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活動の軌跡・予定
（平成30年4月1日〜平成31年3月31日）

５月10日

第１９回定期総会 第１２４回役員会
プラザ・アリア（伊勢崎） 総務部会
５月25〜26日 四県交流会（新潟県主催）
ヨネックスCC・岩室温泉 高島屋 総務部会
７月５日
第１２５回役員会
北関東サテライトセンター 総務部会
７月７日
第１回板金図面検定講習会
伊勢崎市民プラザ 生産部会
７月14日
プレス特別教育
安全又は衛生のための特別教育
北関東サテライトセンター 生産部会
７月21日
経営者・管理職クラス研修
北関東サテライトセンター 青年部会
７月28日
メンテナンス講習（ＮＣＴ）
島田工業㈱ 様 生産部会
９月１日
第２回板金図面検定講習会
伊勢崎市民プラザ 生産部会
９月15日
事業承継セミナー
北関東サテライトセンター 青年部会
10月４日
第１２６回役員会
北関東サテライトセンター 総務部会
10月６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 生産部会
10月13日
板金図面検定試験 １級２級
伊勢崎市民プラザ 生産部会
10月27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
11月10日
研削といし特別教育
北関東サテライトセンター 生産部会

12月１日

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
12月15日
技能検定前実技講習会
北関東サテライトセンター
12月18日
第１２７回役員会
CAFERESTBARテラス（伊勢崎）
１月19日
技能検定実技試験（１日目）
島田工業㈱様
１月23日
賀詞交歓会 第１２８回役員会
ロイヤルチェスター前橋
１月26日
技能検定実技試験（２日目）
㈱太田治工様
２月16〜17日 青年部会三県親睦ゴルフ交流会
（群馬県主催）
玉村ゴルフ場
伊香保温泉 松本楼
３月６日
第１２９回役員会
北関東サテライトセンター
３月10〜12日 国内視察研修
㈱三松様
（福岡）
㈱ヤスナガ様（同上）

生産部会
生産部会
総務部会
生産部会
総務部会
生産部会

青年部会
総務部会
経営部会

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 51社（平成31年1月末現在）
群馬県高崎市上並榎町342 群馬県シートメタル工業会
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トを見ていくうちに、今まで疑問に思っていた事

１級

技能検定合格者

などが少しずつ解っていき、楽しくなってきまし
た。「道は好むところによって安し」という言葉

㈱太田治工

髙久田

順不同

１級

透

今回、技能検定機械板金作業１級に合格するこ
とが出来ました。

㈱アリギス

がありますが、パンチングＭコード500と501と
696の違いを徹底的に調べ、実務で金型の待機位
置や加工端を微調整する事でのカス上がり対策や、
通常のニブリング加工でＭ１２を出力させ、ピッ

