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５月16日 設立２０周年記念式典
　　　　　　　第２０回定期総会　第１３１回役員会

前橋商工会議所　総務部会
６月３日 青年部懇親会

千味庭（前橋）　青年部会
６月14～15日 四県交流会（栃木県主催）

那須国際ＣＣ　　　　　　　　　　
ホテル　サンバレー那須　総務部会

７月４日 第１３２回役員会
北関東サテライトセンター　総務部会

７月６日 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27日 プレス金型特別教育
北関東サテライトセンター　生産部会

８月31日 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

10月５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10日 第１３３回役員会
北関東サテライトセンター　総務部会

10月11日 メンテナンスセミナー（レーザ）
北関東サテライトセンター　生産部会

10月17日 青年部セミナー
 （経営者と現場リーダーのギャップ）

北関東サテライトセンター　青年部会
10月19日 板金図面検定試験　１・２級

北関東サテライトセンター　生産部会
10月19日 第２８回親睦ゴルフコンペ

赤城ゴルフ倶楽部　総務部会

10月26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30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　生産部会

12月14日 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

12月19日 第１３４回役員会・忘年会
前橋カツカミ　総務部会

１月15日 青年部親睦ゴルフコンペ・新年会
富岡ゴルフ倶楽部　　　　　　　　　　
ＰＬＥＡＳＡＮＴＣＡＦＥ龍（前橋）　

青年部会
１月18日 技能検定実技試験（１日目）

島田工業㈱様　生産部会
１月22日 賀詞交歓会　第１３５回役員会

ホワイトイン高崎　総務部会
１月25日 技能検定実技試験（２日目）

㈱太田治工様　生産部会
２月21～23日 国内視察研修

㈱広島メタルワーク様　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
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㈱林製作所

