創立 50 周年
記 念 号

半世紀を超えて

私は、五十年前、シカゴ近くのウィスコンシン大学の

大学院に留学したが、この度、青春時代の想い出を辿り

アメリカの中東部を一〇日間ほど撮影旅行した。

そして、最も印象深かったのは、当時建設された鉄の

建造物が、半世紀を経た今も極めて優れた芸術品として

高い評価を得ていることであった。

右の写真は、シカゴの市庁舎とピカソの彫像「無題」で

あるが、双方とも開発して間もないコールテン鋼が使用

されているため、表面を保護する錆が重厚な雰囲気を
醸し出している。

一方、左の写真の後方は、セントルイスにある高さ

二〇〇メートルのゲートウエイアーチ（西部への玄関口）

であるが、外装のステンレスが今も目映いばかりの輝き
を放っている。

そして、私はこれらの建造物を目のあたりにし 鉄,の特徴

である強度・耐久性・美観などを再認識すると共に様々

な分野で発展する鉄の明るい未来を確信したのである。

また、アイアンクラブが創立五〇周年を迎えたのは誠に

岡田明久

喜ばしいことであり今後の更なる飛躍を心から祈りたい。

写真と文
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概要と主な沿革
１．概 要
名

称

アイアン・クラブ

設

立

1968 年（昭和 43 年）9 月 24 日

地

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 ☎03-3669-4825

所

在

会 員 構 成

オ－ル鉄鋼人（メーカ－、商社、船会社、物流、システム、設備保全、鋼材加工、資機材等）

代

表

者

理事長 今井 敬

会

員

数

532 名（内、名誉会員 25 名）

賛助会員会社
ホ－ムペ－ジ

55 社（メ－カ－25 社、商社他 30 社）
http：//www.ironclub.jp/

２．主な事業
文化、教養的側面での知識の向上、親睦融和を図るため以下の事業活動を実施。
１．定例午餐会（講演会）を各界の有識者を招いて、年１０回開催（於、鉄鋼会館）
。
２．旅行会、観劇会、自然観察会、下町散策会、音楽鑑賞会を各々、年１回～５回開催。
３．囲碁大会、ゴルフ大会、麻雀大会を各々、年２回～３回開催。
４．理事会、定時総会、懇親パ－ティ、忘年会、新年賀詞交換会（日本鉄鋼連盟主催）を開催。
５．各事業委員会を年１回～４回開催。
６．会報を年４回刊行（1 月、4 月、7 月、10 月）
。
７．定例午餐会（講演会）の講演録を毎回（年１０回）刊行。
８．アイアン・クラブ談話室の利用
なお、関西・中部地区として、上記以外に昼食・講演会、ゴルフ会、歌舞伎、文楽の行事を各々、
年１回～２回実施。
３．沿 革
年

月
4月

1968

昭 43

主
発起人会開催
設立総会開催

9 月

な 沿 革

（初代理事長 稲山 嘉寛）

設立時会員数 465 名
鉄鋼会館 9 階に談話室設置（事務局は鉄鋼会館１階）

1979

昭 54

9月

賛助会員会社制度導入 50 社（メ－カ－24 社、商社他 26 社）

1980

昭 55

5月

組織変更（関西支部設立）

1987

昭 62

11 月

第二代理事長 斎藤英四郎

1993

平

5

4月

2001

平 13

11 月

2003

平 15

1月

第三代理事長 寺西 信美

2006

平 18

6月

鉄鋼会館 9 階の談話室→鉄鋼会館１階に移設

現在に至る

7月

第四代理事長 今井

現在に至る

2008

平 20

1月

組織変更（関西・中部支部→関西・中部地区運営委員会） 現在に至る

3月

ホ－ムペ－ジ開設

現在に至る

2010

平 22

3月

会報外注化→内製化（ＩＴ委員会／事務局）

現在に至る

2015

平 27

3月

事務局（事務室・会議室・談話室）全面改装

現在に至る

名誉会員（満 88 歳）制度導入

現在に至る

鋼材倶楽部と日本鉄鋼連盟が統合、新生日本鉄鋼連盟発足 現在に至る

敬
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主な歩み
１．設立に至るまでの経緯
・昭和 41 年 4 月 鉄鋼会館の完成時、鋼材倶楽部会員を中心に親睦団体の設立が要望されていた。
鋼材倶楽部、日本鉄鋼輸出組合、日本鉄鋼連盟等団体はあったが、個人参加の親睦機関がなく、現
役から勇退された方、関連産業に転出された方との交流が途絶えがちとなっていた。また、現役の
方も、業務に忙殺され、個人的に親しく話し合える場がないところから、気軽に寛げるクラブの設
置が望まれていた。
・昭和 43 年

鉄鋼会館内にアイアン・クラブを設置する構想が具体化。

鋼材倶楽部理事会においてアイアン・クラブ設立の基本方針が決定され、同理事会より鋼材倶楽部
会員委員会に対し具体的な原案作成が付託された。同委員会が協議・検討を行い、アイアン・クラ
ブ設立の趣旨、目的、事業方針等原案を作成。
・昭和 43 年 4 月 （第 1 回）発起人会を開催。
アイアン・クラブ会則、事業方針のほかに、鉄鋼会館 9 階の一部を改造して、アイアン・クラブの
専用室を設けることが決定された。
・第 1 回会員勧誘状を会則の会員資格（鋼材倶楽部・日本鉄鋼輸出組合の会員）中心に 629 名に出
状。結果、設立時入会者 465 名、追加入会者 56 名、昭和 43 年度末会員数 521 名。
・昭和 43 年 9 月

（第 2 回）発起人会を開催。

・昭和 43 年 9 月 24 日 設立総会開催。
（創立記念日）
２．設立後の動向
・昭和 54 年 4 月 賛助会員会社制度導入（50 社）
。
・平成 13 年 11 月 鋼材倶楽部と日本鉄鋼連盟が統合し、新生日本鉄鋼連盟発足。
併せて、
「新体制下におけるアイアン・クラブの今後の方向」に関し検討依頼が
あった。
・平成 14 年 1 月 以下の内容を骨子に回答し、
新生日本鉄鋼連盟を支持母体として、当クラブが再出発することが承認された。
（１）個人会員及び賛助会員社を増やすことにより、会員による自立的な運営を
実現（目標：平成 17 年度）
（２）従来の営業部門経験者を中心とした組織から生産、技術、総務、経理等あ
らゆる部門に門戸を拡げ、名実ともにオール鉄鋼人の会とする。
３．会員数（単位；名）
時期・期間
昭和 43 年 9 月～昭和 44 年 3 月
昭和 44 年 4 月～平成 15 年 3 月
平成 15 年 3 月末
平成 15 年 4 月～平成 18 年 3 月
平成 18 年 3 月末
平成 18 年 4 月～平成 29 年 3 月
平成 29 年 3 月末
平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月
平成 30 年 3 月末
平成 30 年 4 月～平成 30 年 12 月 10 日
平成 30 年 12 月 10 日現在
※累計 創立時から現在まで

会員数

521

入会者

退会者

（Ａ）

（Ｂ）

差

備

(A)－(B)

521
392

0
598

＋521
▼206

239

97

＋142

552

479

＋ 73

43

52

▼

64

53

＋ 11

1,811

1,279

＋532

315
457
530
9

521
532
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創立 50 周年を迎えて
理事長

今日は、アイアン・クラブの 50 周年を皆さんと一緒

今井 敬（新日鐵住金）

なわけですね。従いまして、新しい鉄鋼連盟は、鉄に関

に祝いたいと思います。

係のあるすべての人たちが加入できる団体となったわ
けです。鉄鋼連盟がこのようになったときに、鋼材倶楽

いま、寺島さんから世界の最新のお話を聴いて、あま

部の支援を受けていたアイアン・クラブはどうするんだ、

り古い話をするのは、と思ったのですけれども、最後に

ということがどうも議論になったらしいのです。

ジェロントロジーというお話がございました。いま、ア
イアン・クラブの平均年齢は、現役も入っていますから

私は関係しておりませんでしたが、アイアン・クラブ

70 歳ぐらいだと思いますが、今日お集まりの方々は平

の寺西さんと鉄連の千速さんとが話し合って、結局、鋼

均すると 75 歳くらいになるのではないでしょうか。ち

材倶楽部からの援助は全部なくなり、鉄鋼連盟から支援

ょうど 60 歳を過ぎてから勉強しなければいけないとい

するということになったのですが、鉄鋼連盟もいろいろ

う、まさにそのようなお話でございまして、非常に話し

なクラブが下にありますからアイアン・クラブだけを支

やすくなったなと思っております。

援するわけにいきません。また財政的にも非常に厳しい
状況でしたので、援助するのは数年間のみということに

私は、12 年間、理事長を仰せつかっておりますけれ

なったらしいのです。このようにしてアイアン・クラブ

ども、その前の 38 年間は全くアイアン・クラブとは関

は、寺西さんが会則を変えてすべての鉄鋼人が加入でき

係がなかったわけでございます。強いて言えば、2001

るようになりました。それから辞める人がワッと出たの

年の正月、私が経団連会長の時に、経済 4 団体の新年会

ですが、すべての鉄鋼人ということで、新しい人を大勢

で「企業や官庁がみんな壁を乗り越えて合併していると

入れて、新しいアイアン・クラブになりました。これに

きに、経済団体は 4 団体のままでいいのか」という話を

は約 3 年かかったようです。寺西さんは、ちょうど私の

致しました。すると、奥田さんが受けていただきまして、

一回り上ですから、今の私と同じくらいの年のときに、

日経連と経団連と一緒になろうということで、その 2

もう俺は辞めるからお前があとをやれということで、急

年後に新しい日本経団連ができたわけでございます。そ

遽お引き受けをしたということでございます。

の時の鉄連会長は亡くなられた千速さんで、私は、彼に、
「鉄鋼連盟も少し変わったらどうだ。せっかくこうした

アイアン・クラブには二つの大きな特徴があると思い

立派な鉄鋼会舘があるし、経団連会舘には日経連がくる

ます。一つは、非常に立派な、特殊な会でして、一つの

から、高い家賃のところに住まないで、引っ越したらど

業界でこれだけ立派なＯＢ会を持っているところは、他

うだ。」と言いましたら、彼は賛成して直ちに引越しま

の業界にはおそらくないと思います。もう一つの特徴は、

した。引っ越しますと、鉄鋼会館には鋼材倶楽部と鉄鋼

非常に自立的、自主的に運営されているところです。先

輸出組合がおりましたので「鉄鋼連盟もこれらと一緒に

ほど申し上げたように、会への援助がなくなってしまい

なったらどうだ」ということになり、鉄鋼連盟の性格も

ました。そうすると自分たちだけでやっていかなければ

変わったわけです。

いけないということで、一番活動していただいたのはＩ
Ｔ委員会でございます。本日のような講演録をテープ起

それまでは鉄鋼会社だけだったのですが、鋼材倶楽部

こしをして皆さんに配り、会報も自分達で編集し、印刷

や鉄鋼輸出組合を入れますと、これらは商社さんが主役

をし、製本して配るというようなことで、おそらく、100
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万円以上の経費節減をしていただきました。これからも

