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神奈川異グ連・第２５回総会の報告

芝 忠

異グ連の第２５回総会が６月２５日、３３のグループ・企業・個人会員参加で開催されました。
旧中小企業センターが新しく「産業振興センター」と名称変更され、新任の織茂企業化支援部長が来賓挨拶、
南出議長が総会議長を務め、2007 年度事業結果報告・会計決算報告、篠原監事が監査報告をし承認後、2008
年度事業計画案・予算案・役員案がいずれも質疑の後、採択・承認されました。
本年の特徴は、従来のプロジェクト配置図に換えて、新しい事業連携図をまとめ、地域産学連携・航空宇宙産
業振興・国際交流の３本の柱立てを明確化しました。それに中小企業振興条例づくりと中小企業人材確保プロ
ジェクト、さらに新規に環境フォーラムの設置を位置づけました。また受託事業として新産学交流サロン・関
東学院大学調査研究事業・ＪＩＣＡ南西アジア研修事業・中小企業基盤機構の会計セミナーが予定されていま
す。
「環境フォーラム」はかつて関連プロジェクトが多数ありましたが、最近では「環境舗装」の一つのみと
なっていました。時代のニーズを取り込むため、新しく環境関連事業のプロジェクト化を試みようという計画
です。すでに桜井理事よりリサイクル関連事業の提案か゛寄せられています。
航空宇宙産業振興については、まんてんプロジェクトと共同で６月２０日に県庁工業振興課を通じて、
「知事
あての要望書」を提出、政策重点とするよう求めました。後日（３０日）
、海老名の産業技術センターに対し
ても同様の提案をしました。さらに総会では中小企業振興条例についての要望書を提出することとしました。
７月中にも提出します。
総会後は中小企業政策研究会と共同開催で、記念講演が関東経済産業局地域産業部次長明田任功様から「平
成２０年度地域経済産業政策・中小企業対策の概要」と題して行われました。中小企業政策研究会・石館会長
の挨拶ののち、明田次長の講演は新年度政策が地域の創造力を活用しようとするさまざまな施策が準備されて
いることが説明されました。
同氏は会場からの４人の質問に後日メールで回答を寄せて頂いています。総会資料には添付して皆さんに送
ります。なお同氏は７月１日付けの人事異動で地域産業部次長から総務企画部次長へご栄転されています。
総会後の交流懇親会も大変盛り上がり、再会を約して散会しました。

産 学 官 交 流 サ ロン の コ ー ナ ー
おなじみ尾上町サロン

異グ連の夏休み

日時：第一・三金曜日（０７月１８日、０８月０１日、９月５日）１７：１５～ ８月１１日（月）
会場：神奈川中小企業センター5 階異グ連事務所
～８月１５日（金）
連絡問合：神奈川異グ連事務局
会費：現物も大歓迎
盆休みを頂きます。
芝、島津龍男、八幡、鈴木 ０４５－６３３－５１４２

第２７回神奈川新産学公交流サロン開催案内

第２７回三浦半島経済人サロンの開催案内
日 時：２００８年７月２４日（木）18:00～20:30
場 所：神奈川新聞社横須賀支社 ５Ｆ会議室
話 題：あなたの想いを商品に
㈱ボンド代表取締役
NPO 湘南スタイル理事長 藁品孝久氏
参加費：1000 円（ビール、おつまみ付）
事務局：八幡 045-633-5142、鶴野 045-836-6785

日 時：２００８年７月１６日（水）18:00～20:30
場 所：神奈川産業振興センター５Ｆ交流サロン
話 題：我社の経営戦略と異業種交流
中小企業のキーワードは人材確保
協立電機工業㈱代表取締役 岩橋祥江氏
参加費：1000 円（ビール、おつまみ付）
申 込：織方、岡田、杉本、芝 tel 045-633-5142
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第１５回西湘サロンの開催案内