　　磯部　勝弘

　私は㈱林製作所にて管理を行っております。

前々から新人教育や現場指導を行う際に、最適な

指導方法や知識を身につけたいと考えていた為、

元々1級を持っていた資格のステップアップの為

に特級にチャレンジした次第です。

　実際、特級は幅広い知識が必要で、合格に向け

ての勉強時間も1級に比べて比較にならない程の

時間を必要としましたが、会社からのバックアッ

プもあり、おかげ様で専門的な知識や従業員への

指導方法に対して勉強になり、現に非常に役立っ

ております。

　この度はこのような機会を与えて下さったシー

トメタル工業会に感謝致します。

岡部工業㈱

　　荒井　貴広

　私は、岡部工業㈱でベンダー作業を担当してい

ます。今回、工場板金１級に合格する事ができま

した。前回は実技が不合格となってしまったので

今回再チャレンジで合格でき大変嬉しく思います。

　今後は技能検定を通じて得られた知識と経験を

業務に活かしていきたいと思います。

　最後になりますが、このような機会を与えてく

ださった会社の皆様、並びに群馬県シートメタル

工業会、関係者各位に心より感謝いたします。

島田工業㈱

　　滝原　信司

　今回、技能検定に合格する事ができて大変うれ

しく思っています。また、試験に臨むにあたり、

一緒に練習してくれた同僚や指導してくれた先輩

方にも感謝の気持ちでいっぱいです。

　今回の試験で身につけた技術や知識を今後も会

社の為に活用し、会社の生産性が向上するよう努

力を続けて行きたいと思います。

　最後にこのような機会を与えて下さいました島

田社長、並びに関係者各位に心より感謝いたしま

す。

㈱太田治工

　　金子　　智

　私は㈱太田治工でNCTを担当しています。今

回各先輩技能士の様々な助けをいただいて合格す

ることができました。

　今回特に苦労したのはAP１００でのプログラ

ム作成でした。現場での機械作業経験はあるもの

の、プログラムに関してはもともとあるものを少

し編集して手直しする程度しか経験がありません

でした。普段使い慣れないAP１００で作業内容

をいちから覚えるのは非常に難しく、検定一級の

壁の厚さを思い知らされる思いでした。しかし社

内の各先輩方が就業時間外に貴重な時間を割いて

指導してくれたおかげで、本番当日は「これだけ

やったのだからこれでダメなら仕方ない」と自信

を持って望むことができました。

　今後はこの検定で得られた知識と経験を仕事に

活かし、更なる技術向上を目指していきたいと思

います。

　最後に技能検定を受ける機会を与えてくださっ

た岩本社長、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。ありがと

うございました。

㈱アマダ

　　芹沢　健智

　技能試験の受験にあたり、苦労した事は実技で

す。普段の業務でたずさわっていますが、やはり

試験となると緊張し、２回ほど挑戦しましたが不

合格でした。３回目の正直という事で、「緊張」

を「自信」で補うために、実技を少しずつ練習し、

身に着けていきました。また、わからない事は先

輩に教えていただきました。その結果が今回「合

格」をいただく事ができ、非常にうれしく思って

います。

　最後になりますが、ご指導していただいた先輩

方、このような機会をくださったシートメタル工

業会関係者各位に深く感謝を申し上げます。

岡部工業㈱

　　前原　広太

　私は、岡部工業㈱でベンダー作業を担当してお

ります。今回、工場板金２級に合格する事ができ、

嬉しく思います。

　ベンダーには普段から使用する機会が多くあり

ますが、シャーリングやスポット機などは、試験

を受けることをきっかけに触れることができまし

た。試験での注意点や、機械の使用方法など細か

い点は合格した先輩に教わりました。試験前日ま

で何度も練習を重ね、無事に合格できました。

　今後は、工場板金１級に合格できるようにさら

に頑張っていきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださった、岡

部社長をはじめ会社の皆様、並びに群馬県シート

メタル工業会、関係者各位に心より感謝いたしま

す。

㈱アリギス

　　外丸　達也

　私は株式会社アリギス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

にアドバイスを頂けたり社内で練習させてもらい

合格することができました。

　今回の技能検定で得た経験を活かし、より良い

モノづくりを目指していきたいと思います。

最後に協力して頂いた全ての方々に心から感謝い

たします。

㈱シンノエパック

　　山本　忠司

　私は現在、ベンダーを担当しています。学科試

験は免除だったため、今回は実技試験のみの受験

でした。同僚に教わったり、試験対策として何度

も実技試験のシミュレーションを行いました。各

作業の時間を計測し、指定時間内に完成させるこ

とを意識しました。

　試験本番では緊張してしまいましたが、無事合

格することができました。今回の資格取得に協力

して頂いた会社の皆様、並びにシートメタル工業

会様に心より感謝致します。

㈱誠和製作所

　　細谷　光雄

　私は、㈱誠和製作所で、ベンダー作業を担当し

ております。

 今回、プレスブレーキ技能検定２級に挑戦し合

格できたことを大変嬉しく思っています。

実技試験当日はプレッシャーのあまり普段では考

えられないようなミスをしてしまい、途中で諦め

てしまおうかとも思いましたが、諦めず最後まで

やりきったことで、これからの仕事に生きてくる

と考えています。

　また、今回の経験を活かし、後輩達に良きアド

バイザーになって行きたいと思います。

最後になりましたが、今回の資格取得に協力して

頂いた、会社の皆様並びに群馬シートメタル工業

様に心より感謝致します。

㈱太田治工

　　中村　僚介

　私は、㈱太田治工でベンダ－を担当しています。

技能検定を受けるにあたり、初めての事で不安も

あり早い時期から学科勉強と実技練習を始めまし

た。

　学科は難しく、テキストを見たり過去問題を何

回も解くなどして分からない所は先輩方に聞いて

理解を深め、分からないままにしない事を心に勉

強に励みました。実技については、終業後に指導

してくれました先輩方の貴重なアドバイスが大変

心強い物となり、試験本番で大きなミスも無く進

める事が出来ました。結果、工場板金2級に合格

する事が出来て、大変嬉しく思います。

　今後は、試験で得た知識と技術を仕事で活かし、

更なる技術向上を目指して行きます。最後に技能

検定を受ける機会を与えてくださいました、岩本

社長、並びにご支援頂きました群馬県シ－トメタ

ル工業会、関係者の皆様に心より感謝致します。

武蔵工業㈲

　　宇敷　将吾

　私は、武蔵工業㈲でベンダー加工を担当してい

ます。

　今回、受験をするにあたって板金に対する理解

を深めたいと思い受験させて頂きました。講習で

は、自分の知らない用語や記号があり理解するま

でに時間がかかりましたが、何度もテキストを読

み返すなど根気強く勉強しました。

知識が広がるにつれて、日々の実務では色々な視

点で物事を考えられるようになりました。今後は

さらなる技術向上を目標に日々精進していきたい

と思います。

　最後にこのような機会を与えて下さった会社の

皆様、また群馬県シートメタル工業会関係者の皆

様に心より感謝申し上げます。

岡部工業㈱

　　森村　将斗
　

　今回、技能検定に合格することが出来て大変嬉

しく思います。

　技能検定を受験するにあたって、先輩技能士の

方々が貴重な時間を割いて私に指導していただき

試験中も特に焦ることなく落ち着いて合格するこ

とが出来ました。

　技能検定を通じて、普段の業務では学ぶことの

できない幅広い分野の知識を学ぶことができ、大

変良い経験になりました。技能検定で得られた知

識を普段の業務に活かしていきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださった皆様

に感謝致します。ありがとうございました。

島田工業㈱

　　中村　忠勝

　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、数値制御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、プログラムを作成したり、NCT（実