鉄に関して話をしますと、戦争が終わったときに 500

大いにＩＴを使って頑張っていただくということにな

万㌧の能力があったのですが、それは全部戦争で破壊さ

っております。

れてしまいました。政府が傾斜生産方式で石炭と鉄に集
中的に税金を投入してくれたものですから、5 年後の

いま、7 つの委員会がありまして、その委員会の皆さ

1950 年には 500 万㌧の生産が回復したわけです。

ん方は、集まって、自分でいろいろ企画をして、こうい
う事業をやろうじゃないかということで、各会員の方に

それから日本の国は、鉄だけではなくて、だいたい年

諮っております。これは原則自費で参加するわけです。

率 10％以上で 20 年間経済成長を続けたわけです。鉄

講演会などは違いますけれど、いま、事業関係にかかる

は、鉄をつくっても更にまた溶鉱炉をつくりますから、

お金が年間で 1,000 万円ぐらいあるわけですが、これ

「鉄が鉄を食う」でそれ以上に伸びまして、5 年毎に倍

は、会員がだいたい 500 人おりますからその会費で全

増しまして、1950 年からみると 500 万㌧から 1970 年

部賄えるわけでございます。それから、人件費、借室料

には 1 億㌧になりました。20 年間で 20 倍になったわ

等の管理費は、40 年前に賛助会員会社制度ができまし

けでございます。

て、当初は 50 社でスタート致しました。本日も賛助会
員会社の方々が参加されております。管理費は 600 万

皆さんご存じのことですが、鉄の技術の話をちょっと

円程度かかりますが、賛助会費で賄えるということで、

致しますと、製鋼段階で二つの大変大きなことが起こり

財務内容は非常によくなっております。これは皆さま方

ました。一つは平炉から転炉の転換で、2 時間かかって

のお陰でございます。

いた製錬が 15 分で行われるようになりました。ただし、
これは、熱い銑鉄がいるということで、溶銑がいるとい

最近は家族の方にもいろいろな催しにご参加いただ

うことだったわけです。もう一つは、インゴットから連

いております。これは大変良いことなので、これからも、

続鋳造になったので、歩留りが 70％台から 90％台にな

お集まりの皆さんが「このような良い会があるので、ア

りました。これは省略しますが、要するに、戦後、銑鉄

イアン・クラブでの楽しみを一緒にエンジョイしよう」

をつくるということが必要になったわけです。それで、

といったことを、まだお入りになっていない方に是非言

川崎製鉄社長の西山弥太郎さんが、日銀の反対を押し退

っていただいて、会員を増やしていただけたらこれに越

けて、1953 年に千葉に真っ先に新しい高炉をつくられ

したことはないと思っております。

た。これは非常に先見の明があったと思うのですが、そ
の後、高炉建設ラッシュとなりました。

もうちょっと時間をいただきたいのですが、1968 年
にこのアイアン・クラブはできたわけです。68 年まで

日本は島国ですから非常にいい港があるので、ちょっ

いったいどのようなことがあったのかということを手

と埋め立てをして整地をすれば製鉄所がすぐできるわ

短にお話しします。1945 年に日本は戦争に負けまして、

けです。1950 年から 1970 年までの 20 年間で、おそ

占領軍（マッカーサー）が来て、すべてを変えろという

らく、新しい製鉄所が 10 カ所できたと思います。一つ

ことで、まず武力を持つな、憲法を変えろ、そして経済

の製鉄所でだいたい 3 本の高炉をつくります。高炉一本

は財閥系がほぼ仕切っているので財閥は解体しろ、財閥

で平均 300 万㌧として、これが 30 本以上できたと思う

の名前を使うことは一切まかりならん、となりました。

のです。これが順序よくできていけばよかったのだけれ

商社も、当時、19 万 5000 円以上の資本金の会社をつ

ども、そうはいかずに各社の都合でやるものですから、

くってはいかん、とされました。また、例えば川崎重工

ときどき、3 本、4 本がぶつかってしまう。そうすると、

は、鉄鋼部門を分割しろということで、日本を非常に小

需要も猛烈に伸びていくのですが、それよりも供給が上

さい国にしようということだったわけです。途中から、

回ってしまうということで、独禁法が既にありましたか

冷戦がはじまりまして、今度は逆に日本を持ち上げるよ

ら、価格がドンと下がります。独禁法については、終戦

うに変わったのですが、非常に危機的な状況にあったわ

2 年後に、やはり統制経済から自由経済にしなければい

けです。

けないということで、独禁法と公取ができたわけですが、
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供給過剰のときはドンと下がる。私どもは、鉄は王者か

話題になりまして、1970 年に新日本製鐵ができたわけ

乞食かというようなことがいわれておりました。国内的

でございます。

には非常に波が大きかった。
1968 年はこのような時でありました。結局、稲山さ
もう一つ、輸出の話をしますと、日本は原料となる鉄

んは、亡くなるまで独禁法というものを目の敵にしてお

鉱石を国内ではほとんど全部掘ってしまったので、日本

りまして、国のため・国民のため・業界のために最もい

にはないわけです。それで、商社さんの力を借りて外国

いことを話し合うのに、それを禁止するとはなにごとだ

の鉄鉱石を買ったり開発したりして、日本に持ってきて、

ということで、最後は『わかっちゃくれない』という本

どんどん増える高炉の原料にしたわけですが、買ってく

まで、亡くなる一年前にお書きになりました。アイア

るためにはドルがいるわけです。ところが、日本でドル

ン・クラブができたときには、八幡製鉄のまだ現役の社

がほとんどなかったものですから、自分で稼がなければ

長だったわけですが、アイアン・クラブの理事長をご自

いかんということで、製品の 30％は輸出をする。そう

分でおやりになりました。現役とＯＢとが混ざり、稲山

するとだいたい原料代に見合うわけで、早くから輸出は

さんの言葉を借りると「協調と我慢」ということで、こ

主としてアメリカに向けられました。

のアイアン・クラブができた、ということでございます。

1950 年代の末、日本にもありましたがアメリカで大

アイアン・クラブの一番の目玉は、きょう寺島さんか

ストライキがあって、鉄が不足したので、日本から相当

ら伺ったような講演会でございまして、先ほど話があり

量の輸出を致しました。アメリカはその当時からいまの

ましたように、
本日は 494 回目の講演会でございます。

トランプみたいに自分勝手な国であったと思うのです

もうすぐ 500 回になりますが、だいたい 1 年に 10 回

が、日本から応援してもらったのに、それはダンピング

程度行っています。その一番はじめの講師は、なんと、

だということで提訴を受け、それがずっと続いていくわ

理事長の稲山さんでございまして、その演題がまた「自

けです。そして、1960 年代の後半にも、ちょうどアイ

由主義経済から不景気を追い払え」ということなのです。

アン・クラブができた前後にもう一回訴えられまして、

つまり、全然統制なく競争するから不景気が出るのであ

結局最後は自主規制でやらなければいけないことにな

って、「ちゃんと話し合えば不景気なんてものはない」

りました。

ということが、彼の言いたいことだったと思うのです。

このように輸出でも問題がありまして、一応、統制経

このような主旨でできた会でございまして、当時は

済から自由経済にということだったのですが、やはり、

「鉄は産業のコメ」や「鉄は国家なり」というように、

経済が伸びていくときは、ある程度の秩序がないと非常

本当に日本経済の中心にいたわけでございます。そのよ

に混乱しますので、監督官庁であった通商産業省の行政

うな時を過ごされた皆さん方が、矜恃をもって仲良く楽

指導によって、秩序を保っていたのです。その後、いろ

しむというこのアイアン・クラブを、私はこれからもず

いろ問題が起こってきた中で、鉄鋼会館が 1966 年にで

っと続けていきたい、と思います。どうぞこれからもよ

きました。それから、ちょうどその頃、日鉄の再合併が

ろしくお願いします。
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「日本鉄鋼連盟会長祝辞」
アイアン・クラブが設立 50 周年を迎えられましたこ

一次石油ショックの発生を契機に高度成長から減速経

とを心からお祝い申し上げます。

済へ移行、平成 3 年には長期におよぶ不況に突入するな

アイアン・クラブが設立された昭

どして、鉄鋼業界は幾度となく厳しい状況に直面いたし

和 43 年は、いざなぎ景気といわれ

柿木

厚司

日本鉄鋼連盟会長

ＪＦＥスチ－ル

ました。

る景気拡大期にあって、同年 5 月に

幾多の試練を克服し、競争力の維持・強化を図ること

岩戸景気の記録を破り、日本の経済

ができましたのは、先輩諸氏のご苦労と献身によるもの

規模が当時の西ドイツを抜いて自由

で、改めて諸先輩に感謝の念を表したいと思います。

世界第 2 位となった年で、経済大国

最後に、アイアン・クラブが 50 年間にわたり培って

への道を突き進んでおりました。そ

こられた良き伝統を次の 50 年に向けて発展させられる

の後、日本経済は、昭和 48 年の第

ことを祈念しましてお祝いの言葉といたします

「製鉄原料七洋会会長祝辞」
アイアン・クラブ創立 50 周年おめでとうございます。

しており、趣味の会は 8 分野、講演会は年 3 回、交流

私共、「製鉄原料七洋会」は、ア

懇親会は年 5 回、行っております。とりわけ講演会は、

イアン・クラブを兄貴分として昭和

アイアン・クラブとの相互乗り入れで、密接な関係を保

62 年 7 月に創立され、昨年 30 周

っております。アイアン・クラブ講演会は内容が充実し

年を迎えました。

ており、毎回 20 名以上の当会々員が参加させて頂いて

七洋会は製鉄原料調達面で苦楽

おり、新入会員勧誘の目玉商品です。当会の講演会は年

を共にした製鉄・商社・船会社・資

3 回ですが、芸能文化・新技術・業界事情等、アイアン・

源会社の原料関係 OB が参集して

クラブとは一味違った内容になる様、企画しております

製鉄原料七洋会会長

おり、現在 240 名の会員で、会員

ので、アイアン・クラブからも多くの方々の参加を歓迎

（元）新日本製鉄

の知識向上、相互親睦、情報交流を

いたします。

米澤 敏夫

目的に活動を続けております。又現

アイアン・クラブと七洋会は、我国の戦後復向を支え

在は、今井アイアン・クラブ理事長をはじめ約 30 名の

た製鉄業に携わった方々の集りと云う共通基盤を有し

会員が、アイアン・クラブにも所属しております。

ております。今後、両会の連携を益々緊密にして行きた

当会の活動も、趣味の会、講演会、交流親睦会を柱と

いと考えておりますので、ご指導のほどよろしくお願い
致します。
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「副理事長挨拶」
アイアン・クラブ 50 周年おめでとうございます。オー

あり、成長を支える体制を業界が結束して作り上げた共

ル鉄鋼人の親睦団体として、次の

同対応の成功の歴史であったと云えましょう。

50 周年に向け益々繁栄する事を

この間業界では、個々の企業の壁を越え、世代の枠を

心から祈ります。

超えた「人材と知恵の交流」が活溌に行われ、時代を牽

当クラブが発足した 1968 年、

引する大きなパワ－を産み出す原動力となったのは特

私はヨハネスブルグに駐在し、南

上島 重二
副理事長
（元）三井物産

筆すべき事と思います。

ア国営製鉄（ISCOR 社）向輸出

交流の歴史は、傅統となって今日アイアン・クラブに

共同商談の幹事商社として、三菱

受け継がれ、古い枠にとらわれない自由闊達な交流の場

商事と二社で南アフリカ市場を飛

として多彩な活動を行っています。

び廻っていました。

私自身、当クラブの活動に参加するといつも同窓会に

日本の業界が個々の会社の枠を

出席している様な懐かしさと親しさを感じています。大

超え、一つに纏っての商談はとても新鮮でした。まだ戦

きな魅力の一つです。今後、新しい世代が新しい会員と

後輸出の黎明期でしたが、日本側の共同対応が好評で、

して増えるにつれ、当クラブはやがてオ－ル鉄鋼人の枠

市場での信頼が目に見えて高まった嬉しい記憶があり

を超えて、より幅の広い親睦団体として発展するかも知

ます。

れません。

あれから 50 年。

楽しい夢として、末長き発展を祈ります。

この間の歴史は、日本鉄鋼業の目覚しい成長の歴史で

「副理事長挨拶」
まず始めに、アイアン・クラブが創立 50 周年を迎え

その中で特に実感したのは、アイアン・クラブの活動

ることが出来ました事を大変嬉し

は実に多岐に亘って活発に行われており、内容も大変充

く思っています。これは偏に創設

実していることです。そして会員同士の和気藹々とした

者の稲山初代理事長を始めとした

親しい交流も極めて盛んで、その素晴らしさを再認識致

歴代の関係者の方々の永年に亘る

しました。

佐々木幹夫
副理事長
三菱商事

ご尽力の賜物である事は言うまで

長い間鉄鋼業界に従事され、共に働いて来られた方々

も無く、この場をお借りして心よ

が、現役を退いてからも、若い時からの仲間やお世話に

り感謝を申し上げます。

なった方々と、そして世代を超えて一緒に楽しく有意義

鉄鋼業界全体を対象とする親

なひと時を過し、楽しみを共有出来ることは、第二の人

睦・懇親の場であるアイアン・ク

生の豊かさを実感することにも繋がり、何物にも代えが

ラブの様な団体は他の業界では全

たく有難いことだと思います。

く例が無く、連帯感・結束力の強い鉄鋼業界ならではの

この充実感や楽しさがこれから続いてくる次世代に

大変貴重な財産だと思います。

もしっかりと伝わって行き、アイアン・クラブが脈々と

私は昨年末、副理事長に就任以来、会合に出来るだけ

引き継がれ末永く発展して行く事を心より念願し、今後

参加する様に心掛けてきました。お陰様で数多くの方々

共微力を尽くして参りたいと思います。

と接する機会に恵まれ、旧交を温めることも出来ました。
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【委員長挨拶】
「財務委員会」
当クラブの財政は、健全に推移しております。