技能検定を受けるにあたり、先輩技能士の方々

チを任意に変更するなど、掘り下げた加工をする

が就業時間外に貴重な時間を割いて指導してくれ

ことが自然と身についていたので、試験を受けた

ました。先輩方々の指導のおかげで、試験中も焦

ことでもっと仕事に興味を持ち、もっと好きにな

私は㈱アリギスでＮＣＴを担当しております。

る事無く落ち着いて作業することが出来ました。

ろうという気持ちになりました。これを機にもっ

この度、私が合格できたのも多くの方々に支えを

今後は検定を通じて得られた知識と経験を業務

と色々な事に挑戦していき、自分自身がレベルを

木村

裕充

いただいたおかげだと思います。

に活かしていきたいと思います。

上げ、それが会社全体のレベルアップに少しでも

合格した喜びを他の人にも共感していただく為

また、他の検定や資格を受検させていただく機会

繋がるように、努力していきたいと思います。

にも、今後の受験者にはアドバイスしていきたい

があれば、自分が成長できる良い機会だと思い、

と思います。

積極的に挑戦していきたいと思います。

今回このようなチャンスを与えて下さった会社

最後に技能検定を受ける機会を与えてください

並びに群馬県シートメタル工業会に心より感謝い

ました、岩本社長、並びにご支援いただきました

たします。ありがとうございました。

群馬県シートメタル工業会、関係者の皆様に心よ
り感謝いたします。本当にありがとうございまし

１級

た。

㈱太田治工

片山

典朗

丈夫だろうと思っていましたが、学科も実技も想

１級

岡田

戸来

伸之

私は現在プログラム作成、複合機での加工作業
を担当しています。

岡部工業㈱

前回２級を受けて１回で合格したので今回も大

り感謝します。

㈱林製作所

１級

私は、㈱太田治工でベンダーを担当しています。

最後にこの様な機会を与えてくださいました島
田社長、群馬県シートメタル工業会の皆様に心よ

義明

試験を受けたときはプログラム作成をメインに
作業をしてる事が多く、現場での加工作業からは

私は岡部工業㈱でプログラムを担当しています。 数年離れていました。正直通常業務もありなかな

像以上に難しくこれは心を入れ替えなければと思

今回の試験は社長にお願いして受けさせてもらい

か実技の練習も出来ず不安もありましたが、今ま

いました。特に実技は普段仕事で扱っていない機

ました。その為、背水の陣で受験しました。

での実務経験を試すいい機会だと思い試験にのぞ

械を使っての練習だったので、慣れるまでに時間
が掛かりました。

学科試験では講習会や日頃の業務での知識が役
に立ち危な気なく合格する事ができました。

みました。
結果まだまだ未熟ながらも合格する事ができ、

昼休みや終業後に先輩達から機械の扱い方、検

また、実技試験ではＡＰ１００を使用したプロ

定を受ける際の注意点を聞き課題に挑みました。

グラム作成は問題なかったのですが、ＮＣＴ加工

学科の方も２級の時に勉強していた事を忘れて

作業において、日常業務で金型に触れる機会が少

最後になりますが、このような機会を与えてく

いたものもあったので、また一から勉強しなおし

なかったので不安でした。しかし、終業後に練習

ださった会社の皆様、並びにシートメタル工業会

ました。分からない問題を分からないままにせず、 を重ね試験時間内での型の交換ができるようにな
何度も解いていたので本番前には今まで以上に知
識が身についていました。
いざ本番になったとき、学科でも実技でも緊張
しましたが、両方落ち着いて取り組む事で大きな
ミスもなく終える事ができ、無事に合格する事が
できました。

さらには合格者からの細かいアドバイスをいた
だき、無事に合格できました。
今後はこの検定で、学んだ知識や技能を仕事に

２級
㈱アリギス

門倉

最後にこの様な機会を与えてくださった、岡部
タル工業会様、関係者各位に心より感謝いたしま

大介

現在㈱アリギスにてベンダー作業を担当してい
ます。
今回の受験に於きまして約一ヶ月半、実技演習

結びに今回受験の機会を与えて頂いた岩本社長、 す。

と勉強に励みました。普段はベンダー以外の作業
は全くしていないので、展開計算・シャーリン

１級

グ・スポット溶接は初めての経験でした。最初は
自分の思う通りにうまくいかない事がありました

島田工業㈱

藤生

明春

私は、島田工業㈱でプログラム及びＮＣＴ業務
を担当しています。
今回、試験を受けるにあたり、自分がいかに無
知であるか思い知らされました。しかし、テキス
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関係者各位に心より感謝いたします。

活かして会社に貢献していきたいです。

並びに群馬県シートメタル工業会、関係者の皆様
に心より感謝いたします。

ついているのを実感する事ができました。

りました。

今後は、検定で身に付けた知識を仕事に活かし、 社長をはじめ会社の皆様、並びに群馬県シートメ
更なる技術向上を目指します。

今までおこなってきた経験が少しずつですが身に

が上司や先輩方のアドバイスを頂きなんとか無事
合格に至りました。ものづくりは僅かなミスや不
具合が後工程や仕上がりに影響を及ぼすというこ
とを実感できる貴重な体験でした。協力頂いたす
べての方々に感謝の気持ちを忘れず日頃の業務に
努めていきます。