機）に触れることができ、今まで理解できなかっ

た疑問も“こうするとこうなるんだ”と言うこと

が少しですが、理解できた気がします。

　連日、仕事終わりからのプログラミング操作と

NCTでの操作・金型交換を繰り返し続けた結果

が、合格に繋がったと思っています。

　実機操作や学科の疑問点を、上司や先輩、同僚

に教えて頂き理解につなげる事ができました。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。

　最後になりましたが、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

さった群馬県シートメタル工業会、関係者各位に

対し、心より感謝いたします。ありがとうござい

ました。

武蔵工業㈲

　　久保田佳夫

　私は、武蔵工業㈲でCAD及びレーザー加工機

を担当しています。板金図面検定について、前回

は2級を受験したので、今回は1級に挑戦しよう

と心に決めていました。

　前回と同様、講習会での学習や自主学習だけで

は不安が拭い切れませんでした。そこで先輩方に

勉強会を開いて頂き、知識を確かなものにしてい

った結果、何とか合格する事ができました。今後

は、得た知識を日々の業務に活かしつつ、後進の

指導にも努めて参ります。

　最後に、このような機会を与えて下さった会社

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。

武蔵工業㈲

　　金　　康喜

　私は武蔵工業㈲でマシニングセンターやボール

盤を使った切削作業を担当しています。

 以前2級は合格しておりましたが、1級はよりし

っかりと知識を深めて試験に臨まないと合格でき

ないと思い、帰宅後にできるだけ勉強をしました。

また、先輩に教えて頂いたりしながら、理解の浅

い部分なども補完できるように努力しました。

　その甲斐あって無事に1級を合格することがで

き、努力が報われたと思いました。今後も得た知

識を日々の仕事に活かせるように精進して行きた

いと思っております。

　最後に、このような機会を下さった会社の皆様、

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。

㈱ユーエスケイ

　　蜂須賀久美

　私は㈱ユーエスケイで品質管理を担当していま

す。今回、私は育児休暇中に受験させていただき

ました。

　前回2級の試験を受けてから２年もブランクが

あったため、一からの勉強となりましたが、勉強

会を開いてもらったり、沢山の方々の協力で合格

することが出来ました。今後は、学んで得た知識

を生かして会社に貢献していきたいです。

　最後に、このような機会を与えて下さった内田

社長、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。

㈱アリギス

　　中西　利幸

　まず初めにこのような機会を与えて頂きました

ことに心より感謝申し上げます。これから受験さ

れる方はかなり困難な道になりますが、まず気持

ちを落ち着けて問題の図面をよく観察すること。

記述回答式の問題対策として、単語の暗記だけで

なく文章としてしくみや考え方の理解と記憶をお

すすめします。

　今回の合格だけに満足せず、この資格に恥じぬ

よう後に続く方々への教育や自身の成長へとつな

げていきます。

三朋企業㈱

　　小林　　真

　私は三朋企業㈱で、生産管理業務を担当してお

ります。

　他業種から板金加工の業務に関わるようになり、

未経験の中で上司や同僚の皆様から細かく教えて

頂きました。受験に際しても、数々のアドバイス

を頂きました。今後は、検定で得た知識を基に、

より知識・技能を修得し、仕事につなげていきた

いと考えています。

　最後に、検定挑戦の機会を与えて下さった、社

長、上司、会社の方々、群馬県シートメタル工業

会の皆様に感謝いたします。

㈱林製作所

　　中島　和哉

　私は、㈱林製作所で品質管理の仕事をしており

ます。

　今回受験するにあたり、他業種からの転職だっ

たため板金知識はほとんどなく不安な気持ちでし

たが、日々勉強していく中で分からないところは

上司や先輩に質問し少しずつですが理解すること

ができ、不安な気持ちもなくなりました。覚える

ことはまだまだ沢山ありますが、今回学んだこと

を今後の仕事に活かしていきたいと思います。

　最後になりますが、今回板金図面検定に挑戦す

る機会を与えてくださった、社長及び上司、会社

の方々、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。

㈱太田治工

　　柳田　峻哉

　私は、㈱太田治工にて構造設計業務を行ってお

ります。

　工業科の学校からの就職ではありましたが、専

攻していた科目は電気部門でしたので、板金に対

する知識は、ほぼない状態からのスタートでした。

テキストを見てみますと、聞き慣れない用語がず

らりと載せられています。その中でも、聞いたこ

とのある言葉がいくつか存在しており、勉強して

いるうちに意味も分かる様になりました。

　実際の仕事でも、今まで知らなかったというこ

とが、わかるに変わったなと感じる場面が何度か

あり、仕事にも活きているなと感じています。で

すが、まだ知識不足だなと思う事も多いので、慢

心せずに頑張っていきます。

　最後に、このような機会を与えて下さった岩本

社長、会社の皆様、勉強に協力頂いた方々、並び

に群馬県シートメタル工業会の関係者各位に心よ

り感謝申し上げます。

㈱太田治工

　　坂本　和哉

　私は、㈱太田治工で設計を担当しております。

業務の中で図面を書いていますが、普段の業務で

は使う機会があまりない用語や使用したことのな

い記号が沢山あり不安でしたが、テキストを何度

も読み返したり、会社の先輩や上司の方々に教え

てもらいながら学習を行い、無事２級に合格する

ことができました。

　今後も板金図面検定やその他の講習を受講し、

新たな知識、学び直した知識を仕事に活かせるよ

う取り組んでいきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださいました

岩本社長、会社の皆様、並びに群馬県シートメタ

ル工業会関係者に心より感謝いたします。

㈱ユーエスケイ

　　小菅あすみ

　私は㈱ユーエスケイで溶接作業を担当しており

ます。

　図面において、知ってはいるが意味を理解しき

れていない用語や記号などが多くあり、自身の力

不足を痛感致しました。今回の講習会で、理解で

きなかった事が知識として身についていく とて

も良い経験となりました。

　また、普段行っている業務の事だけでなく、そ

こに至るまでのプロセスをより一層知ることがで

き、現場でのやりとりをスムーズに行えるように

なってきました。

　今後も、溶接作業のスキルアップはもちろんの

事ですが、他の業務に必要な知識を取り入れ、円

滑な作業ができるよう日々精進していきます。

　最後に、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。

㈲ヤストミ工業

　　露﨑　広之

　私は、㈲ヤストミ工業でおもに品質管理、作図

を担当しています。

 今回板金図面検定をうけるにあたり、図面の書

き方の細かなルールの再確認をすることができま

した。また普段なにげなく使っている鋼材の特性

や製造方法を知るいい機会となりました。今後も

継続的に学習を続け、得た知識を仕事にいかせる

ようにしていきたいです。

　最後にこのような機会をもうけてくださいまし

た会社、シートメタル工業会の皆様に心より感謝

申し上げます。

㈱茂木工業所

　　江川　　司

　私は、株式会社茂木工業所でNCTとレーザ

ー・パンチ複合機のオペレーターを担当していま

す。

　試験を受けるにあたり講習会に参加させて頂き

ましたが、テキストを見た時に知らない言葉ばか

りで不安でした。試験までの間、学習に多くの時

間を費やし、その甲斐あり何とか合格することが

できました。今後は学んだ事を活かして業務に役

立てたいと思います。

　最後になりますが、資格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、関係者

各位に心より感謝致します。

　特級

　１級

　１級

　１級

　１級

　2級

　２級

　2級

順不同

技能検定合格者
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㈱林製作所