す。

これも、1968 年設立の伝統

将来的には、新規会員の確保が滞れば、会員数が減少、

あふれるクラブから、自立的組

会費収入のみで支えられている当クラブの活動レベル

織への発展を成し遂げ、
「入るを

に影響が生じます。クラブ継続性のため、年齢的に切れ

量りて出ずるを為」してきた諸

目のない会員構成を計ることが肝要。そのためにも、

先輩、そして総務委員会を中心

時々の 60 代前半の人々が魅力を感じる活動も必要にな

とする方々の会員拡大のご尽力

ってくるでしょう。

の賜物です。50 周年の節目に当

出ずるを量りて入るを為すことができない分、諸委員

財務委員長

たり、関係者皆様に改めて感謝

会メンバーにとどまらず各会員がアイデアを出し合い、

新日鉄住金

申し上げます。

創意工夫で引続き取組んでまいりましょう。常温で強磁

佐久間総一郎

今後に思いを巡らせば、人生

性を有する稀有の金属、我らがアイアンのように、人を

100 年時代を迎え、活動の進化が期待される一方、消費

引きつけるクラブであり続けることを願っております。

税アップをはじめとするコストプッシュも想定されま

「総務委員会」
アイアン・クラブは昭和 43 年 9 月 24 日の設立以来、

木原

誠

総務委員長
JXTG ﾎ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

委員会の前身である会員委員会（田貝正人委員長・田中

鋼材倶楽部の支援のもとに運営し

茂穂副委員長）は、懸命に新入会員の勧誘を働きかけ、

て来ましたが、平成 13 年 11 月日

平成 20 年には 500 名規模の会員数に回復をみた。

本鉄鋼連盟と鋼材倶楽部・鉄鋼輸

また、平成 20 年に会員委員会が総務委員会（河内鋭

出組合が統合し、新生日本鉄鋼連

雄委員長・君嶋英彦副委員長・大和屋隆喜副委員長）と

盟が発足したことを契機に、アイ

改称されてからは、会員数の維持・増加に引続き努力す

アン・クラブは日本鉄鋼連盟を支

ると同時に、ＩＴ委員会の合理化に関連する事務局の業

持母体としつつ、オ－ル鉄鋼人の

務改善・コスト削減をサポ－トしつつ、各事業委員会活

親睦団体として、より自主的に運

動の活性化を図り、より一層会員の自主運営に努めるよ

営・活動することになった。

う会員に働きかけてきた。

この時期は、鉄鋼関連企業の統

創立 50 周年を迎え、会員の高齢化が進む中、現役会

合・再編が続き、厳しい事業環境の下、平成 15 年 3 月

員・若年会員の勧誘をすすめ、家族を含めたオ－ル鉄鋼

には会員数が 315 名までに減少し、アイアン・クラブ

人が喜んで参加できる事業活動の展開に向けて、各事業

存亡に関わる事態となった。当時の寺西理事長（橋本榮

委員会に財務委員会・ＩＴ委員会とともに協力していき

一副理事長・諸橋晋六副理事長）の陣頭指揮の下、総務

たい。
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「ＩＴ委員会」
アイアン・クラブに、
『ＩＴ化推進検討小委員会』が

でになり、午餐会の連絡費だけでも相応の投資効果を得

設置されたのは 2007 年のこと。

られた。また、会報の資料作成、午餐会講演録などの電

狙いは、インターネット導入をす

子化、データべース化により作成業務の効率化も大幅に

ることで、事務局などの業務の効

進み、高効率の複写機導入も相まって事務効率化も大い

率化、郵便代などの通信費の削減、

に進んだ。

会員間のコミュニケーションの

また、当委員会が、会報の編集委員会の役割も取り込

円滑化、ホームページ（ＨＰ）に

み、クラブの情報化業務を推進することになったことか

よる外部コミュニケーションの

ら、今後は文書作成に関連する、世の中の技術の進展を

ＩＴ委員長

拡充による会員数拡大、などであ

見極め、有効なアイデアはどんどん吸収し適用すること

（元）川崎製鉄

った。世間のＩＴ化の流れから周

が委員会の重要な役割になってきた。

船谷 幹夫

回遅れ。先ずは、クラブＨＰの作

今後の情報化技術がどのような発展を見せるかは判

成、電子メール利用による連絡体制の確立など初歩的な

らないが、技術の進展を見守り、当クラブに有効に適用

技術導入を志向した。

できる技術を見つけだすことが、委員会に課せられた今

2008 年にＨＰ完成、メール利用の開始、当初メール

後の役割となることは論を待たないだろう。

利用者は 50％程度。今現在ではメール利用者は 82％ま

「第一事業委員会」
先ずはこの 50 年間休むことなく、ほぼ月一回のペー

案者が中心となって先方と交渉し、講演料などの条件を

スで約 500 回の定例午餐会（講演

擦り合わせて決定していくのですが、当然のことながら

会）を推進してこられた先人達の

当方の希望通りにいくとは限りません。駄目であれば案

努力に敬意を表します。

の練り直しです。全てがメンバーの手作りであり手間も

講演会の推進組織である第一事

福島 幹雄

時間も掛かります。

業委員会の業務としては講演会の

しかし全体的には、先方の鉄鋼業界やアイアン・クラ

計画、実行、講演録の作成、予算

ブに対する評価は高く好意的であり、有り難いと思うこ

管理等がありますが、やはり一番

とが多いです。

第一事業委員長

大変で神経を集中するのは講師の

いずれにしても委員と聴講者が一体となって手作り

（元）JFE 商事

選出です。各委員が日頃から勉強

で進めている講演会だと思っていますので、聴講者の意

し、周囲の人達たちの意見や要望

見や要望を何処まで吸い上げられるかが大事だと認識

を聞くなどして講師候補を考えておきます。それを年２

しています。今後会員が余り増えない中、更なる一体化

～３回開催する委員会で提案してもらい、委員で議論し

が必要だと思いますのでどんどん意見や要望を出して

ながら計画案を決めていきます。

下さい。対応を考えていきます。

話が面白くて聴講者を沢山集められる講師が望まし

手作りで親しみやすい午餐会を末永く続けていきた

いのですが、それだけではなく部門によく注意を払い、

いものです。

部門が偏らない配慮などを行います。計画案を作成後提
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「第二事業委員会」
第二事業委員会は旅行会、自然観察会（野鳥観察含

めて感謝したいと思います。

み）、下町散策（歴史散策）と戸

自然観察会、下町散策とも戸外の日帰り行事であるこ

外行事の企画、実行を担当してき

とより天候に気を遣い複数日を候補にし、直前に最終決

ました。

定するようにしています。２～３か月前に幹事団による

旅行会はアイアン・クラブ発足

下見を経てコース、食事場所を決めています。

の翌年から始まり、国内 49 回、

どの行事にもご家族も多く参加されており幹事団と

海外にも 15 回足を延ばしていま

しても嬉しい限りです。

す。一年位前から候補地を絞りエ

50 年譜を見てみますとどの行事も時代と共に少しづ

第二事業委員長

ージェントの選定、何回もの打ち

つ変わってきている事が窺えます。今後ともより多くの

（元）日鉄商事

合わせを必要とします。50 年間

会員の方々に参加して頂けるよう皆様のご要望を加味

も継続できたことは、代々幹事の

した行事を企画し、末永くこうした活動が継続されるこ

宮本 盛規

方々の情熱と多大なご努力に支えられてきたことを改

とを願っております。

「第三事業委員会」
アイアン・クラブ創立 50 周年、おめでとうございま

わせて、文化・スポーツ・遊戯の各種行事を企画、実行

す。私も昭和 43 年入社の 50 周年

してきました。かっては、小唄同好会、写真同好会など

に当たり、お祝いの記念誌に寄稿

もありましたが、現在は囲碁大会、麻雀大会、ゴルフ同

させて頂く機会を格別嬉しく思い

好会、観劇会、音楽鑑賞会を同好の皆様にお楽しみ頂い

ます。

ています。麻雀大会、ゴルフ大会は既に 100 回を超え、

アイアン・クラブに入会して最

観劇会、囲碁大会も 100 回に近づいています。本年は、

初に参加した大きな行事は 10 年

今後の予定を含めて、行事実施 18 回（囲碁 2 回・麻雀

山田 清實

前の篤姫をめぐる鹿児島・宮崎旅

3 回・ゴルフ 3 回・観劇 3 回・音楽 7 回）、ご参加数延

第三事業委員長

行でした。現役時代は、概ね鋼管

べ 427 名を想定しています。

（元）伊藤忠商事

貿易部に籍を置いていた為、初め

どの行事も一時に比べますと参加者が減少しており、

てご挨拶させて頂く大先輩ばかり

各行事担当委員は多くの会員のご参加を頂くため、色々

でしたが、大変楽しい思い出旅行となり、旅行中に頂戴

知恵を絞り、新たな企画、行事の内容、開催時期、ルー

した沢山の新しいご縁がその後のクラブ生活を豊かに

ルの見直しを考えています。より多くの会員のご参加、

してくれています。２年前に会員の平均年齢をやっと上

特に現役の会員、奥様・ご家族のご参加を頂けれる様に、

回り、クラブ活動への興味と共に責任感が芽生えました。

もっともっと楽しい催しになるように、斬新なご提案、

現在、第三事業委員会の活動に携わっております。ア

ご意見・ご希望をお寄せ下さい。

イアン・クラブ創立早々から、会員の皆様のご趣味に合
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「関西・中部地区運営委員会」
関西・中部地区の会員は 40 名（関西 30 名、中部 10

