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新部会長には、選挙が行われ、最多

かされる。
その一方で実店舗販売が厳

研究と伝えていかなくてはいけない技

定で販売するという企画を打ち出し話

待ちを解消。導入コストをおさえた費用

（鈴木利信部会長）
の新年会が、1月13

投票数を獲得した近藤宝飾の土肥直

しく、閉店が増え、百貨店でもインター

術の継承を、組合員の協力で行ってい

題を呼んだ。

対効果の高い作業効率化が期待でき

ネット販売が当たり前となり、流通の変

きたい」
との方向性を示し、新年の挨拶

化をさらに感じる一年だった」
と振り

にかえた。

返った後、組合として
「昨年、3Dプリン

来賓祝辞の後に、卓越した技能者

日、
甲府の談露館で開催され、昨年1年

史取締役が決定。土肥氏は「より充実

定価160万円の本機を落札したの

る。更に磨き作業台の近くにも設置でき

間を振り返るとともに、新しい年の業界

した会にしていきたいと思いますので、

は、貴金属製造メーカーの㈱アルファ

るコンパクト設計で磨き作業中の移動

の展望を語り合うなど、懇親を深めた。

ご協力のほど宜しくお願い致します」
と

２１
（本社：東京）で、落札価格は90万

の煩わしさの解消が期待できる。

鈴木部会長は「新しい年を迎え、今

の意気込みを語った。

を受賞した㈱ミキモト
ターが時代を変えるというセミナーを （現代の名工）
開いた。ジュエリーにおけるモノづくり

装身具の秋場邦彦氏と、職業能力開

の現場も世界的にCADを取り入れた

発関係厚生労働大臣表彰を受けた

制作が主流になってきている。
日本にお

白眉宝飾工芸㈱の川崎猛氏に花束

いても後継者育成の観点から見ても、 が贈呈された。
徒弟制度では人が育てられない時代
ではあるが、早急に取り組まねばならな

懇親会では、
フルート＆ハープの
演奏や抽選会などで楽しんだ。

お客様の想いをかたちに。
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