　　磯部　勝弘

　私は㈱林製作所にて管理を行っております。

前々から新人教育や現場指導を行う際に、最適な

指導方法や知識を身につけたいと考えていた為、

元々1級を持っていた資格のステップアップの為

に特級にチャレンジした次第です。

　実際、特級は幅広い知識が必要で、合格に向け

ての勉強時間も1級に比べて比較にならない程の

時間を必要としましたが、会社からのバックアッ

プもあり、おかげ様で専門的な知識や従業員への

指導方法に対して勉強になり、現に非常に役立っ

ております。

　この度はこのような機会を与えて下さったシー

トメタル工業会に感謝致します。

岡部工業㈱

　　荒井　貴広

　私は、岡部工業㈱でベンダー作業を担当してい

ます。今回、工場板金１級に合格する事ができま

した。前回は実技が不合格となってしまったので

今回再チャレンジで合格でき大変嬉しく思います。

　今後は技能検定を通じて得られた知識と経験を

業務に活かしていきたいと思います。

　最後になりますが、このような機会を与えてく

ださった会社の皆様、並びに群馬県シートメタル

工業会、関係者各位に心より感謝いたします。

島田工業㈱

　　滝原　信司

　今回、技能検定に合格する事ができて大変うれ

しく思っています。また、試験に臨むにあたり、

一緒に練習してくれた同僚や指導してくれた先輩

方にも感謝の気持ちでいっぱいです。

　今回の試験で身につけた技術や知識を今後も会

社の為に活用し、会社の生産性が向上するよう努

力を続けて行きたいと思います。

　最後にこのような機会を与えて下さいました島

田社長、並びに関係者各位に心より感謝いたしま

す。

㈱太田治工

　　金子　　智

　私は㈱太田治工でNCTを担当しています。今

回各先輩技能士の様々な助けをいただいて合格す

ることができました。

　今回特に苦労したのはAP１００でのプログラ

ム作成でした。現場での機械作業経験はあるもの

の、プログラムに関してはもともとあるものを少

し編集して手直しする程度しか経験がありません

でした。普段使い慣れないAP１００で作業内容

をいちから覚えるのは非常に難しく、検定一級の

壁の厚さを思い知らされる思いでした。しかし社

内の各先輩方が就業時間外に貴重な時間を割いて

指導してくれたおかげで、本番当日は「これだけ

やったのだからこれでダメなら仕方ない」と自信

を持って望むことができました。

　今後はこの検定で得られた知識と経験を仕事に

活かし、更なる技術向上を目指していきたいと思

います。

　最後に技能検定を受ける機会を与えてくださっ

た岩本社長、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。ありがと

うございました。

㈱アマダ

　　芹沢　健智

　技能試験の受験にあたり、苦労した事は実技で

す。普段の業務でたずさわっていますが、やはり

試験となると緊張し、２回ほど挑戦しましたが不

合格でした。３回目の正直という事で、「緊張」

を「自信」で補うために、実技を少しずつ練習し、

身に着けていきました。また、わからない事は先

輩に教えていただきました。その結果が今回「合

格」をいただく事ができ、非常にうれしく思って

います。

　最後になりますが、ご指導していただいた先輩

方、このような機会をくださったシートメタル工

業会関係者各位に深く感謝を申し上げます。

岡部工業㈱

　　前原　広太

　私は、岡部工業㈱でベンダー作業を担当してお

ります。今回、工場板金２級に合格する事ができ、

嬉しく思います。

　ベンダーには普段から使用する機会が多くあり

ますが、シャーリングやスポット機などは、試験

を受けることをきっかけに触れることができまし

た。試験での注意点や、機械の使用方法など細か

い点は合格した先輩に教わりました。試験前日ま

で何度も練習を重ね、無事に合格できました。

　今後は、工場板金１級に合格できるようにさら

に頑張っていきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださった、岡

部社長をはじめ会社の皆様、並びに群馬県シート

メタル工業会、関係者各位に心より感謝いたしま

す。

㈱アリギス

　　外丸　達也

　私は株式会社アリギス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

にアドバイスを頂けたり社内で練習させてもらい

合格することができました。

　今回の技能検定で得た経験を活かし、より良い

モノづくりを目指していきたいと思います。

最後に協力して頂いた全ての方々に心から感謝い

たします。

㈱シンノエパック

　　山本　忠司

　私は現在、ベンダーを担当しています。学科試

験は免除だったため、今回は実技試験のみの受験

でした。同僚に教わったり、試験対策として何度

も実技試験のシミュレーションを行いました。各

作業の時間を計測し、指定時間内に完成させるこ

とを意識しました。

　試験本番では緊張してしまいましたが、無事合

格することができました。今回の資格取得に協力

して頂いた会社の皆様、並びにシートメタル工業

会様に心より感謝致します。

㈱誠和製作所

　　細谷　光雄

　私は、㈱誠和製作所で、ベンダー作業を担当し

ております。

 今回、プレスブレーキ技能検定２級に挑戦し合

格できたことを大変嬉しく思っています。

実技試験当日はプレッシャーのあまり普段では考

えられないようなミスをしてしまい、途中で諦め

てしまおうかとも思いましたが、諦めず最後まで

やりきったことで、これからの仕事に生きてくる

と考えています。

　また、今回の経験を活かし、後輩達に良きアド

バイザーになって行きたいと思います。

最後になりましたが、今回の資格取得に協力して

頂いた、会社の皆様並びに群馬シートメタル工業

様に心より感謝致します。

㈱太田治工

　　中村　僚介

　私は、㈱太田治工でベンダ－を担当しています。

技能検定を受けるにあたり、初めての事で不安も

あり早い時期から学科勉強と実技練習を始めまし

た。

　学科は難しく、テキストを見たり過去問題を何

回も解くなどして分からない所は先輩方に聞いて

理解を深め、分からないままにしない事を心に勉

強に励みました。実技については、終業後に指導

してくれました先輩方の貴重なアドバイスが大変

心強い物となり、試験本番で大きなミスも無く進

める事が出来ました。結果、工場板金2級に合格

する事が出来て、大変嬉しく思います。

　今後は、試験で得た知識と技術を仕事で活かし、

更なる技術向上を目指して行きます。最後に技能

検定を受ける機会を与えてくださいました、岩本

社長、並びにご支援頂きました群馬県シ－トメタ

ル工業会、関係者の皆様に心より感謝致します。

武蔵工業㈲

　　宇敷　将吾

　私は、武蔵工業㈲でベンダー加工を担当してい

ます。

　今回、受験をするにあたって板金に対する理解

を深めたいと思い受験させて頂きました。講習で

は、自分の知らない用語や記号があり理解するま

でに時間がかかりましたが、何度もテキストを読

み返すなど根気強く勉強しました。

知識が広がるにつれて、日々の実務では色々な視

点で物事を考えられるようになりました。今後は

さらなる技術向上を目標に日々精進していきたい

と思います。

　最後にこのような機会を与えて下さった会社の

皆様、また群馬県シートメタル工業会関係者の皆

様に心より感謝申し上げます。

岡部工業㈱

　　森村　将斗
　

　今回、技能検定に合格することが出来て大変嬉

しく思います。

　技能検定を受験するにあたって、先輩技能士の

方々が貴重な時間を割いて私に指導していただき

試験中も特に焦ることなく落ち着いて合格するこ

とが出来ました。

　技能検定を通じて、普段の業務では学ぶことの

できない幅広い分野の知識を学ぶことができ、大

変良い経験になりました。技能検定で得られた知

識を普段の業務に活かしていきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださった皆様

に感謝致します。ありがとうございました。

島田工業㈱

　　中村　忠勝

　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、数値制御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、プログラムを作成したり、NCT（実