すがに伝統芸能で回を重ねるごとにその魅力にとりつ

名）で、定例昼食会、観劇会（歌

かれる方が私も含めて多いようです。

舞伎・文楽）
、ゴルフ会を行ってお

人形浄瑠璃文楽は大阪が発祥の地で、太夫の語りが理

ります。

解できるような工夫がなされておりますので初めての

昼食会場は足の便を考えて大阪

平沼 重巳
関西・中部委員長

（元）住友商事

方にも理解が深まります。

駅のホテルグランヴィアで、昼食

かくして関西を離れて 40 年ぶりに戻った筆者にとっ

後に講演会を行っております。参

てはアイアン・クラブの行事は誠に新鮮で刺激的であり

加者は同伴者も含めて平均 15 名前

ます。

後ですが最近はどちらかと言うと

残念ながら首都圏への一極集中は今後も続き、関西の

減少気味です。

地盤沈下は否むべくもありません。加えて会員の高齢化

講師と演題は多岐にわたっておりますがこれからも

も進むため、会員の増加も余り期待できませんが、それ

できるだけ同伴者にとっても興味のあるものを選んで

だけに会員相互の親睦を一層高めてアイアン・クラブの

ゆきたいと思っております。

発展に寄与したいと思います。

また、歌舞伎や文楽も最初は敷居が高そうですが、さ

「関西・中部地区の活動内容について」
関西定例午餐会の第 1 回は、昭和 44 年 11 月に開催

をお聞きする等、硬軟織り交ぜた話題を楽しみに参加し

され、当初は、年に 1～2 回のペー

ています。

スでした。講師の面々は資料を見ま

ゴルフ会は年に 1 回、今年で 59 回目になりますが、

すと、当時の超著名人、高田好胤、

参加者が 4～6 人という状況で優勝、ブービーの確率が

ドクトルチエコ、玉の海梅吉、鶴岡

極めて高くなっています。

一人、小松左京、宮本留吉、会田雄

歌舞伎鑑賞会はコンスタントに開催され今年 7 月で

二といった伝説的な方々が講師と

44 回目を数えます。平成 18 年を最後に途切れていま

高島隆三郎

して来られています。平成に入ると

した国立文楽劇場での文楽観賞が平成 27 年から復活、

関西・中部副委員長

10 年余りは年に 6 回のペースで賑

年に 1 回開催が恒例となっています。関西・中部地区運

やかに開催されていたようですが、

営委員会の平沼委員長が殊の外、文楽観賞がお気に入り

（株）シマヤ

それ以降は年に 2 回のペースに戻っています。最近の参

で、私も 3 年前にアイアン・クラブで文楽に出会ってか

加者は 8～15 名前後で、大阪のホテルグランヴィアで

ら嵌っています。15 年前から能楽の謡曲を習っていま

美味しい昼食をいただきながら、時宜にかなった講師の

して、やっと着物に慣れてきましたが、文楽、歌舞伎の

お話を聞くという、和気藹々和やかな雰囲気の中で催さ

ジャンルには無関心でした。アイアン・クラブに入会後、

れています。

日本の伝統芸能を観るジャンルが増えて、それぞれの良

因みに最近 2 回は元住友金属工業野球部で元高校野

さを味わう機会を得たことを喜んでおります。

球審判員の永野元玄様から「マスク越しに見た野球よも

関西・中部地区の活動は以上の通りですが、アイア

やま話」という題で、松井秀樹氏や江川卓氏の高校時代

ン・クラブの行事は東京開催が多く、楽しそうな催しの

のエピソードや大リーグでの幻の完全試合などの興味

案内をいただきますが、関西地区をメインに現役で仕事

深い話をお聞きしました。また、ＪＦＥホールディング

をしている為に、ほとんど参加できていません。出張の

ス財務部長の堀敦夫様から、世界主要国の鉄鋼業の動向

際や日が合う日に出向きたいと思っています。
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【アイアン・クラブの活動に参加して】
「定例午餐会」余禄
アイアン・クラブでは、2 月と 8 月を除く毎月、各界

ついでに、ご説明方々ご挨拶にと申し入れると、これま

一流の講師をお招きして午餐会

た通常喜んでご面会いただけます。場合によっては、わ

を催しています。この運営は第一

ざわざ鉄鋼会館にお越しいただく方もおられ、そのよう

事業委員会の役割ですが、さすが

なときには服部事務局長のご配慮で、９階のレストラン

にベテラン・ビジネスマンの集ま

でお食事をさし上げることになります。いつぞやは、妙

り。その手回しは周到で、福島幹

齢の宇宙気候学者と楽しく気候変動談義に花を咲かせ

雄委員長のもと委員全員の合議

ました。

今野 秀洋

によって一年くらい先まで講師

せっかくいただいたご縁ですから、ここで終わりにし

（元）三菱商事

候補を決め、お忙しい先生方に充

てはもったいない。ということで、ご講演後はまずお礼

分に時間的余裕をもってご講演を

のメールを差し上げ、今後ともよろしくと申し上げるこ

お引き受けいただけるようにしています。

とを忘れてはいけません。そうして繋いでおくと、その

私は数年前から委員会の末席を汚していますが、最近

うち長老メンバーからあの講師の方ともっと親しくお

このお役目には隠れた余禄があることに気が付きまし

話する機会が欲しいというお声が出たりします。かくし

た。

て、この夏にはこれまた見目麗しき国際政治学者を囲ん

依頼先が友人・知人でなくとも、学者、評論家あるい

で、華やかにシャンパンを空ける機会に恵まれました。

は文化人と言われる有名人にアイアン・クラブを名乗っ

如何ですか、皆さん。第一事業委員会にお入りになり

て講演依頼をすると、まず断られることはありません。

ませんか？。

「下町散策」
アイアン・クラブ 50 年の歴史の中でこの企画は、平

色川 史郎
（元）三井物産

位、ご夫妻での参加が半数位ございます。

成 17 年に開始以来、毎年実施さ

会員の皆様、この企画は上述の通り、散策が存分に楽

れ、今年 14 回目を開催致しまし

しめる心地良い季節に実施される事、約半日の負担の少

た。湯島、千駄木、谷中、深川、

ない日程であり、気楽に参加していただけます。

本郷、葛飾柴又等江戸時代を語る

是非、御夫妻で、あるいは友人をお誘いになり一度ご

に欠かせない下町を選んで実施

参加下さい。これがこの企画を今後 20 回、30 回と続

して来ました。

けるのに大切な事と考えます。

実施日は毎年、新緑さわやかな

今後は下町にこだわらず選定する場所を拡げる、又、

5 月中旬、10 時頃集合し 3 時間

第二事業委員会のもう一つの企画である、”自然観察“と

程の散策の後、皆で賑やかに和や

の実施時期を調整し、秋の開催を検討する等、より多く

かに昼食を楽しみ 2 時ごろ解散

の会員の方々に参加いただける様工夫を重ねて行きた

というのが通常の日程です。参加人数は毎年 30～40 名

いと考えています。
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「国内旅行」
アイアン・クラブ創立 50 周年記念誌に寄稿するに当

川・千葉の 1 都 2 県だけのようです。ご参考までに、

たり、昭和 43 年設立時の会員名簿

海外旅行は 15 回開催いたしましたが、諸般の事情によ

を閲覧しました。稲山初代理事長

り、平成 18 年を最後に中断いたして居ります。

を始め、鉄鋼・流通業界は勿論の

御多分に漏れず、旅行参加者の高齢化が進み、健康上

事、当時の日本経済を動かしてい

の問題から参加者が減少傾向にあります。
「あの旅行は、

た伝説的な方々のお名前を拝見し

敷居が高いからな。」と仰る方もいらっしゃいますが、

感慨深いものがありました。昭和

分け隔ての無い和気藹藹の旅行です。一度参加して、詰

渡辺 徹

40 年入社の私には、縁遠い雲の上

まらないから止めたという方はいらっしゃいません。続

（元）三菱商事

のクラブでしたが、その 50 周年記

けて参加いただいています。ある調査によれば、近頃の

念に会の一員として参加できたこ

夫婦の関係は、圧倒的に友達の関係。ついで、嬶天下。

とは喜びでもあり、自分も随分齢を重ねたなと思ってお

亭主関白は、もはや死語だそうです。

ります。

昔は「おい！アイアン・クラブの面白い旅行がある。

さて、現第二事業委員会主催の「国内旅行」は、設立

連れってやるからついてこい。
」で終わっていましたが、

の翌年の昭和 44 年 6 月、早くも鹿児島に 2 泊 3 日で参

今、こう言おうものなら「私、行きませんわよ。あなた

りました。爾来、回を重ね、平成 30 年 11 月 3 泊 4 日

お一人でどうぞ。」となります。くれぐれも言葉遣いに

の沖縄旅行が 49 回目となります。
（12 月の 50 周年式

気を配り、昔、奥方を射止めた、洒落た言葉でお誘いい

典では、楽しい思い出話に花が咲いていると思います。）

ただき、若い会員の方々の参加が増えます事、念じてお

日本全国をほぼ網羅し、行っていないのは、東京・神奈

ります。

「自然観察」
自然観察会は当初専門家をお呼びしてのバードウォ

していますが年により自然は大きく異なり、なかなかこ

ッチングを主としていましたがこ

ちらの思い通りにはいかず史跡巡りとなった年も増え

こ数年は委員会メンバーの手作り

てきました。今後、他の行事との兼ね合いもありますが

行事となっています。

開催時期等、再考する必要があるかもしれません。

２時間前後の散策の後の昼食会

宮本 盛規

東京近辺にはまだまだ季節感溢れる名所がいくつも

は、ご家族も一緒に会員相互の親

あり今後とも新しい企画を出していきたいと思います。

睦の場として毎回大いに盛り上が

また、会員の皆様からの諸情報、ご要望もお待ちしてい

っています。自然観察を主目的と

ます。

（元）日鉄商事
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「囲碁あれこれ」（三劫無勝負）
三劫は無勝負というル－ルをみなさんご存知ですか。
昔々の故事に由来することのよう

する。もちろんル－ルに従って無勝負打ち直しとなった
が其の勝負がどうなったのか全く記憶にない。

だ。そもそもかつて囲碁が戦国時代

ところでかく言う私も一度対局中に 3 劫に出くわし

にも大いに持てはやされ、当時大名

たことがある。もちろん我々の対局だからそんなに上品

でも囲碁をたしなむ人が多かった、

なものではない。下辺の中央で大石の取り合いが始まり、

あの有名な本能寺の変の前日に織

攻め合いが昂じて劫が 3 つも出来たのである。一つの劫

田信長が囲碁を打ったら劫が 3 つ

をとったところで相手はすぐ隣の劫を取り、大石にあた

天坊 泰彦

出来た。翌日に明智光秀の謀反が勃

りをかける。私は直ちにもう一つの劫を取って相手の大

（元）新日本製鉄

発して、信長はあえなく本能寺でそ

石にあたりをかける。相手はまた劫を取るという段階で

の生涯を終えることになるのだが、

これはいくらやっても終わらないなと判断し、居合わせ

それ以来 3 劫は凶事の前兆ということで忌み嫌われ、3

た信田成仁先生（6 段）に伺ったところ、これは無勝負

劫が出来ると直ちに無勝負打ち直しとル－ルが出来上

打ち直しということになった。これは 7～8 年前の話で

がったようだ。

あるが幸にして以後これという凶事には出くわしては

プロの碁でもめったにお目にかかれない 3 劫である

いない。まずはめでたしめでたしである。

が、かつて趙治勲 9 段の対局で 1 局現れたように記憶

「麻雀大会」
まずは、アイアン・クラブ創立 50 周年誠におめでと

者も減ってきました。

うございます。アイアン・クラブ

私が（故）塩川満先輩（第三事業委員会委員長）から

は昭和 43 年 9 月に設立され、第

麻雀担当を引き継いだ平成 24 年ごろまでは、3－4 卓

一回麻雀大会は昭和 44 年 6 月に

とゆうことで、塩川さんの申し送りは、
「5 卓を目標に

開催され、5 卓 20 名の参加でした。

頑張ってくれ」でした。
その後、皆様方のご協力のもと、和気あいあいの大会

（栄えある第一回麻雀大会の優勝

運営とも相まって、平均 5 卓の麻雀大会となっておりま

者は斎藤正三郎氏でした）
柳島 章也
（元）川崎製鉄

最盛期は平成 2 年から平成 11

す。記念すべき創立 50 周年をむかえた平成 30 年 10

年にかけての 10 年間で、平均 10

月の麻雀大会は第 135 回を数え、本当に伝統のある麻

卓、40 名の参加者でした。当時は

雀同好会となっており、今後ますますの発展のため、皆

バブル最盛期で麻雀がとても流行っていました、その後、

様方の麻雀大会への積極的な参加をお願い申し上げる

バブル崩壊とともに麻雀人口も減少し、麻雀大会の参加

次第です。
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「ゴルフ大会」
当クラブのゴルフ大会は、昭和 44 年 9 月「鷹之台」