第１６回西湘サロンの開催案内

日 時：２００８年７月１４日（月）18:00～20:30
日 時：２００８年９月８日（月）18:00～20:30
場 所：あいおい損保小田原支社(瀬戸ビル)３F
場 所：あいおい損保小田原支社(瀬戸ビル)３F
話 題：ギフト券による地域振興
話 題：ピクセラの闇研から企業へ、そして企業連携
ｺﾐｭﾆﾃｨ倶楽部 ㈱さがみ共和国 江田春男氏
の摸索 (有)ピクセラ工房青野俊明氏
参加費：1000 円（ビール、おつまみ付）
参加費：1000 円（ビール、おつまみ付）
申 込：島津俊、吉池、芝 tel 045-633-5142
申 込：島津俊、吉池、芝 tel 045-633-5142
第２３回かわさき経済人ネットワークサロンの報告
小野川ＢＣ
7 月 11 日ＫＳＰ第３１０会議室で川崎サロンが開催されました。話題提供は“山勝電子工業株式会社の金究
社長”から「売れ筋オリジナル商品の開発と事業戦略」をテーマに創業以来の経営戦略を紹介いただきました。
大変興味深いお話でしたので、紙面の都合もありますが要旨を紹介します。
１、事業戦略とそれを実現する、ぶれない情熱が必要である。
35 年前の創業時に 10 年先の目標を定めた、①自社ビルを建てる、②ＣＡＤ（当時 1 億円程度）を導入する、
③業界のトップランナーの一員になる。周囲は半信半疑であったがほぼ達成した。
２、優秀な人材確保に成功した。
（当時大企業志向であった中での人材確保作戦）
地方では大学を出て、地元に就職したくても受け入れ企業が無い。社長は出身地の新潟県六日町に拠点を設
けて、受け皿とした。現在新潟県内に 3 箇所の拠点がある。また新人はお取引様へ預けることによって、先
端技術や社会人常識を習得し、またお取引様との強力なパイプも構築することが出来ている。
３、３３年前、情報と物流の発達をみこして拠点間をＦＡＸで結んだ。
当時のＦＡＸは速度が遅く、ドットも少ないため苦労したが、そのハンデイがあるため反って“品質の高い
仕事”
“納期管理”に厳しくせざるを得ず、これが当社の短納期・高品質につながっている。
他
かながわ異グ連の会員グループやプロジェクトの状況
まんてんプロジェクト
千田 JASPA 取締役
第８７回日韓ビジネス協議会
高橋ＢＣ
●６月１１日、平成２０年度第一回のまんてんプロ 日時：Ｈ20 年７月２３日(水)15:00～18:15
ジェクト理事会と総会を開催した。理事会後の総会 場所：神奈川中小企業センタービル５階 会議室
において、今年度の予算と事業計画が承認された。 基調講演：
「日本はアジアか？」
「韓国は？」
また今年度から、新機軸として各種のテーマで研究
日・シンガポール協会理事 井上誠一氏。
会を作り、参加メンバーによる自主的な活動を行っ 会費：１０００円
ていくこと、および神奈川県などに対し、航空宇宙 申込先：TEL&FAX：045-311-0094 高橋迄
産業の本格的な支援を要請することが決定した。総
MAIL mtakahas@tb3.so-net.ne.jp
会の概要は翌日の神奈川新聞にも紹介された。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
総会後の講演では、
第８６回日韓ビジネス協議会（６月３０日）報告
「JIS Q9100 の取得の取組みと航空事業への参入」 ●日本企業紹介・(有)ピクセラ工房社長 青野 俊明氏
(株)UCHIDA 代表取締役社長 内田 敏一氏、
セラミックス系の素材に永久プリントする技術でメ
「CAD／CAM を使って航空機部品の価格低下に対
モリアル陶板、装飾品、案内板等を製作している。
応した実績 とＮＣ加工現場の将来像」
●「多文化共生について」
・友情新聞社記者 末廣 信氏
アプリハウス(株)顧問、畑
篤 氏
日本政府や神奈川県での外国人政策や多文化共生の
「JASPA およびまんてんプロジェクトにおけるビ
取り組みやイベントなどを紹介された。
ジネスの今後の展開」
●「逆境に生きる」
・(有)ホンダマシン社長本田武士氏
JASPA（株）取締役副社長 山本 次郎 氏
人にはそれぞれの人生がある。それぞれ違った運命が
が紹介された。
ある。一生を大きな変化もなく、幸せに過ごせる人、一
総会参加者は７０名、その後の懇親会参加者は６
方、
波瀾に満ちた人生を送る人がある。
本田氏は後者で、
０名とこれまでにない盛況振りであった。
今までの人生経験をありのまま紹介された。
●６月２０日、神奈川異グ連議長およびまんてんプ ●メイン講演・・・
「革新的原価低減の進め方」ＭＩＣ綜
ロジェクト会長連名で、神奈川県知事に対し、県下 合事務所 代表 福田 祐二氏
中小企業に対する航空宇宙産業振興の抜本的強化、
ものづくりと管理技術、新生産システムの概念、動作の
関東広域圏の公設試ネットワークの形成による技 ムダの排除、整理と整頓、制約条件の理論関連セミナー、
術支援など９項目の要望書を提出した。
ものづくり革新の支援などについて短時間で解説された。
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シフト２１