機）に触れることができ、今まで理解できなかっ

た疑問も“こうするとこうなるんだ”と言うこと

が少しですが、理解できた気がします。

　連日、仕事終わりからのプログラミング操作と

NCTでの操作・金型交換を繰り返し続けた結果

が、合格に繋がったと思っています。

　実機操作や学科の疑問点を、上司や先輩、同僚

に教えて頂き理解につなげる事ができました。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。

　最後になりましたが、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

さった群馬県シートメタル工業会、関係者各位に

対し、心より感謝いたします。ありがとうござい

ました。

武蔵工業㈲

　　久保田佳夫

　私は、武蔵工業㈲でCAD及びレーザー加工機

を担当しています。板金図面検定について、前回

は2級を受験したので、今回は1級に挑戦しよう

と心に決めていました。

　前回と同様、講習会での学習や自主学習だけで

は不安が拭い切れませんでした。そこで先輩方に

勉強会を開いて頂き、知識を確かなものにしてい

った結果、何とか合格する事ができました。今後

は、得た知識を日々の業務に活かしつつ、後進の

指導にも努めて参ります。

　最後に、このような機会を与えて下さった会社

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。

武蔵工業㈲

　　金　　康喜

　私は武蔵工業㈲でマシニングセンターやボール

盤を使った切削作業を担当しています。

 以前2級は合格しておりましたが、1級はよりし

っかりと知識を深めて試験に臨まないと合格でき

ないと思い、帰宅後にできるだけ勉強をしました。

また、先輩に教えて頂いたりしながら、理解の浅

い部分なども補完できるように努力しました。

　その甲斐あって無事に1級を合格することがで

き、努力が報われたと思いました。今後も得た知

識を日々の仕事に活かせるように精進して行きた

いと思っております。

　最後に、このような機会を下さった会社の皆様、

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。

㈱ユーエスケイ

　　蜂須賀久美

　私は㈱ユーエスケイで品質管理を担当していま

す。今回、私は育児休暇中に受験させていただき

ました。

　前回2級の試験を受けてから２年もブランクが

あったため、一からの勉強となりましたが、勉強

会を開いてもらったり、沢山の方々の協力で合格

することが出来ました。今後は、学んで得た知識

を生かして会社に貢献していきたいです。

　最後に、このような機会を与えて下さった内田

社長、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。

㈱アリギス

　　中西　利幸

　まず初めにこのような機会を与えて頂きました

ことに心より感謝申し上げます。これから受験さ

れる方はかなり困難な道になりますが、まず気持

ちを落ち着けて問題の図面をよく観察すること。

記述回答式の問題対策として、単語の暗記だけで

なく文章としてしくみや考え方の理解と記憶をお

すすめします。

　今回の合格だけに満足せず、この資格に恥じぬ

よう後に続く方々への教育や自身の成長へとつな

げていきます。

三朋企業㈱

　　小林　　真

　私は三朋企業㈱で、生産管理業務を担当してお

ります。

　他業種から板金加工の業務に関わるようになり、

未経験の中で上司や同僚の皆様から細かく教えて

頂きました。受験に際しても、数々のアドバイス

を頂きました。今後は、検定で得た知識を基に、

より知識・技能を修得し、仕事につなげていきた

いと考えています。

　最後に、検定挑戦の機会を与えて下さった、社

長、上司、会社の方々、群馬県シートメタル工業

会の皆様に感謝いたします。

㈱林製作所

　　中島　和哉

　私は、㈱林製作所で品質管理の仕事をしており

ます。

　今回受験するにあたり、他業種からの転職だっ

たため板金知識はほとんどなく不安な気持ちでし

たが、日々勉強していく中で分からないところは

上司や先輩に質問し少しずつですが理解すること

ができ、不安な気持ちもなくなりました。覚える

ことはまだまだ沢山ありますが、今回学んだこと

を今後の仕事に活かしていきたいと思います。

　最後になりますが、今回板金図面検定に挑戦す

る機会を与えてくださった、社長及び上司、会社

の方々、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。

㈱太田治工

　　柳田　峻哉

　私は、㈱太田治工にて構造設計業務を行ってお

ります。

　工業科の学校からの就職ではありましたが、専

攻していた科目は電気部門でしたので、板金に対

する知識は、ほぼない状態からのスタートでした。

テキストを見てみますと、聞き慣れない用語がず

らりと載せられています。その中でも、聞いたこ

とのある言葉がいくつか存在しており、勉強して

いるうちに意味も分かる様になりました。

　実際の仕事でも、今まで知らなかったというこ

とが、わかるに変わったなと感じる場面が何度か

あり、仕事にも活きているなと感じています。で

すが、まだ知識不足だなと思う事も多いので、慢

心せずに頑張っていきます。

　最後に、このような機会を与えて下さった岩本

社長、会社の皆様、勉強に協力頂いた方々、並び

に群馬県シートメタル工業会の関係者各位に心よ

り感謝申し上げます。

㈱太田治工

　　坂本　和哉

　私は、㈱太田治工で設計を担当しております。