夫しているところです。

での第 1 回開催から数えて 104 回

歴史が長いといっても決して敷居が高くはありませ

となりました。平成 12 年までは別

ん。年齢の近い人達との組み合わせ、また和気藹々とし

途シニア大会を 41 回行っており、

た雰囲気でのプレイと打ち上げ懇親、ゴルフ場からの特

合わせて 145 回と午餐会に次ぐ盛

別サービス（生ワイン飲み放題他）など、楽しい行事で

会として継続しています。

す。

昨今は、4 月に「青梅ゴルフ倶楽

筆者も下手なゴルフでなかなか百獣の王の域を脱せ

近藤 裕行

部」
・10 月に「金乃台カントリーク

ません。毎回 8 組程度を予定しており、特に若手はダブ

（元）新日本製鉄

ラブ」の年 2 回定期大会、また 8

ルペリア方式なので大いにチャンスに恵まれます。是非

月下旬に「龍ヶ崎カントリー倶楽部」

多数の会員に参加いただきますよう、ご案内申し上げま

での練成会を恒例としています。

す。

希望者には前日から宿泊及び懇親会にも参加いただ

健康かつ楽しく、ゴルフ大会が引き続き盛会となりま

き、交通が不便な方に少しでも手助けになるようにと工

すよう祈念します

「観劇会（歌舞伎）」
アイアン・クラブの歌舞伎観劇は昭和 44 年（1969

せて頂き、年 2 回の歌舞伎座観劇を楽しませて頂いてい

年）が第一回であります。演目は「狐

ます。それまでは歌舞伎と全く縁がなく、当初は敷居が

と笛吹」他で参加者は 117 名でし

高かったのですが、回数を重ねる毎に少しづつ歌舞伎の

た。爾来、年 2 回のペースで今日ま

面白さ、深さが分かってきたような気がしています。

で続いており、今年 3 月で 91 回を

歌舞伎は能・狂言、浄瑠璃、落語、等から題材をとる

数えています。従来は昼の部か夜の

ものが多く、三味線、太鼓を軸とした義太夫、常磐津、

部のどちらかでしたが、今年から松

長唄等の演奏で奏でる正に日本伝統芸能の集大成とも

織田 文雄

竹とアイアン・クラブのご厚意で

いえるものだと思います。縁あって中村雀右衛門丈の楽

（元）日新製鋼

昼・夜のどちらでも選べるようにな

屋に伺った時に、歌舞伎の楽しみ方について「読んで字

りました。

の如く歌舞伎は歌あり、舞あり、技あり。どこから入ら

席は花道のすぐ近くの席で歌舞伎役者が艶やかな衣

れても結構です。」と仰っていました。

装を纏い、息づかいも聞こえる程の近くで登場する特等

アイアン・クラブの歌舞伎観劇は今や我が家の欠か

席です。参加人数は通常 50 名から 70 名です。最多は

せないイベントとなっています。次の観劇を今から楽し

平成 25 年（2013 年）の 140 名でした。この時は新歌

みにしています。まだ歌舞伎観劇をされていない方もぜ

舞伎座のこけら落とし公演の時でした。

ひ一度アイアン・クラブの歌舞伎観劇にお越し下さい。

私自身は平成 26 年（2014 年）にアイアン・クラブ

新しい発見が必ずあると思います。

に入会し、それ以来、第三事業委員会の歌舞伎担当をさ
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「音楽鑑賞会」
第三事業委員会が担当する音楽鑑賞会が発足したの

音楽鑑賞会の催しが、紀尾井ホールでのコンサートが

は、2010 年である。2 月 22 日、

メインで、年間 1～2 回日墺文化協会からのご優待をい

ヴァイオリニスト天満敦子さんの

ただく音楽会を持つことになっている経緯のあらまし

リサイタルが、日墺文化協会の主

である。

催により、日本工業倶楽部で開催

公演回数は、特別講演も含めると 40 回を超えようと

され、同協会から、当クラブ会員

しているが、紀尾井ホールのご厚意で、同一公演を金曜

家族をご優待いただくお誘いがあ

日の夜、土曜日の午後と 2 回ご案内できることになり、

白神 賢志

り、大和屋総務委員長が、当クラ

延べ 50 回を超える音楽鑑賞会を開催してきている。

（元）新日本製鉄

ブの文化事業として意義のある企

管弦楽、室内楽、各種のソロリサイタル、声楽リサイ

画と判断され、全会員にご案内さ

タル、合唱、新進音楽家の渾身のリサイタル、国際アマ

れた。その結果、100 名を超える会員・家族が参加。非

チュアピアノコンクールなど多彩な内容で、これまで、

常に好評であり、継続的な会員交流の場として、音楽鑑

延べ 1000 名を超える会員家族の方々が、くつろいで音

賞会を第三事業委員会事業の一つとすることが承認さ

楽に親しむ場としてご参加されている。

れ、スタートした。

今後も、紀尾井ホールにおける各種のコンサート、日

その後、間もなくして、紀尾井ホール事務局との協議

墺文化協会からのご案内のみならず、会員のご希望もお

をかさねた結果、当クラブとしてある程度の規模の先行

聞きしながら、多くの機会を作り、会員、ご家族がクラ

予約をすることを条件として、優待していただける仕組

シック音楽を楽しまれ、音楽鑑賞を通して交流が深まっ

みを作る運びとなり、以来、多くの会員、ご家族の方が

ていく場としてさらに発展的に運営できるよう、会員各

「紀尾井の音」を楽しまれている。

位のご理解と積極的なご参加を願うところである。
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【会員による寄稿文】
「私とアイアン・クラブ」
1992 年 6 月当時定例だった鷹之台ＣＣでのアイアン

柴田 榮治
（元）川崎製鉄

餐会の運営が大事でした。何しろ限られた予算の中で、

クラブゴルフ大会のパ－ティの席

著名な話題豊富な講師を薄謝で招聘するのはかなり厳

上「本日初めて昭和生まれが一人参

しい仕事でした。私が力不足のため殆ど委員の皆様の智

加されました」と司会者が声高に私

恵と人脈で賄って頂いた次第で、その后 10 年近く委員

を紹介してくれました。見渡せば明

長を勤めながら何とか数多くの会員参加を維持できた

治・大正生まれの錚錚たる大先輩ば

ことは真に幸運だったと思います。私は政治経済以外の

かりで、周りからひやかされ小さく

文化部門の講師によってバライアティを増やそうとい

なっていたのを思い出します。その

う方針だったのですが、その中で特に印象的だった方々

昭和 3 年生まれの私が最高令会員

を以下に書き残します。
（敬称略）

の一人となっているのですから、光

水谷八重子（鉄の女

陰矢の如しの感が致します。

初代八重子）、長谷川和夫（痴

ほうに対する正しい理解）、日野原重明（輝いて生きる

さて、クラブ入会后まもなく財務委員会の委員を仰せ

老人）
、中村桂子（21 世紀を「生命」の時代に）
、アル

つけられましたが新米の気楽さで専からゴルフ・麻雀・

フォンス・デ－ゲン（第三の人生とユ－モア）、マブソ

午餐会などで親睦を楽しんでいました所、1996 年に事

ン青眼（日本語、俳句、そして一茶の魅力）
。

業委員会副委員長に、更に 21 世紀に入った途端に委員

最后に、古い会報に記載されている橋本榮一氏（元三

長を命ぜられ責任の重さを感じ始めました。橋本榮一氏

井物産会長）の言葉を書き添えて終わりと致します。
「ア

（三井物産）
、種田孝一氏（住友金属工業）
、堀野和夫氏

イアン・クラブは稲山さんの傑作だ。鉄鋼業会の特産物

（三井物産）という大物先輩達の後を引継ぐのだから大

だろう。
」

おわり

変です。当時の事業委員会の役割はとても広く、特に午

【私とアイアン・クラブ】
鉄鋼輸出一本で来た小生が突如食料食品建設部門へ、

ていない。パンツでも売っている方がよい。」と叱責さ

その後通信衛星会社へ転身という全

れたり、「出入り禁止」なんて言われたこともあり（親

く異質な業界へ移り、長年馴染んだ

しくお付き合いしたからかも知れませんが）、畏れ多い

鉄鋼業界から離れてしまいました。

アイアン・クラブはと最初は思っていましたが、仕事は

だが、そこも所詮は落下傘部隊。

仕事、それから離れれば将にノーサイドの感じで和気

定年後、本籍の定まらぬ根無し草

藹々の雰囲気で諸会合に参加させて頂いている中に、こ

の様な生活になるのかとちょっと心

んないいクラブは無いと思うようになりました。

佐藤 道生

細い気がしましたが、幸いアイア

（元）伊藤忠商事

ン・クラブは、一度鉄鋼から離れた

レベルの高い午餐会を中心にいろいろの催しで此処こ

自分を快く受け入れてくれ幸いでし

そが自分が長年仕事をしてきた良きメンバ－の集まる

人間同士のお付き合いが出来、昔話にも花が咲くし、

た。

本当のクラブだと、メンバ－に加えて頂いたことを感謝

現役時代は、正直言って商社員が鉄鋼メ－カ－さんと

しています。

付き合うのはなかなか神経を使い、ストレスも多いもの

新会員で未だ現役の方将来の為、どうぞこの会を大切

でした。特にパンツ事件で「君なんか鉄鋼業界が分かっ

にして下さい。
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「私とアイアン・クラブ」
平成元年 6 月、伊藤忠商事の金属部門担当役員に就任

は広大な草原で展開した騎馬集団の合戦が壮観であっ

し、同年アイアン・クラブに入会

た。

させていただいた。

国内旅行では、国境の島、壱岐・対馬や京文化の跡を

鋼材倶楽部、鉄鋼輸出組合など

残す佐渡、北海道知床岬の絶壁など忘れがたい思い出で

の業界活動と併せて、現役・ＯＢ

ある。

の親睦を深めるアイアン・クラブ

平成最後の旅行は平成 30 年秋の沖縄本島と石垣島で

の存在は鉄鋼業界独自のもので、
中澤 忠義
（元）伊藤忠商事

あった。

初代理事長稲山嘉寛氏の“和”の

昭和 47 年本土に復帰した沖縄での国際海洋博覧会の

理念による業徳を培ってきたと

開催準備に携わった私には、前大戦で多大な犠牲を強い

言えよう。

られたにもかかわらず、本土復帰を希求した当時の琉球

その恩恵をうけて、当時先輩格

政府と島民に感動した記憶がある。

の堀野和人氏（三井物産）
、田貝正人氏（三菱商事）な

それから、ほぼ半世紀が過ぎ、空港、ホテルが整備さ

どの方々と忌憚のない意見交換をさせていただいた。

れ、観光客の賑わいに隔世の感を覚えるとともに、今な

アイアン・クラブの質の高い講演会、囲碁、麻雀の例

お広大な嘉手納基地の存在と、辺野古問題に揺れる島民

会、歌舞伎観劇会は脳の活性化に有効であり、また夫婦

感情に心痛むものがあった。意義深い旅に周到な準備を

で参加した海外、国内旅行では会員の方々と家族ぐるみ

された幹事と事務局に感謝したい。

の親交を深めることができた。

おわりに、アイアン・クラブが 50 周年を迎え、これ

海外旅行では、ドイツのロマンチック街道とライン河

までの歴史を築かれた方々に敬意を表するとともに、今

下り、ジンギス・ハ－ン即位 800 年記念のモンゴルで

後のさらなる発展を期待したい。

「アイアン・クラブ創立５０周年に寄せる」
アイアン・クラブ発足の昭和 43 年は、私が建設に参

田中 實
（元）日新製鋼

言う。

画した君津製鉄所の高炉が稼働

それでも世の中に致命的な影響を及ぼすのは、昔も今

した年であり、日本鉄鋼業の最盛

も天災と重厚長大ものである。情報革命の波は、ハード

期であった。その頃の日本鉄鋼協

の設計概念を変え、社会の生業の仕組みも変貌させる。

会の講演などは盛況を極め、鉄の

こんな激変の時代であるから、アイアン・クラブのみな

造り込みのソフトを設計に反映

さんは、その経歴から、健康で頭脳がしっかりしている

させ様と、メーカー技術者も数多

限り、円熟した英知を持って、社会に影響し貢献する日

く馳せ参じて、熱気でムンムンし

常なのであろう。クラブの諸活動は、その潤滑剤の役割

ていた事を思い出す。

を果たしてくれる。

昭和 48 年のオイルショックの

時代の変遷と共に、世の中には多彩な活動集団が著増

折は“石油の寿命 30 年”と言わ

した。多くの NPO ボランティアや観光やスポーツのみ

れて脱石油に走り、原発は花形であった。

ならず、文化、趣味、健康増進ひいては理科教室や教育

かっては、ハードに如何に有用なソフトを搭載し、価

機関など科学技術の領域まで、現役・高齢者混交のプロ

値を高めるかに奔走したものだが、今はソフトが図体の

フェッショナルな人達の営みこそが、日本を元気にする。

大きいハードを振り回す。高炉の炉内制御や圧延のプロ

この長寿社会の、うんざりする鬱積した空気を吹き飛ば

セス制御は今の AI の走りで、鉄鋼技術は時代の先端を

し、日本を楽しく明るくする雰囲気を醸し出すアイア

走っていた。今は異業種コラボイノベーションの時代と

ン・クラブは、鉄と共に歩んで来た私のふるさとである。
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「私とアイアン・クラブ」
アイアン・クラブに入会したのは 2003 年の夏だった