群 馬 板 金 広 場
繋がったと思っています。

２級

実機操作や学科の疑問点を、上司や先輩、同僚

岡部工業㈱

松井

に教えて頂き理解につなげる事ができました。

友和

この結果だけで満足することなく、更にレベル
アップ出来る様頑張っていきたいと思います。

私は岡部工業(株)でベンダー作業を担当してい
ます。

ていきます。

大限活用して仕事に活かしたいと思います。この

ました。

し上げます。

２級

２級

島田工業㈱

篠嵜

最後に受験の機会を与えてくださった会社や群
馬県シートメタル工業会様及び関係者各位に心よ

浩二

私は、島田工業㈱でベンダー作業を担当してお
ります。今回、技能検定２級に合格する事が出来
て、大変嬉しく思います。
検定前講習では、知識や技術、安全面での大切

㈱誠和製作所

堀口

諭

私は、㈱誠和製作所で、パンチ・レーザ複合機
とベンダーを担当していました。今は、職場が変
わり溶接技術習得に挑戦しております。
職場移動前に、技能検定挑戦への話を会社より

す。その不安をなくすために、終業後の練習、帰
宅後の勉強を重ねました。

又、これから検定試験に挑戦する後輩たちに、

となどは講習会にて克服することができ、また業

と思います。

務終了後には実技試験などの分からないことを先

最後になりますが、このような機会を与えて下
さいました会社の皆様、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。

最後にこのような機会を与えてくださいました

永井

修

私は、島田工業(株)でベンダー作業を担当して

くださった長岡係長、技能検定前講習会を開催し
てくださった群馬シートメタル工業会の皆様に心
より感謝いたします。

います。前回の工場板金２級を受けたときは、実
技試験で不合格となってしまいました。今回再チ

様に心より感謝致します。

定で得た技術や習得した知識を活用してこれから
も仕事に精一杯取り組んでいきたいと考えていま

２級
島田工業㈱

滝原

信司

技能検定に合格する事ができ大変うれしく思っ

す。
最後に、再チャレンジの機会を与えてくださっ
た島田社長、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から感謝致します。

ています。
毎年恒例となりつつありますが、私にとって会
社の同僚と試験についてのあれこれを会話するの
は大変有意義な時間であります。普段の仕事とは

私は、島田工業株式会社で、おもに検査業務を
担当しています。
今回初めて、工場板金２級を受験し合格する事
ができ、うれしく思います。
日々の中では、実機に触る機会がほぼない業務
ですので、シャーリングやベンダー、スポットに
触れることができ、今までわからなかった疑問も
こうするとこうなるんだ