業務の中で図面を書いていますが、普段の業務で

は使う機会があまりない用語や使用したことのな

い記号が沢山あり不安でしたが、テキストを何度

も読み返したり、会社の先輩や上司の方々に教え

てもらいながら学習を行い、無事２級に合格する

ことができました。

　今後も板金図面検定やその他の講習を受講し、

新たな知識、学び直した知識を仕事に活かせるよ

う取り組んでいきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださいました

岩本社長、会社の皆様、並びに群馬県シートメタ

ル工業会関係者に心より感謝いたします。

㈱ユーエスケイ

　　小菅あすみ

　私は㈱ユーエスケイで溶接作業を担当しており

ます。

　図面において、知ってはいるが意味を理解しき

れていない用語や記号などが多くあり、自身の力

不足を痛感致しました。今回の講習会で、理解で

きなかった事が知識として身についていく とて

も良い経験となりました。

　また、普段行っている業務の事だけでなく、そ

こに至るまでのプロセスをより一層知ることがで

き、現場でのやりとりをスムーズに行えるように

なってきました。

　今後も、溶接作業のスキルアップはもちろんの

事ですが、他の業務に必要な知識を取り入れ、円

滑な作業ができるよう日々精進していきます。

　最後に、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。

㈲ヤストミ工業

　　露﨑　広之

　私は、㈲ヤストミ工業でおもに品質管理、作図

を担当しています。

 今回板金図面検定をうけるにあたり、図面の書

き方の細かなルールの再確認をすることができま

した。また普段なにげなく使っている鋼材の特性

や製造方法を知るいい機会となりました。今後も

継続的に学習を続け、得た知識を仕事にいかせる

ようにしていきたいです。

　最後にこのような機会をもうけてくださいまし

た会社、シートメタル工業会の皆様に心より感謝

申し上げます。

㈱茂木工業所

　　江川　　司

　私は、株式会社茂木工業所でNCTとレーザ

ー・パンチ複合機のオペレーターを担当していま

す。

　試験を受けるにあたり講習会に参加させて頂き

ましたが、テキストを見た時に知らない言葉ばか

りで不安でした。試験までの間、学習に多くの時

間を費やし、その甲斐あり何とか合格することが

できました。今後は学んだ事を活かして業務に役

立てたいと思います。

　最後になりますが、資格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、関係者

各位に心より感謝致します。

　２級

　1級

　２級

　２級

　1級

　２級

　２級

　1級

板金図面検定合格者
順不同
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㈱林製作所

　　磯部　勝弘

　私は㈱林製作所にて管理を行っております。

前々から新人教育や現場指導を行う際に、最適な

指導方法や知識を身につけたいと考えていた為、

元々1級を持っていた資格のステップアップの為

に特級にチャレンジした次第です。

　実際、特級は幅広い知識が必要で、合格に向け

ての勉強時間も1級に比べて比較にならない程の

時間を必要としましたが、会社からのバックアッ

プもあり、おかげ様で専門的な知識や従業員への

指導方法に対して勉強になり、現に非常に役立っ

ております。

　この度はこのような機会を与えて下さったシー

トメタル工業会に感謝致します。

岡部工業㈱

　　荒井　貴広

　私は、岡部工業㈱でベンダー作業を担当してい

ます。今回、工場板金１級に合格する事ができま

した。前回は実技が不合格となってしまったので

今回再チャレンジで合格でき大変嬉しく思います。

　今後は技能検定を通じて得られた知識と経験を

業務に活かしていきたいと思います。

　最後になりますが、このような機会を与えてく

ださった会社の皆様、並びに群馬県シートメタル

工業会、関係者各位に心より感謝いたします。

島田工業㈱

　　滝原　信司

　今回、技能検定に合格する事ができて大変うれ

しく思っています。また、試験に臨むにあたり、

一緒に練習してくれた同僚や指導してくれた先輩

方にも感謝の気持ちでいっぱいです。

　今回の試験で身につけた技術や知識を今後も会

社の為に活用し、会社の生産性が向上するよう努

力を続けて行きたいと思います。

　最後にこのような機会を与えて下さいました島

田社長、並びに関係者各位に心より感謝いたしま

す。

㈱太田治工

　　金子　　智

　私は㈱太田治工でNCTを担当しています。今

回各先輩技能士の様々な助けをいただいて合格す

ることができました。

　今回特に苦労したのはAP１００でのプログラ

ム作成でした。現場での機械作業経験はあるもの

の、プログラムに関してはもともとあるものを少

し編集して手直しする程度しか経験がありません

でした。普段使い慣れないAP１００で作業内容

をいちから覚えるのは非常に難しく、検定一級の

壁の厚さを思い知らされる思いでした。しかし社

内の各先輩方が就業時間外に貴重な時間を割いて

指導してくれたおかげで、本番当日は「これだけ

やったのだからこれでダメなら仕方ない」と自信

を持って望むことができました。

　今後はこの検定で得られた知識と経験を仕事に

活かし、更なる技術向上を目指していきたいと思

います。

　最後に技能検定を受ける機会を与えてくださっ

た岩本社長、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。ありがと

うございました。

㈱アマダ