１年位経ってから会員委員会のメンバーになり全体

と記憶している。1968 年に稲山さ

的な話に参加させていただいたが、その議題の中で鉄鋼

んが中心なって作られたアイア

連盟から戴いている補助金が減り、事務経費が不足して

ン・クラブは鉄関連の営業 OB が

くることが問題になった。私の考えではパソコンの進歩

談話やゴルフ等を楽しむ会とし運

の状況から、コンピューター化を進めるべきと考えて田

営されて来た。しかし、メンバー

貝委員長に提案した。会員の中でパソコン利用者は半数

も減り気味になり、増強する為に

強であり、高年齢者のパソコン普及率がまだまだ低いた

技術屋もメンバーに加えようと言

め反対者も多かった。しかし将来の流れを考えて委員長

うことになったそうである。そこ

の考えで IT 化することにし、IT 委員会を作り進めるこ

で私にも声がかかった。川鉄の先

とになった。

君嶋 英彦
（元）川崎製鉄

輩からも声がかかったが、学生時代からの親友であった

私が委員長になり、副委員長に中澤・重富氏の他数名

三菱商事の河内氏やパイプ関連の仕事でソ連のお供し

の専属・他委員会の兼務者を決め、2007 年の 10 月頃

た田貝氏からも強く誘われて入会することにした。

から 2008 年 2 月にかけて 10 回以上の検討会議を持ち

入会して見ると、講演会その他楽しめる会があり、鉄

完成した。その間、船谷氏の原案作りや業者機能の取り

に携わった方々と話をするチャンスも増えて楽しく参

込み等あり苦労したが、その後の引き継いだメンバーの

加できると感じた。特に新しく参加した技術畑のメンバ

アイデアや努力により事務も簡素化され順調に機能し

ーは私が鉄鋼協会の鋼板部会長でいた頃、年に数回、各

経費も削減されて期待以上の結果になったと思う。

地の工場で討論・見学をしながら知り合になった方も多

今後はアイアン・クラブがより楽しくなる為の若手か

く、JFE の技術屋もその意味でも声をかけて入会しても

らの新しい提案を期待している。

らった。

「アイアン・クラブ 50 周年」
Shit Hits Fan !戦後の鉄鋼対米輸出黎明期の頃である。
Texas の あ る 田 舎 町 で 一 人 の

アイアン・クラブは会員数が 315 人に減り大変な時期

Texas 男 が 80 カ ー ボ ン の PC

であった。

Wire を指さしながら怒鳴っていた。

（元）住友商事

その時、寺西さん（元新日鉄）が人集めの大号令をか

傍らには Shit Hits Fan ! の意味す

けられたのを受けた三好さんに（元住商）に誘われて

るところが分からずに頭を下げて

H16 年度から入会させて頂いた一人が私である。

教科書通りに I Beg Your Pardon
阪田 六郎

ここまでの状態ではなかっただろうが、H15 年度の

その後会員募集や監事の仕事を仰せつかり微力を尽

を繰返す若い頃の私の上司がいた。

くしてきましたが、会員数は徐々に増えて今や 500 人

周囲には数人の含み笑いをする

を超え今井理事長の下、安定した活動を続けられるのは

Texas 男達もいた。

有難いことである。

この英語はまさに Texas らしい表現で、
“牛の糞が
（で

なかでも午餐会はクラブの“名物”であり、著名な方

かい）扇風機に当たって辺りに散乱し手が付けられない

のお話を伺えるのは誠に興味深く小生もよく出席して

で困り抜いた状況”を表す方言なのである。

いる。

日本から到着した PC Wire をヤードで両端にテン

末筆ながら、アイアン・クラブ 50 周年のお祝いを申

ションかけて引っ張ったところ断線して全く使いもの

し上げ、皆さんがクラブライフを楽しまれて本クラブが

にならず、しっちゃかめっちゃかな状態だとお怒りのク

益々の繁栄することを祈念致します。

レ－ムであった。
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「Leander

Club」「Rajipruek

平成３１年１月

Club」「Iron Club」

私にとり長く深い関わりのある三つのクラブだが、初

４年余の勤務を終え、日本帰国前にいくつかの送別会が

めの二つはご存じない方が多いと

続いた。同クラブ主催の会が最も華やか。王室・政・官・

思う。

財・学から著名人が多数出席、当時の駐タイ大使、H.E.

数年前母校ボート部のエイト・ク

恩田ご夫妻もご出席、このような機会はめったに無いと

ルーが日本代表に選ばれ、英国の伝

喜んで戴いた。

統ある Major Regatta ,「Henley

「Iron Club」には平成９年１月に入会、在籍 20 年余。

Royal

Regatta」に出漕した。ロ

現役を終えた頃から「会員委員会」の一委員として会員

ンドン・ヒースロー空港の税関で入

勧誘に精を出した。先輩、電炉・大手流通業界の重鎮諸

国 カ ー ド の 宿 泊 先 に 「 Leander

氏には手紙を出し、連日電話攻勢、後輩を一杯飲みに連

Club」と書かれているのを見た officer が満面の笑みを

れ出し、いろいろ甘言を弄し、ひたすら新勧活動に徹し

浮かべて「諸君はオアズマンか。英国へようこそ」
。

た。親しいお付き合いのあった住金下妻社長、NKK 下

丸子 博之
（元）三井物産

このクラブは 1818 年設立、当初 Oxford,Cambridge

垣内社長にも押しかけ訪問、会員増をお願いした。出過

両校代表ボート選手、OB のみが会員資格を与えられた、

ぎたことをしたものと思うが、当時の状況は深刻、大い

英国に止まらず、欧米において有数の prestigious なク

に働いた。本社・関係会社 OB 勧誘はもはやこれまでと

ラブとして知られている。

なった段階で、母屋の飯島現三井物産会長、当時金属総

私はロンドン駐在時、取引先、ボートを通じて親しく

括部長を訪ね、現役の部長以上の入会を頼み込んだ。よ

なった友人からこのクラブに招待された。重厚なレンガ

ほど切迫した顔つきをしていたのであろう、即答してく

造り、内部は歴史の重みを感じさせる荘重な雰囲気、入

れた。「わかりました。協力しましょう」。身贔屓だが、

口正面に掲げられた額に一言。
「noblesse o・blige」、

さすが器が大きい。

人の為に役にたてるか、自分を犠牲に出来るか。この言

後年「第一事業委員会」委員長を仰せつかり、最後の

葉は Oｘ・bridge 建学の Credo と伝えられるが、ボー

ご奉公、実に充実した日々をおくることが出来た。委員

ト精神の象徴として、いまなおオアズマンに受け継がれ

長を退任した今、振り返ってみると本クラブが如何に貴

ている。

重であるか、あらゆる業界のなかで、稀有な存在である

タイ駐在時 Bangkok 郊外に新しいゴルフクラブが誕
生した。「Rajipruek

「Iron Club」の重みを改めて感じている。なによりも

Club」と名付けられ、超一級の

メンバーの方々に恵まれた。今井理事長、新宮名誉顧問

ゴルフコース、５面のテニスコート、スポーツジム・プ

には現役時代から格別のご高誼を頂戴した。三村会頭に

ールはもとより、贅を尽くした dining room,大小多く

は物産会でのご講演をお願いした。進藤社長ともご縁が

の式・会場を備え、当時アジア圏随一と云われていた。

深い。大隅氏は艇友、淡青会、東大ボート部 OB 会の会

日本鉄鋼業はタイと縁が深い。本クラブに行かれた方も

長、頻繁に会う間柄。岳友黒沢氏はタイ駐在時鉄鋼事業

おられよう。

で苦楽を共にし、共に 60 歳を超えて、二度ヒマラヤの

Founder Member はタイを代表する人々、王室のデ

高峰に挑戦した。鉄鋼業界は多士済々、優れた人物、教

ュシナダ殿下、Gen.プレム枢密院議長（元首相）
、ポン・

養人が多い。尊敬する諸先輩、年代を超えた盟友とのお

サラシン元副首相、チラユウ王室財産局総裁、チャトリ

付き合いが続いているのは嬉しい限りだ。とりわけ古

盤銀会長、タリン大蔵大臣、チュンポン・サイアムセメ

賀・田中（實）
・柴田・猪熊・木原・佐々木（宏）
・矢野・

ント社長他錚々たるお歴々。外国人社会代表として私が

坂本・佐藤（眞）・小野（俊）各氏との親交は若い頃か

選ばれた。泰国日本人会会長、盤谷商工会議所会頭、外

らではあるが、卒業後一層深まった。本会のお陰である。

国商工会議所会頭会議議長、チュアン内閣経済財政諮問

我が愛してやまない Iron Club が 50 周年。現役会員

委員、タイ工業連盟名誉顧問、タマサート大理事等を務

の行事参加、外に向けた活動等課題はあるが、これから

め、全員と親交があった為推挙されたようだ。タイでは

日本が変わり、世代交代も進む。Iron Club も変化し、

大変名誉なことであるが、現法主管者の身、公務が多す

進化する。如何なる世であろうと、人間の触れ合いはま

ぎる、本業は大丈夫か。週末も含めゴルフは返上した。

すます大切になるだろう。
Iron Club の発展を切に祈る。
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「私とアイアン・クラブ」
私が現役生活に終止符を打った頃の世情は先行き不