今後は、この知識を仕事に活かしていき、次は

海老沼社長、業務終了後など親身になって教えて

ましたが合格することができました。この技能検

忠勝

ました。

と思います。

２級

頂た会社の皆様ならびに群馬県シートメタル工業

中村

輩の方々に教えてもらい今回合格することが出来

一級に合格できるように知識を増やしていきたい

ャレンジの機会を頂いてプレッシャーを感じてい

島田工業㈱

今回、自身のスキルアップのためにＮＣＴ板金
技能検定前講習会に参加し、自分の分からないこ

最後になりますが、今回の資格取得に協力して

２級

私は、イーケーエレベータ㈱でＮＣＴ、溶接作
業を担当おります。

かしスキルアップに繋がるよう努力していきたい

合格するためにした努力を日々の仕事や

アドバイスしたいと思いました。

未智也

ました。今後も、今回身に付けた自信や知識を活

島田工業㈱

家庭でも生かしていきたいです。

森

作業２級を受験しました。試験を受けるにあたり、

その甲斐あってか、無事合格することが出来ま
した。

イーケーエレベータ㈱

な事など、再確認する事が出来る良い機会になり

頂き検定試験に挑戦しました。
試験日が近づくにつれ不安でしかたなかったで

最後に、このような機会を与えて下さったシー
トメタル工業会、関係各位の皆様に心より感謝申

ような機会を与えてくれた方々に感謝したいと思

２級

自信を持って試験に挑めるよう毎日練習に練習
を重ね、なんとか合格する事が出来ました。
今後後輩や同僚が受験するときには指導してあ

対し、心より感謝いたします。ありがとうござい

り感謝いたしま す。

に難しく思えました。

げられるよう、これからも板金技能の向上に努め

さった群馬県シートメタル工業会、関係者各位に

今回、合格させて頂きありがとう御座います。

敗できないプレッシャーの中で行うとなると、急

最後になりましたが、このような機会を与えて

この度、プレスブレーキ技能検定２級に合格し

げたいと思います。

験です。普段なら難なく作れる課題でも絶対に失

下さった島田社長、会社の皆様、並びにご指導下

たことを大変嬉しく思います。今後この資格を最

う所存です。そして自分自身、会社の成長にも繋
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と言うことが少しで

すが、理解できた気がします。
連日、仕事終わりからの実機操作と家に帰って
からの練習問題、繰り返し続けた結果が、合格に

２級
武蔵工業㈲

阿久津将矢
私は武蔵工業㈲でレーザーオペレーターと展開
作業をしています。

また違ったチームワークを感じる事ができます。
同僚の試験に臨む意気込みを感じてみたり、努力
している姿勢に刺激されてみたり、私の心の支え
となって練習の励みになっていると感じています。
これから先も島田工業㈱に技能検定合格者が
益々増えていくように私がみんなを牽引していけ
るよう努力していきたいと思います。

現在は直接ベンダーを触る機会は少ないのです

最後に、このような機会を与えて頂き、島田社

が、総合的な板金技能の向上の為に技能検定を受

長、会社の皆様、並びにご指導いただきました群

験させていただきました。

馬県シートメタル工業会、関係者各位に心より感

受験するにあたって特に不安だったのが実技試

謝いたします。ありがとうございました。
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２級
武蔵工業㈲

大澤

と知恵、そのような輝かしい賞品をより多くの方

知識を理解できる様になった頃には、日々の業務

に得て頂けるよう、これからの受検者の力になれ

も以前とは違い楽しく行える様な気がしています。

るよう精一杯努めたいです。

亘

今後は、これまでの知識を活かして会社に貢献
し、１級も挑戦したいと考えています。
最後にこのような機会を与えて下さった岩本社

私は武蔵工業㈲でＮＣＴレーザーオペレーター
とプログラム作成業務を担当しています。
今回初めて数値制御タレットパンチプレス板金
の技能検定を受けるにあたり、日々の業務と検定
内容が一致しているので心配ないと思っていまし