　　芹沢　健智

　技能試験の受験にあたり、苦労した事は実技で

す。普段の業務でたずさわっていますが、やはり

試験となると緊張し、２回ほど挑戦しましたが不

合格でした。３回目の正直という事で、「緊張」

を「自信」で補うために、実技を少しずつ練習し、

身に着けていきました。また、わからない事は先

輩に教えていただきました。その結果が今回「合

格」をいただく事ができ、非常にうれしく思って

います。

　最後になりますが、ご指導していただいた先輩

方、このような機会をくださったシートメタル工

業会関係者各位に深く感謝を申し上げます。

岡部工業㈱

　　前原　広太

　私は、岡部工業㈱でベンダー作業を担当してお

ります。今回、工場板金２級に合格する事ができ、

嬉しく思います。

　ベンダーには普段から使用する機会が多くあり

ますが、シャーリングやスポット機などは、試験

を受けることをきっかけに触れることができまし

た。試験での注意点や、機械の使用方法など細か

い点は合格した先輩に教わりました。試験前日ま

で何度も練習を重ね、無事に合格できました。

　今後は、工場板金１級に合格できるようにさら

に頑張っていきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださった、岡

部社長をはじめ会社の皆様、並びに群馬県シート

メタル工業会、関係者各位に心より感謝いたしま

す。

㈱アリギス

　　外丸　達也

　私は株式会社アリギス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

にアドバイスを頂けたり社内で練習させてもらい

合格することができました。

　今回の技能検定で得た経験を活かし、より良い

モノづくりを目指していきたいと思います。

最後に協力して頂いた全ての方々に心から感謝い

たします。

㈱シンノエパック

　　山本　忠司

　私は現在、ベンダーを担当しています。学科試

験は免除だったため、今回は実技試験のみの受験

でした。同僚に教わったり、試験対策として何度

も実技試験のシミュレーションを行いました。各

作業の時間を計測し、指定時間内に完成させるこ

とを意識しました。

　試験本番では緊張してしまいましたが、無事合

格することができました。今回の資格取得に協力

して頂いた会社の皆様、並びにシートメタル工業

会様に心より感謝致します。

㈱誠和製作所

　　細谷　光雄

　私は、㈱誠和製作所で、ベンダー作業を担当し

ております。

 今回、プレスブレーキ技能検定２級に挑戦し合

格できたことを大変嬉しく思っています。

実技試験当日はプレッシャーのあまり普段では考

えられないようなミスをしてしまい、途中で諦め

てしまおうかとも思いましたが、諦めず最後まで

やりきったことで、これからの仕事に生きてくる

と考えています。

　また、今回の経験を活かし、後輩達に良きアド

バイザーになって行きたいと思います。

最後になりましたが、今回の資格取得に協力して

頂いた、会社の皆様並びに群馬シートメタル工業

様に心より感謝致します。

㈱太田治工

　　中村　僚介

　私は、㈱太田治工でベンダ－を担当しています。

技能検定を受けるにあたり、初めての事で不安も

あり早い時期から学科勉強と実技練習を始めまし

た。

　学科は難しく、テキストを見たり過去問題を何

回も解くなどして分からない所は先輩方に聞いて

理解を深め、分からないままにしない事を心に勉

強に励みました。実技については、終業後に指導

してくれました先輩方の貴重なアドバイスが大変

心強い物となり、試験本番で大きなミスも無く進

める事が出来ました。結果、工場板金2級に合格

する事が出来て、大変嬉しく思います。

　今後は、試験で得た知識と技術を仕事で活かし、

更なる技術向上を目指して行きます。最後に技能

検定を受ける機会を与えてくださいました、岩本

社長、並びにご支援頂きました群馬県シ－トメタ

ル工業会、関係者の皆様に心より感謝致します。

武蔵工業㈲

　　宇敷　将吾

　私は、武蔵工業㈲でベンダー加工を担当してい

ます。

　今回、受験をするにあたって板金に対する理解

を深めたいと思い受験させて頂きました。講習で

は、自分の知らない用語や記号があり理解するま

でに時間がかかりましたが、何度もテキストを読

み返すなど根気強く勉強しました。

知識が広がるにつれて、日々の実務では色々な視

点で物事を考えられるようになりました。今後は

さらなる技術向上を目標に日々精進していきたい

と思います。

　最後にこのような機会を与えて下さった会社の

皆様、また群馬県シートメタル工業会関係者の皆

様に心より感謝申し上げます。

岡部工業㈱

　　森村　将斗
　

　今回、技能検定に合格することが出来て大変嬉

しく思います。

　技能検定を受験するにあたって、先輩技能士の

方々が貴重な時間を割いて私に指導していただき

試験中も特に焦ることなく落ち着いて合格するこ

とが出来ました。

　技能検定を通じて、普段の業務では学ぶことの

できない幅広い分野の知識を学ぶことができ、大

変良い経験になりました。技能検定で得られた知

識を普段の業務に活かしていきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださった皆様

に感謝致します。ありがとうございました。

島田工業㈱

　　中村　忠勝

　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、数値制御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、プログラムを作成したり、NCT（実