き友三つあり。一つには物くるる友、二つには医師、三

透明で、えも言われぬ閉塞感が充

つには智恵ある友》と。法師の大胆にして屈託のない現

満していた。この先、溌刺として

実的、合理的友人論には思わず吹きだしたくもなり、妙

老いを生きたいとの切実な思いが

に共感もするのです。

あった。

私はこれまで勝負三科目、麻雀、囲碁、ゴルフで気力、

先ずは地元社会との融合、仲間

活力を鍛錬し、興味津々の旅行、下町散策、自然観察で

づくりが課題だと奔走していたあ

は身心を癒し、講演を聴き社会回帰に資すると勝手な理

金丸 隆充

る日、当時の総務委員長、大和屋

屈で巾広く参加させてもらいました。私がアイアン・ク

（元）日新製鋼

隆喜さんから突然の入会勧誘、こ

ラブと在った証は会報アイアン・クラブの中に、一緒に

れぞ「地獄で仏」か「渡りに船」

活動した友との写真も含めすべて残されていた。この間

と入会させてもらった次第。これを境に閑古鳥が鳴いて

法師の敬遠するわろき友、即ち、偉すぎる人、青二才、

いた手文庫の様相は一変、クラブを主流に各方面からの

不死身、飲んだくれ、冷血漢、ほらふき、欲張りには、

情報が溢れ始めては、これを捌く心地良さを覚えながら、

とんと出合った記憶がない。

今後の生活設計に「芯」が備わったぞと実感し安堵した

一方法師絶賛のよき友、即ち、援助を惜しまぬ人、医

ものです。

者の如く仁心に富む人、智恵者は沢山いて親しく交流が

ところで私の愛読書、「徒然草」の第百十七段で兼好

でき幸甚でありました。

法師は斯く語っている。《友とするにわろきもの七つあ

八十路にして友の「大事」を再認識させられ、とにも

り。一つは高くやんごとなき人、二つは若き人、三つは

かくにも自分自身が「よき友」であることこそが肝要と

病なく身強き人、四つには酒を好む人、五つにはたけく

思う今日この頃であります。

勇める兵、六つには虚言する人、七つには欲深き人、よ

「私とアイアン・クラブ」
2018 年は、アイアン・クラブ創立５０周年、まこと

敬意を表します。私が所属するいろいろな OB 会の中で

におめでとうございます。

もこれだけ活動的なグループはなかなかありません。と

私がアイアン・クラブに入会した

りわけ第 2 事業委員会主催の下町散策は、東京の意外に

のは 1997 年，今から 21 年前でし

知らないところが見られて楽しみです。

たが、当時は現役でもあり行事に参

田辺 博一
（元）東洋鋼鈑

ただ、このように活発にもかかわらず、活動費を抑え、

加する余裕がありませんでした。引

少人数の事務局でやりくりしているのは、ＩＴ化の効果

退後に参加し始めてからはその活動

が大きいと思います。行事や会議の開催案内、ホームペ

内容の豊富さには感服いたしており

ージ、会報、講演記録など、手際よく作成され、見事な

ます。

ものだと思います。これもひとえに会員の皆様の熱意と

定例の午餐会は、一流の講演者を

事務局の奮闘によるものと思い、改めて御礼申し上げま

お招きして盛会ですし、これをはじめとして年間に多く

す。

の行事が開催され、それらのための会議や出版も活発に

2019 年は、当クラブ 51 年目のスタート、そして天

続いております。その内容は、各委員会委員長の報告か

皇陛下の御退位と御即位により新しい元号に変わる節

らも十分にくみ取れます。

目です。次の 50 年に向けて，アイアン・クラブのさら

私も第 2 事業委員会及びＩＴ委員会のメンバーとし

なる発展への期待を膨らませております。

て、参加しておりますが、皆さんの熱心な活動ぶりには
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「私とアイアン・クラブ」
日々是好日をモットーにリタイア後の生活も落ち着

メール方式はすぐに定着した。

いてきたころ、アイアン・クラブに

午餐会の講師の選定にも少し関わっている。中でも忘

入会した。現役のころは午餐会の講

れがたいのは第 458 回（平成 27 年 5 月）にお呼びし

演録を手にするのを楽しみにしてい

た渡辺一枝（いちえ）さん『消されゆくチベット』であ

た。

る。

入会と同時に第 1 事業委員会に所

事前の面識は無く、著書を通じて知っていただけであ

属することになった。アイアン・ク

り、出版社に取り次いでいただいた。何回かのメール、

高崎 浩敏

ラブでは IT 化を進めることになっ

電話でのやり取りをし、快諾していただいた後、会員へ

（元）川鉄商事

ていた。目玉の一つが各種会議、催

の紹介文に椎名誠（作家）夫人と入れてもよろしいかと

し物の通知を従来の往復葉書からパ

お伺いした。チベット民族、文化に習熟された第一人者

ソコンによるメールに変更することであった。第 1 事業

とはいえ、会員に知名度が高いとは思えない。テーマも

委員会の担当する午餐会の通知がトップバッターとな

普段とは様相が異なる。この申し出にはためらいがあっ

り、慣れないながら、アドレス帳の整備から始め、徐々

たが、あっさりとお受けいただいた。

に進めていった。第 1 回目のメールによる通知は 2008

午餐会当日は

チベット文化、伝統、民族の魅力を

年 4 月約 270 名、会員総数の 50％を少し超える数とな

淡々と語られた。長年にわたりチベットの奥地まで出か

った。なぜか一度に全員には送信できず、しばらくは 3

け人々と交流した経験と見識が滲み出ていた。そして大

グループに分けて送信していた。素人のなせる業であっ

国の圧力で危機にさらされているチベット民族、文化の

た。会員の皆さんの理解もあり、返信もスムーズに行き、

現状をわれわれは知ることとなった。

「私とアイアン・クラブ」
私は、アイアン・クラブ設立と、ほぼ同時にサラリー

何でもよいのです。退職後は、義務も、義理もないので、

マン生活を始めました。

自分の好きなことに没頭すればよいのです。

爾来、サラリーマン 42 年間、退

その時、このアイアン・クラブは役立ちます。同じ業

職後 11 年間、計 50 有余年、公私と

界で生活してきた、気心の知れた仲間がいるので、すで

もに、鉄連、アイアン・クラブと共

に共通した精神的な土壌が備わっています。その中で、

に歩んだ人生でした。

知的好奇心を刺激してくれる催しが多くあります。好き

高所からの話はできませんが、ア

な催しに自由に参加し、同好の士と語り合えるのです。

西沢 和彦

イアン・クラブの活動が、いかに自

講演会に集まれば、最新の情報を得られ、かつての苦楽

（元）伊藤忠丸紅鉄鋼

分の人生の薬味となっているか報告

を共にした仲間と帰りに一杯と、新しい交友関係も生ま

し、アイアン・クラブ PR の一助と

れます。

なればとペンをとりました。

退職を控え、あれをやろう、これもやりたいと、夢を

人は家族や近所の方々、かつての学友、古き職場の友、

膨らませている人、すでに退職されて、着々と新しい人

同好の士、と多くの人との付き合いで人生を豊かにして

生にチャレンジされている方も、是非アイアン・クラブ

きました。歳をとるにつれて、その豊かさは変わってき

の活用も１つの選択肢に入れてください。きっと新しい

ますが、それなりの豊かさを保持し、生活してゆきたい

世界が開かれることでしょう。

と思います。その為には、何事にも興味を持ち続けるこ

皆様のお越しをお待ちしております。

とです。人に、物に、歴史に、文学に、音楽に、宗教に、
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「私とアイアン・クラブ」
「現役をリタイヤーした後、業界の OB が集まって

ある。例えば「プレス成形性」「熱処理による材質変

親睦団体をつくっていろいろ活

化」「合金化による材質変化」などは鉄独特の特質で

動しているんですか？！」と知

はないだろうか。

人は驚く。
「現役時代に激しくせ

ご存知のように鉄の製造は高炉法の場合、「製銑」

めぎあった相手と退任してから

「製鋼」「圧延」と三つに分かれる。そして製銑・製

懇親を深めるなんていう事は想

鋼の技術は各企業のみならず大学・研究機関も加わっ

像出来ない」というのだ。そう

て技術交流を行って来た。さすがに「圧延」について

森脇 亞人

言われてみると「アイアン・ク

は商売に直結するため技術交流は余り無い。このよう

（元）神鋼商事

ラブ」のように業界の OB を中

に今様に言えばオープンイノベーションの草分け的

心とする親睦団体は他に余り聞

活動こそが、多くの材料の中で鉄が多様性を開発し確

いたことがない。

固たる地位を今も保っている要因であろう。

釈迦に説法で恐縮だが、鉄ほど人間社会にとって役

人間社会を支える鉄という貴重な材料を製造し、商

に立つ材料は他に見当たらない。もちろん最近はアル

社を中心とする流通の力を得てお客様に円滑に納め

ミ、プラスチック、炭素繊維そしてそれらの複合材料

る事は責任の重い大変な仕事である。

など多様な材料が開発され、また木材由来で鋼の 1/5

こうしてみるとアイアン・クラブが 50 周年を迎え

の軽さで５倍の強度がある「セルロースナノファイバ

て、現在も 500 人以上の会員に支えられ、活発な活動

ー」、更にはクモの糸を人工合成した強度は鋼の４倍

を続けられるのは、
「鉄と係り、お互いに切磋琢磨し、

で 300℃以上の耐熱性がある「QMONOS」など、多

時には組織の枠を超えて技術交流し、社会基盤の支え

くの新素材が続々と開発されている。従ってこれらの

となる」という共通の使命感が、今も会員の心に小さ

新素材に鉄が取って代わられるケースも相当あるが、

な火を灯し続けているからではないだろうか！

やはり鉄でなくてはならない独自の性能もたくさん

「私とアイアン・クラブ」
商社の鉄鋼部門に入社して以来、終始一貫鉄鋼関係の

あまり自覚していませんが、最近家族によく言われる様

仕事に従事してきた私にとりア

になりました）大変に良い刺激となっています。

イアン・クラブの最大の魅力は、

金田 守司
（元）三菱商事

囲碁は幼い頃に覚え始めましたが、今では私にとって

現役時代に一緒に仕事をしてき

第一の趣味であり、とても面白く尽きることが無い深い

た仲間や大変お世話になり親し

味わいを実感出来ますし、ボケ防止にも大いに役立ちま

くお付き合いをさせて頂いて来

すので、出来るだけ多くの方々に楽しんで頂きたく、囲

た業界の方々と、定期的にお会い

碁同好の輪が広がって行く様に心掛けたいと思ってい

し歓談が出来る事です。

ます。又これからはゴルフ会等にこれまで以上に参加し

思い出話に花を咲かせ、ゴルフ

て行くつもりです。

や健康話に熱中し、講演会の内容

私は現在総務委員を仰せ付かっていますが、その最も

について年を忘れ自由闊達な議論をしたり、又各種行事

大事な役割は新入会員の勧誘であり、折に触れ後輩達に

を一緒に楽しませて頂き、大変有難くとても充実した時

アイアン・クラブの楽しさや有意義さを説明しており、

間を過ごす事が出来ています。行事の中で私は、午餐会

少しずつ理解が広がって来ている様に感じています。今

と囲碁会には都合のつく限り毎回参加しています。午餐

後共出来るだけ多くの後輩達が、第二の人生をより一層

会の講演内容は時事・文化・健康等多岐に亘っており、

楽しんで貰えるように努めて行きたいと思っています。

世事に疎くなり頭の老化が進み始めた小生には（本人は
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「私とアイアン・クラブ」
現役を引退し第２の人生を模索しているとき、新日鐵

ます。

の先輩の方から、アイアン・クラブ

こういう私のアイアン・クラブでの体験を、私の後輩

への入会を勧められました。

やら、知り合いの方々に紹介し入会を勧めました。何人

しかし、当時の私のアイアン・ク

かの方々が入会されました。

ラブに対する印象は、アイアン・ク

西川 潔
（元）新日本製鉄

そうこうするうちに、ある日私の尊敬する大先輩から、

ラブは、営業関係、原料関係の方々

総務委員になってくれと依頼されました。わたくしのよ

の集まりだと思っておりました。し

うな若輩者がいかがなものかと思いましたが、尊敬する

かし、その方の説明で、そうではな

大先輩からの依頼ですのでお受けしました。そしてしば

い、今は生産部門、技術部門の人も

らくして今度は理事になってくれと要請されました。昔

入っているよ、と教えられました。

から気安く引き受けるのが私の欠点ですが、依頼される

事実その方も技術屋でしたし、私の知り合いの先輩方も

とその気になってしまい、理事という大役まで仰せつか

入っておられました。というわけで、その方の紹介で入

りました。

会いたしました。

アイアン・クラブの発展のためには、生産、営業、技

午餐会、ゴルフ会、麻雀会には積極的に参加いたして

術などあらゆる部門に門戸を拡げ、オール鉄鋼人の会に

おります。特に毎月の午餐会は、いろいろな分野の方々

ならなければなりません。少しでも協力できればと思っ

の講演を聞くことが出来、楽しいひと時を過ごしており

ております
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【関西・中部地区】
「私とアイアン・クラブ」
このたび、アイアン・クラブがめでたく創立五十周年