長、群馬県シ−トメタル工業会の関係者各位に心

１級

より感謝申し上げます。

㈱協和

関口

誠

た。しかし実際にやってみるとソフトウェアや機

私は㈱協和で５年レーザーのオペレーターを経

械の機種が違うだけでとても大変で、自分の経

験し、その後約２年プログラム作成を担当してい

験・知識不足を感じ未熟さを痛感しました。最後

ます。レーザーのオペレーターを任されていた頃

に、受験の機会を与えて頂いた会社の皆様、勉強

から、検査を行っていたため図面への理解度が上

を教えて下さった先輩方、並びにシートメタル工

がっているところにプログラム作成の仕事を任さ

業会関係者の皆様に感謝いたします。

れました。

２級
㈱茂木工業所

丸岡

正義

私は、株式会社茂木工業所でベンダーを担当し
ています。
最初、講習に参加したときは初めて見る用語や

自分の力量がどの程度あるか試す機会がほしか

記号ばかりで覚えるのに苦労しました。また、普

った時に、去年の検定を知り１級に応募しました。 段関わりの無い所もあり、範囲の広さに不安にな

板金図面検定合格者
順不同

りました。しかし、会社の方で社長、専務に協力

たが、今回は無事合格することができました。正

して頂き、みんなで勉強する時間を設けて頂いた

しい知識という強みを活かし、日々の業務に役立

おかげで少しずつ理解していくことができました。

てたいと思います。

まだまだ覚えることは沢山ありますが、今回学ん
だことを今後の仕事につなげていきたいと思いま

１級

す。

２級

㈱吉田鉄工所

岩丸

去年は専門外の知識がわからず不合格となりまし

好憲

私は、㈱吉田鉄工所で生産技術に所属しており、
ＣＡＤ／ＣＡＭ業務を担当しています。
昨年は２級に合格して、今年は更に知識、経験

最後に、この様な機会を与えてくださった会社、
並びに群馬県シートメタル工業会関係者各位に心

㈱林製作所

小林

俊介

私は、㈱林製作所にて生産管理業務を行ってお
ります。

を積んで１級に挑戦して、無事に合格する事が出

他業種からの転職で板金加工の知識はほとんど

来ました。昨年は学科が１級の合格ラインに達し

ありませんでしたが、テキストを読み、分からな

ておらず、今年は学科を中心に進めて行きました。 いところは上司や先輩に質問しながら学習を行い
日々の業務では使用しない物が多々あり、忘れて

知識が深まるにつれ、板金加工の基本が習得で

昨年、今年と試験を通して、大変有意義な時間を

き、現場とのやり取りもスムーズに行えるように

持つ事が出来ました。

なってきました。

いと思います。最後に、協力していただいた皆様
に心から感謝いたします。ありがとうございまし
た。

１級
㈱アリギス

尾山

健司

この度の受検にあたり、弊社の資格既得者にご
協力頂き、学習に多くの時間を費やしました。
その甲斐あり、何とか合格させて頂き、私が感
じたのは、人との繋がりの大切さです。日々の作

２級
㈱茂木工業所

坂本

大智

私は、株式会社茂木工業所でベンダー作業を担

ました。

いたり、また、新しい事を学ぶ事が出来ました。

今後は、学んだ事を活かして、業務に役立てた

より感謝いたします。

当しています。
今回、初めて板金図面検定の試験を受検しまし
た。その前の講習会では、知らなかった専門用語

今後もこの検定をきっかけに、多くの知識を吸
収し仕事に活かして参ります。
最後になりますが、検定に挑戦する機会を与え

も沢山あったので勉強になりました。今後は、板
金図面検定で得た知識や経験を仕事に活かしてい
きたいと思います。

てくださった、社長および上司、会社の方々、ま

最後に、このような機会を与えてくださいまし

た群馬県シートメタル工業会関係者の皆様に心よ

た社長、並びに群馬県シートメタル工業会関係者

り感謝いたします。

の皆様に感謝いたします。

２級

２級
㈱茂木工業所

㈱太田治工

西村

健

私は㈱太田治工で構造・電装設計業務を担当し
ています。

茂木

樹

私は、株式会社茂木工業所でプログラムと、ベ
ンダーの作業をしています。

業、そして受検にあたってご指導を頂いた諸先輩

業務の中で図面を書いていますが、独学で習得

会社で、板金図面検定をやってみないかと誘わ

方、その他講習や試験の機会を提供して頂いた

してきた為、板金図面に対しての基本的な知識が

れ、自分のスキルアップになればと思いこの板金

方々、沢山の方々のご厚意で今の自分が成り立っ

全く無い状態でした。学科と実技の講習会を受講

図面検定を受検させていただきました。

ています。

した中で、聞いた事のある用語もありましたが、

講習では、今まで聞いたことがない専門用語や

知らないことの方が多くありました。教材で基礎

記号などがたくさんありました。また、ＡＰ１０

人との繋がりが自分を高めてくれるという経験
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０をつかってプログラムをしてきたので自分で計
算して展開寸法をだすことがとても難しかったで
す。しかし、会社でも勉強の時間を設けてくれた