機）に触れることができ、今まで理解できなかっ

た疑問も“こうするとこうなるんだ”と言うこと

が少しですが、理解できた気がします。

　連日、仕事終わりからのプログラミング操作と

NCTでの操作・金型交換を繰り返し続けた結果

が、合格に繋がったと思っています。

　実機操作や学科の疑問点を、上司や先輩、同僚

に教えて頂き理解につなげる事ができました。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。

　最後になりましたが、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

さった群馬県シートメタル工業会、関係者各位に

対し、心より感謝いたします。ありがとうござい

ました。

武蔵工業㈲

　　久保田佳夫

　私は、武蔵工業㈲でCAD及びレーザー加工機

を担当しています。板金図面検定について、前回

は2級を受験したので、今回は1級に挑戦しよう

と心に決めていました。

　前回と同様、講習会での学習や自主学習だけで

は不安が拭い切れませんでした。そこで先輩方に

勉強会を開いて頂き、知識を確かなものにしてい

った結果、何とか合格する事ができました。今後

は、得た知識を日々の業務に活かしつつ、後進の

指導にも努めて参ります。

　最後に、このような機会を与えて下さった会社

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。

武蔵工業㈲

　　金　　康喜

　私は武蔵工業㈲でマシニングセンターやボール

盤を使った切削作業を担当しています。

 以前2級は合格しておりましたが、1級はよりし

っかりと知識を深めて試験に臨まないと合格でき

ないと思い、帰宅後にできるだけ勉強をしました。

また、先輩に教えて頂いたりしながら、理解の浅

い部分なども補完できるように努力しました。

　その甲斐あって無事に1級を合格することがで

き、努力が報われたと思いました。今後も得た知

識を日々の仕事に活かせるように精進して行きた

いと思っております。

　最後に、このような機会を下さった会社の皆様、

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。

㈱ユーエスケイ

　　蜂須賀久美

　私は㈱ユーエスケイで品質管理を担当していま

す。今回、私は育児休暇中に受験させていただき

ました。

　前回2級の試験を受けてから２年もブランクが

あったため、一からの勉強となりましたが、勉強

会を開いてもらったり、沢山の方々の協力で合格

することが出来ました。今後は、学んで得た知識

を生かして会社に貢献していきたいです。

　最後に、このような機会を与えて下さった内田

社長、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。

㈱アリギス

　　中西　利幸

　まず初めにこのような機会を与えて頂きました

ことに心より感謝申し上げます。これから受験さ

れる方はかなり困難な道になりますが、まず気持

ちを落ち着けて問題の図面をよく観察すること。

記述回答式の問題対策として、単語の暗記だけで

なく文章としてしくみや考え方の理解と記憶をお

すすめします。

　今回の合格だけに満足せず、この資格に恥じぬ

よう後に続く方々への教育や自身の成長へとつな

げていきます。

三朋企業㈱

　　小林　　真

　私は三朋企業㈱で、生産管理業務を担当してお

ります。

　他業種から板金加工の業務に関わるようになり、

未経験の中で上司や同僚の皆様から細かく教えて

頂きました。受験に際しても、数々のアドバイス

を頂きました。今後は、検定で得た知識を基に、

より知識・技能を修得し、仕事につなげていきた

いと考えています。

　最後に、検定挑戦の機会を与えて下さった、社

長、上司、会社の方々、群馬県シートメタル工業

会の皆様に感謝いたします。

㈱林製作所

　　中島　和哉

　私は、㈱林製作所で品質管理の仕事をしており

ます。

　今回受験するにあたり、他業種からの転職だっ

たため板金知識はほとんどなく不安な気持ちでし

たが、日々勉強していく中で分からないところは

上司や先輩に質問し少しずつですが理解すること

ができ、不安な気持ちもなくなりました。覚える

ことはまだまだ沢山ありますが、今回学んだこと

を今後の仕事に活かしていきたいと思います。

　最後になりますが、今回板金図面検定に挑戦す

る機会を与えてくださった、社長及び上司、会社

の方々、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。

㈱太田治工

　　柳田　峻哉

　私は、㈱太田治工にて構造設計業務を行ってお

ります。

　工業科の学校からの就職ではありましたが、専

攻していた科目は電気部門でしたので、板金に対

する知識は、ほぼない状態からのスタートでした。

テキストを見てみますと、聞き慣れない用語がず

らりと載せられています。その中でも、聞いたこ

とのある言葉がいくつか存在しており、勉強して

いるうちに意味も分かる様になりました。

　実際の仕事でも、今まで知らなかったというこ

とが、わかるに変わったなと感じる場面が何度か

あり、仕事にも活きているなと感じています。で

すが、まだ知識不足だなと思う事も多いので、慢

心せずに頑張っていきます。

　最後に、このような機会を与えて下さった岩本

社長、会社の皆様、勉強に協力頂いた方々、並び

に群馬県シートメタル工業会の関係者各位に心よ

り感謝申し上げます。

㈱太田治工

　　坂本　和哉

　私は、㈱太田治工で設計を担当しております。

業務の中で図面を書いていますが、普段の業務で

は使う機会があまりない用語や使用したことのな

い記号が沢山あり不安でしたが、テキストを何度

も読み返したり、会社の先輩や上司の方々に教え

てもらいながら学習を行い、無事２級に合格する

ことができました。

　今後も板金図面検定やその他の講習を受講し、

新たな知識、学び直した知識を仕事に活かせるよ

う取り組んでいきたいと思います。

　最後にこのような機会を与えてくださいました

岩本社長、会社の皆様、並びに群馬県シートメタ

ル工業会関係者に心より感謝いたします。

㈱ユーエスケイ

　　小菅あすみ

　私は㈱ユーエスケイで溶接作業を担当しており

ます。

　図面において、知ってはいるが意味を理解しき

れていない用語や記号などが多くあり、自身の力

不足を痛感致しました。今回の講習会で、理解で

きなかった事が知識として身についていく とて

も良い経験となりました。

　また、普段行っている業務の事だけでなく、そ

こに至るまでのプロセスをより一層知ることがで

き、現場でのやりとりをスムーズに行えるように

なってきました。

　今後も、溶接作業のスキルアップはもちろんの

事ですが、他の業務に必要な知識を取り入れ、円

滑な作業ができるよう日々精進していきます。

　最後に、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。

㈲ヤストミ工業

　　露﨑　広之

　私は、㈲ヤストミ工業でおもに品質管理、作図

を担当しています。

 今回板金図面検定をうけるにあたり、図面の書

き方の細かなルールの再確認をすることができま

した。また普段なにげなく使っている鋼材の特性

や製造方法を知るいい機会となりました。今後も

継続的に学習を続け、得た知識を仕事にいかせる

ようにしていきたいです。

　最後にこのような機会をもうけてくださいまし

た会社、シートメタル工業会の皆様に心より感謝

申し上げます。

㈱茂木工業所

　　江川　　司

　私は、株式会社茂木工業所でNCTとレーザ

ー・パンチ複合機のオペレーターを担当していま

す。

　試験を受けるにあたり講習会に参加させて頂き

ましたが、テキストを見た時に知らない言葉ばか

りで不安でした。試験までの間、学習に多くの時

間を費やし、その甲斐あり何とか合格することが

できました。今後は学んだ事を活かして業務に役

立てたいと思います。

　最後になりますが、資格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、関係者

各位に心より感謝致します。
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