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　昔、映画で有名になったことを覚えている方もおられると思いますが、「キューポラのある街」では現在も連綿と技術を受け継ぎ、
我々の設備業界に向けて各種鋳物製品を生産している会社があります。
　今回の見学会では、この街で２軒の事業所を訪問いたします。
　まず、伊藤鉄工株式会社では今では数少ない自社で鋳造から加工・塗装・組立までの一貫生産をしております。キューポラ（今で
は少し形は違いますが）から真っ赤な鉄の湯を流し込む瞬間は、目を見張ります。見学は、これら鋳造に関わる工程と塗装、検査工
程などの予定です。又、同社開発品のMD継手（IML継手）の引抜性能試験もご覧頂けます。
　場所を移して、株式会社長谷川鋳工所「雨水排水システム実証施設」（大明工機テクノセンター内）にお邪魔して、サイホン作用
にて雨水を細い配管で排出するシステムのデモを見学します。
　特別なお計らいによる見学のため、人数に限りがあります。
　早目のお申込みをお願い申し上げます。

記
１．日　時：平成29年３月９日（木）　13：30～17：30
２．集　合： JR京浜東北線　赤羽駅東口　12：50集合
３．交　通：バス利用（①乗り場：案内図①の場所）
　　　　　　国際興業バス→（15分）→仙元橋下車、徒歩１分
　　　　　　（赤-23、赤23-２荒川大橋経由西新井駅行き）
４．会　場：伊藤鉄工㈱　　川口市元郷３丁目22-23
　　　　　　　　　　　　　TEL. 048-224-3986
　　　　　　大明工機㈱テクノセンター　川口市川口１-５-１K

　　　　　　　　　　　　　TEL. 048-446-9841
５．プログラム：
            １）伊藤鉄工㈱　［13：30～15：30］
　　　　　　　　鋳物工場見学及びMD継手性能試験
　　　　　　　　＜移動　［15：30～15：45］ タクシー利用＞　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　２）㈱長谷川鋳工所　［15：45～17：30］
　　　　　　　　「SPS雨水排水システム」概要説明及び実証施設見学
　　　　　　３）懇親会　［17：30～］場所は当日お知らせします。
６．参加費：見学会：2,000円（移動費込）懇親会：3,000円　
　　　　　　（当日払い。つり銭の無いようお願い致します）
７．定　員：15名　先着順
８．申　込：巻末「行事申込書」に必要事項を記入の上、　　　
　　　　　　事務局までお送り下さい。
　　　　　　（給排水設備研究会Facebookページからも申込み可）
９．幹　事：事業委員　（宮嶋）　090-1755-6100
　　　　　　　　　　　（臼田）　090-3428-4035
10．その他：ご同業の方のご参加はご遠慮下さい。
　　　　　　懇親会は自由参加です。
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9. 幹 事： 事業委員 (宮嶋) 090-1755-6100 
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