た会社、並びに群馬県シートメタル工業会の皆様
に感謝いたします。本当にありがとうございまし

活かせるよう努力して参ります。

㈱茂木工業所

橋本

たので合格することができました。
最後に、このような機会を与えてくださりまし

これからは得た知識を日々の業務にしっかりと

２級

り、図面が得意な社長や専務が教えてくれたりし

最後に、このような機会を与えて下さった会社

昌之

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。

私は、株式会社茂木工業所でおもに溶接の作業
を担当しています。
社長から板金図面検定というものがあるので受
けてみてはと言われ受験する機会をいただきまし

た。
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２級
武蔵工業㈲

向田

た。

２級

講習では、自分の知らない専門用語や記号があ
りいろいろと不安でした。会社では終業後に検定

㈱茂木工業所

菊地

を受ける同僚たちに役員（社長、専務）が勉強会

海渡

私は、株式会社茂木工業所でベンダー作業を担
当しています。

を行ってくれました。

生かしていきたいと思い受験させていただきまし
た。

かりで不安でした。何度もテキストを読み返した

に心より感謝いたします有難うございました。

だと思います。
改めて、このような専門的な知識を長い期間で

り、終業後の社内講習会では苦手な部分を重点的
に教えてくれたりと遅い時間まで付き合ってくれ
た先輩社員や仲間達には感謝の気持ちでいっぱい

２級

内田

普段自分が関わることが無いような問題がでて

きました。それが合格という結果として表れたの

試験を受けるにあたり講習会に参加させていた

最後に群馬県シートメタル工業会、関係者各位

おり、理解をするのに時間がかかりましたが、社
野の知識を出し合いながら理解を深めることがで

盤を使った切削作業を担当しています。
だきましたがテキストを見た時に知らない言葉ば

です。

㈱ユーエスケイ

内の受験者の方と一緒に勉強をし、それぞれの分

私は武蔵工業㈲でマシニングセンターやボール

そのおかげで検定に合格することができました。

今回、受験をするにあたって板金に対する理解
を深めると共に、学んだことをこれからの仕事に

今後も図面検定で得られた事を仕事に活かして

千尋

私は㈱ユーエスケイで品質管理を担当していま
す。

日々精進してまいりたいと思います。
最後になりますが、このような機会を与えてく
ださった武蔵工業の皆様、並びに群馬県シートメ
タル工業会関係者各位の皆様に心より感謝いたし

昨年も受験をしたのですが、残念ながら不合格

ます。大変ありがとうございました。

となってしまいました。今年こそは合格したいと
数か月前から勉強を始めました。

２級

学ぶということは中々できない事です。この時間

筆記では見た事があっても意味を知らなかった

を無駄にせず、得た知識を技術の発展へと繋げて

記号などたくさんあり、改めて学ぶことで勉強に

武蔵工業㈲

いきたいです。

なりました。実技は昨年も苦手だったので基礎か

金

最後に、このような機会を与えてくださいまし
た会社、群馬県シートメタル工業会の皆様に心よ
り感謝申し上げます。

ら何度も先輩方に教えて頂き復習をしました。
周りの方々の協力もあり、合格ができとても嬉
しかったです。図面検定で学んだ事を今後も仕事
に生かし、次回１級合格を目指し日々勉強して行

２級
㈱茂木工業所

小林美喜也
私は、㈱林製作所にて生産管理業務を行ってお
ります。
他業種からの転職で板金加工の知識はほとんど
ありませんでしたが、テキストを読み、分からな
いところは上司や先輩に質問しながら学習を行い
ました。
知識が深まるにつれ、板金加工の基本が習得で
き、現場とのやり取りもスムーズに行えるように
なってきました。
今後もこの検定をきっかけに、多くの知識を吸
収し仕事に活かして参ります。
最後になりますが、検定に挑戦する機会を与え
てくださった、社長および上司、会社の方々、ま
た群馬県シートメタル工業会関係者の皆様に心よ
り感謝いたします。

