緒に楽しむ事業を本気
でおこなうから生れる新しい絆がここにあった。
辛いとき、苦しいときは周りの頑張っている仲間の姿

未来を若い力で

青年部四県交流会を開催
㈱三波メタルワークス 荒木 義人
昨年５月２７日、茨城県シートメタル工業会様主催に
て恒例の四県交流会が行われました。まずは昼の部、日
本ゴルフツアー選手権開催コース、宍戸ヒルズカントリ
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島田工業㈱

島田

渉

を見て「負けてられない！」と自分を鼓舞して前に進ん
だ。
出会いは必然。偶然は存在しない。辛いときこそ勇気
をもって一歩前に踏み出すことが自分の世界を広げるの
だと、ここにきて気づかされた。
沢山の仲間と呼べる人たちと出会えたから。人は人で
なければ磨けない。今後も同業他社の仲間たちと一緒に
「成長」するために活動を続けたい。

コンディションでのプレーを楽しまれていたようでした。
続いて夜の部、水戸市内に移動し懇親会及びゴルフコ
ンペ表彰式。お酒も入り、久々の再会に話が盛り上がっ
た頃には宴たけなわ。その後、諸先輩方は会場内で、若
手は大工町にてそれぞれの茨城の夜を満喫しました。
茨城県の役員様筆頭に会員の皆様、大変有難うござい
ました。

ークラブにてゴルフコンペ。偶然にもトーナメント前週

今年の四県交流会は群馬開催です。遠路ご参加いただ

とありフェアウェーは狭く、ラフは深い状態。おまけに

く皆様に喜んでいただける企画を用意し、お招きできた

土砂降りの雨の中、参加者皆さんスコアーは…？イマイ

らと思います。

チだった声を聞きましたが、普段なかなか経験できない
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