鉄の役員がご覧になっていました。後日、別の会合でそ

の記念すべき日を迎えられました

の方が当社、丸一鋼管の元名誉会長（当時・専務）の堀

こと、誠におめでとうございます。

川と会った際、「そちらの吉村さんは富士製鉄と何やら

50 周年記念誌に寄稿するにあた

親しげに喋っていたが、どういうことだ」と話があった

り、設立時より入会している最高齢

とのこと。この背景には当時、両社が強力なライバル会

会員の一人だと伺いました。改めて

社として切磋琢磨されていたからなのですが、その背景

月日の流れを実感し、随分齢を重ね

を知る由もなかった私にはとても印象深く残る思い出

たものだと感慨深く思います。

の一つであります。その後両社は合併し、素晴らしい大

吉村 精仁
丸一鋼管

成長を遂げられていますので今だから話せる懐古談の

かなり昔の話になりますが、東京

一つとして受け取って頂ければ幸いです。

で開催された業界の立食パーティーへ出席した際、近く

最後に、当クラブには同業界の方々とお互いの利害関

にいらした方々とご挨拶をする中、当時の富士製鉄役

係を離れて語り合い、気さくに声を掛け合い、交流を深

員・大内俊司氏と名刺交換をしました。初めてお目に掛

めることが出来る。昔も今も変わることの無い、非常に

かったにも関わらず、「大阪からわざわざご苦労さん。

大切な場であり続けていることを嬉しく思います。

また連絡する」と言葉を掛けて頂きました。

当クラブの今後ますますのご発展と皆様のご健勝を

この思い出には実はその後、もう一つのエピソードが

お祈り申し上げます。

あります。大内氏と会話をしていた様子を当時の八幡製

「私とアイアン・クラブ」
「アイアン・クラブ」名前がいい。オール鉄鋼マンの現

心安く、打ち解けた雰囲気の会合であり、気に入ってい

役とＯＢの交流の場として、真に

る。爾来、関西支部には随分お世話になってきた。そし

当を得たネーミングではないかと

て、平成 22 年から 8 年間は運営委員長を務めさせて頂

思う。門外漢の中にはゴルフクラ

いた。

ブと早とちりする人がいない訳で

関西地区での行事は現在

はないが、話せばすぐ分かる。

増田 光一
（元）川崎製鉄

運営委員会・会員懇談会、

昼食会・講演会、歌舞伎と文楽の観劇会、ゴルフ会であ

アイアン・クラブには沢山の行

る。年間 5 回程度の集まりであるが、いずれも内容の充

事や催しがあるが、日程や時間の

実した行事で会員の評判も良い。アイアン・クラブの目

関係で現役時代の参加は限られる。

的である文化、教養面から、会員の知識の向上、親睦融

本格的に参加できるようになるの

和を図る事の一助になってきたと思うが、課題も多い。

はＯＢとなってからである。

現在最も危惧の念を抱いているのは、関西地区の会員

私がアイアン・クラブに入会したのは会員増強運動で

数の減少である。近年関西企業の東京シフトの流れが強

盛り上がっていた平成 15 年であった。だが、実際行事

まっているが、ご多分に漏れず鉄鋼業でも全く同様、ア

に参加するようになったのはＯＢとなり、平成 16 年、

イアン・クラブの会員予備軍が間違いなく減少している。

居を東京から自宅がある神戸に移してからのことであ

会員の増強について特に東京地区の会員のご協力とお

り、専ら関西地区の行事に参加してきた。行事に参加し

力添えをお願いする次第である。会員数の増加はクラブ

てみると、会員は鉄鋼関係者なので仕事の上で多少なり

活動の活性化に直接繋がるものと思う。

とも係わりがあった人が多く、顔見知りも少なくない。
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「鉄道王ハリマンと一帯一路構想」
私事ながら、私は 1938 年に旧満洲国のハルビンで生

ら帰任した小村はこれを知って激怒した。講和条約でロ

まれた。敗戦により 8 歳の時に引き

シアから賠償金が獲得出来なかったことで既に民衆の

揚げて来た。満洲国は建国から 13

暴動も起きており、せっかく獲得した権益を一部でも外

年 5 ヶ月で崩壊して、150 万人を越

国に譲渡するということになれば、混乱が収拾つかなく

える同胞と共に石を持って追われた

なるだろうというのが主な理由だった。結局小村が桂を

のである。

説得して、この覚書は破棄されてしまう。

何故このようなことになったのか、
加藤 幹雄
（元）住友金属工業

このときハリマン提案を蹴ったのは得策だったのだ

何か他に道が無かったのかは今でも

ろうかという思いが私には去来するのである。ハリマン

私には重い問いである。

は日本と南満洲鉄道を共同経営し、当時はまだロシアが

周知のように満洲での日本の権益

保有していた満洲北部の東清鉄道を、ロシアから買収し

は日露戦争の勝利によって獲得された。日本はロシアと

た上、さらにシベリアからバルト海までの鉄道もロシア

のポーツマス講和条約によって、旅順・大連の租借権、

と連携して自分のネットワークに繋ぎ合わすという壮

長春以南の鉄道とその付属地の利権、南樺太の割譲等を

大な構想を持っていた。

得た。これが締結されたのが 1905 年 8 月 29 日のこと

それから一世紀以上の時空を隔てて、今、中国の習近

で、日本の全権大使は小村寿太郎外相である。

平が一帯一路構想を提起している。東アジアから欧州ま

小村が帰任する前の 8 月 31 日に、アメリカの鉄道王

での交通インフラを陸海双方で再構築しようという案

エドワード・ヘンリー・ハリマンが来日している。彼は

である。

日露講和交渉の仲介をした、アメリカのセオドア・ルー

「一帯」の方は陸路で「シルクロード経済ベルト」と

ズベルト大統領から講和条約の内容を知らされていた。

呼ばれ、鉄道の高速化・合理化やハイウエー、パイプラ

彼が桂首相に行った提案は、条約で獲得される「旅順

イン、通信、発電所等のインフラ建設を進めて、東西の

から長春までの鉄道（南満洲鉄道）」を日米合弁で運営

物流を拡大し、これに沿った諸国の経済の活性化を進め

しないかというものだった。桂とその閣僚達は、大陸で

ようというものである。

の鉄道経営が未経験であること、戦争で国力のありった

私にはこの構想とハリマンが描いていた案とが何か

けを費消し財政的に苦境にあることから、この提案に飛

重なって見えるのである。習近平は日本にも参加を呼び

びついた。早くも 10 月 12 日には南満洲鉄道の日米共

かけている。関心のある各国が対等の立場で協力する

同所有と管理についての具体的な覚書がハリマンとの

「国際的公共財」を目指しているという。これは南満洲

間で交わされた。

鉄道で実現出来なかった考え方である。日本も積極的に

ハリマンが本国に向け帰国した直後に、ポーツマスか

参画するべきと思う。
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創立 50 周年記念祝賀パ－ティ－
（平成 30 年 12 月 3 日
アイアン・クラブの創立 50 周年記念祝賀パーティ－

鉄鋼会館）

盟会長の祝辞（鈴木日本鉄鋼連盟常務理事代読）。佐々

は 12 月 3 日、17 時 30 分から鉄鋼会館で開催されまし

木副理事長が乾杯の音頭をとり、祝電等が披露された後、

た。当日は 16 時より、寺島実郎氏の第 494 回定例午餐

歓談。のちに、柴田榮治、中澤忠義、阪田六郎、君嶋英

会（講演会）に引き続き、賛助会員会社社員、奥様も含

彦各氏からの思い出多きご挨拶があり、上島副理事長の

めた会員（関東地区、関西・中部地区）が 180 名参加

中締めでお開きとなりました。

されました。

その後、会場に残られた方も多く、昔を懐かしみ、語

最初に、今井理事長の挨拶（本会報記念号の 3 ﾍﾟｰｼﾞ

らい、和やかに、和気藹々な歓談が繰り広げられました。

～5 ﾍﾟ-ｼﾞに挨拶内容掲載）
。続いて柿木厚司日本鉄鋼連

（服部
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【お知らせ】
下記、創立５０周年記念誌資料集を作成いたしました。
資料集をご希望の方は、事務局まで電話またはメ－ルにてお知らせください。
お知らせ頂いた方には、郵送手配いたします。
創立５０周年記念誌資料集の内容
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

内

容

ペ－ジ No

備

考

概要・主な事業・主な沿革

2

①

概要、②主な事業、③主な沿革

主な歩み

3

①

設立経緯、②設立後の主な動向、③会員数

組織図

4

①

創立時、②S55、③現在

賛助会員会社

5

①

S54 賛助会員会社導入時、②現在

6-7

①

創立時～現在まで

8-11

①

創立時、②S63、③H16、④H30.7

各事業委員会名簿

12-13

①

現在

定例午餐会（講演会）

14-23

①

S43（第 1 回）～H30（第 494 回）

忘年会時余興

24

①

S54～H13 まで

海外旅行

25

①

S56～H18 まで

国内旅行

26

①

S44～現在

①

H17～H24 まで（H25 以降、自然観察会に）

①

H16～現在

①

H17～現在

歴代の正・副理事長及び各事業委員長
役員名簿

バ－ドウォッチング
27

自然観察会
下町散策
囲碁大会（定例）

28

①

S44～現在

囲碁大会（特別）

29

①

S45～H4 まで

麻雀大会

30-31

①

S44～現在

ゴルフ大会

32-33

①

S44～現在

①

S44～H13 まで

①

S44～H1 まで

OB 会主催

シニアゴルフ大会

OB 会主催

見学会・参観会

34

観劇会（歌舞伎・新国劇・宝塚）

35

①

S44～現在

音楽鑑賞会

36

①

H21～現在

写真同好会

37

①

S44～H18 まで

①

S44～S48 まで

①

S56～H13 まで

39-42

①

S44～現在

（関西・中部）ゴルフ大会

43

①

S47～現在

（関西・中部）観劇会（歌舞伎・文楽）

44

①

S55～現在

①

S56～Ｈ16 まで

①

H4～H17 まで

①

H3～H9 まで

小唄同好会

38

会員作品展
（関西・中部）昼食・講演会

（関西・中部）小旅行
45

（関西・中部）ビアパ－ティ－
（関西・中部）懇親パ－ティ－
（会報）表紙寄稿者

46-47

①

S43（創刊号）～現在（創立 50 周年記念号）

（会報）対談・座談会

48-50

①

S43～H20 まで

（会報）随想・ｲﾝﾀﾋﾞｭ-・短歌他

51-68

①

S43～現在

（会報）追悼・遺稿

69-71

①

S45～現在

新年賀詞交換会（鉄鋼連盟主催）・理事会・定時総会（総会後の懇親会）・忘年会は毎年実施

網掛けは、現在、実施していない事業・行事
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〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10（鉄鋼会館１階）
☎03-3669-4825 ＦＡＸ03-3664-1457
Ｅ－Ｍａｉｌ：hattori@ironclub.jp
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：http：//www.ironclub.jp/

創立 50 周年記念誌編集グル－プ
グル－プ長

船谷

幹夫

グル－プ委員

市瀬

圭次、岩谷

公雄、内田

俊介

片山誠二郎、近藤

裕行、高崎

浩敏

田辺

博一、長島

英也、南

良隆

服部

英則

事務局長

平成 30 年 12 月 20 日

ﾃﾞｻﾞｲﾝ／増田 正
ﾏ-ｸ由来は、ｱｲｱﾝの I に鋼板の
力強さを、ｸﾗﾌﾞの C に鋼管の
ｲﾒ-ｼﾞを、2 つのｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ
によるｸﾗﾌﾞの人の和をｼﾝﾎﾞﾗｲ
ｽﾞしたもの。
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