雄洋

きたいと思います。
受験の機会を与えて下さった会社の皆様、ご指
導頂いた先輩方、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。

康喜

私は武蔵工業㈲でベンダー加工を担当していま
す。
普段は作成されたデータで曲げ加工をしており、
今回図面検定を受けるに当たって、展開の考え方
や金属の加工に必要な知識を学べる機会を得られ
て、良い機会を得られたと思っております。
図面検定の勉強で得られた知識を単なる知識で
終わらせないように、実務で生かすことのできる

２級
武蔵工業㈲

久保田佳夫

生きた知識になるように日々精進して行きたいと
思います。
今回、資格の取得に協力して頂いた会社の方々、
並びにシートメタル工業会に心より感謝致します。

私は、武蔵工業㈲で展開作業及びNCT作業を
担当しています。
板金図面検定については、日々の業務において
の知識の確認、また今後の業務に必要な知識の取
得という意味で興味を持っていました。
しかし、実際の講習会では、分からないことが
多かったり、自分の知識の未熟さに驚く事ばかり
でした。
大きな不安を抱えながらも講習を終え、諸先輩
方からの細やかな指導を頂き、何とか合格する事
が出来ました。
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厚 生 労 働 大 臣 表 彰

（生産部会）

厚生労働大臣表彰授賞式
2018年11月21日

私は、担当の一人として「明治記念館」の式典に、出
席ました。全国から、職業訓練に貢献する団体・個人が

㈱コイズミ

嶋田

集い格式の高い式典でした。地区や分野は異なれども、
これだけの方々が職業訓練普及・発展の為に尽力してい

英昌

る事を実感し、技能検定の普及・発展に貢献して行こう

群馬県シートメタル工業会は、２０１８年１１月２１

と思いました。

日水曜日「明治記念館」に於いて、厚生労働大臣表彰の

群馬県シートメタル工業は技能検定の普及・発展に貢

栄誉に拝しました。本会設立以来の技能検定前講習の実

献して行きます。皆様のご理解・ご協力をお願い致しま

施、検定委員・補佐員の派遣、実技試験実施などの貢献

す。最後に、群馬県シートメタル工業会設立以来、技能

が評価された物です。これは、歴代会長をはじめとする

検定の普及・発展に尽力されました歴代会長ならびに部

諸先輩の努力の賜物であり、当会の活動が、公に認めら

会長をはじめとする諸先輩に、敬意と感謝を表します。

れた記念すべき出来事でした。
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明治記念館

厚生労働大臣表彰授賞式の様子

厚生労働大臣表彰授賞式の様子

技能検定実技試験

群 馬 板 金 広 場

３県 交 流 会

（青年部会）

２月１６・１７日に、茨城県・栃木県・群馬県のシ
ートメタル工業会青年部による第６回３県交流会が群
馬県にて開催されました。
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大泉工業㈱

橋本

秀木

なお成績は、個人の部では群馬県の荒木さんが優勝。
県対抗の総合戦では茨城県が優勝されました。
懇親会では青年部らしく途中離脱される方も見受け

リニューアルされた玉村ゴルフ場で、総勢１９名の
参加で親睦ゴルフコンペを開催。プレー終了後は伊香
保温泉に移動し表彰式ならびに懇親会（２２名参加）
を行いました。

られましたが、終始笑い声が飛び交う雰囲気で行われ
ました。
早朝からまた遠方よりお越し頂いた茨城県・栃木県
の皆様ありがとうございました。

ゴルフコンペは晴天にも恵まれ、真冬にも関わらず

同年代のメンバーと切磋琢磨し、時には悩みを相談

ゴルフ日和の気候でスタート出来ました。しかし後半

できるようなこの交流会が今年も開催されとても感謝

は一転、強風の中でのプレーとなり皆さん苦戦されて

しております。

いました。

集合写真

懇親会の様子

優勝

㈱三波メタルワークス 荒木社長

二次会の様子
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