スターリングエンジン研究会

有村ＢＣ

「シフト２１」は経営変革を目指す企業と人
の交流を図るグループとして、業種や業態を問
わない幅広い交流を目的に定例会を開催して
おります。
（原則第二火曜日開催）
7 月定例会は 7 月 8 日（火）
「快眠環境につい
て～経営者に良い睡眠を～」というテーマで、
快眠のポイント、不眠の対処法、寝苦しい夜の
工夫などについて株式会社ヴァレア代表取締
役の佐藤康行氏にお伺いいたしました。
８月は８月５日（火）庭園設計・ランドスケ
ープデザインを手がける磯 勇人氏に「経営者
の教養としての庭園の観かた、楽しみ方」と題
してお話をいただきます。
（18：30～ かなが
わ県民センター）
シフト２１ではゲストの皆様の参加を歓迎
しております（初回参加は無料）
。お問合せは
有村までお願いいたします。
(arimura-c@nifty.com)

八幡異グ連常務

日本スターリングエンジン普及協会が全力支援する新規開
発事業の内、次にの２件が本年度のＮＥＤＯの新エネルギー
技術革新事業を受託した。
･「バイオマスを直接燃料として低価格で実用性の高い外燃式
エンジンの技術開発」
横浜製機株式会社
・
「工場排熱等の低温度熱利用発電システムの技術開発」
サーモ技術株式会社
全部で１５件の内の２件であるだけに意気軒昂である。
これらの紹介を含めた当協会の活動について「アグロ・イノベ
－ション２００８」に出展・講演することとなった。
出展 日時：７月１６日(水)～１８日（金）
場所：幕張メッセ
第７ホール２Ｇ－１４ブース
講演 ７月１８日（金）１０：３０～１１：１５
会場：幕張メッセＣ会場
「バイオマスとスターリングエンジン」
ｽﾀｰﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ普及協会理事長 鶴野省三氏
筑波大学名誉教授 前野孝昭氏

関連イベントのおしらせ

ＩＮＦ第９回全国異業種グループネットワークフォーラムｉｎ甲斐の国
日 時：Ｈ２０年１０月２４日（金）ａｍ１０：００～１８：１０ 懇親会１８：２０～２１：００
会 場：
“甲府富士屋ホテル”甲府市湯村３－２－３０ 電 話：０５５－２５３－８１１１
第一部：１０：００～１３：００ビジネスマッチング（出展企業５０社募集、出展料３万円）
第二部：１４：００～１８：１０ＩＮＦ全国大会＆分科会
基調講演（立教大学大学院名誉教授・内山節氏）のあと、５つの分科会で意見交換。
第一分科会：農商工連携で新たな価値創造 第二分科会：伝統産業をデザインする
第三分科会：山梨発環境ビジネス
第四分科会：創造していく観光ビジネス
第五分科会：ＩＴＣを活かした企業の価値創造
第三部：１８：２０～２１：００分科会報告と懇親会
参加費：８,０００.－
問合せ、申込は“ＮＰＯ法人ＩＮＦ事務局”担当の古思（コシ）まで(０９０－９３２０－１７９３)ｏｒ
㈱オーパシステムエンジニヤリング内ＩＮＦ事務局
tel 044-853-2922
fax 03-5457-2503
mail infinf@wm.pdx.ne.jp

2008 新連携／ものづくり中小企業全国フォーラム
異業種交流を活用した地域活性化と新事業参入（航空産業）
日 時：Ｈ２０年８月６日（水）１４：３０～１６：４０（受付開始１４：２０） 参加費：無料
会 場：東京国際フォーラムＢ２展示ホールＥブロック 東京都千代田区丸の内３－５－１
第一部：１４：３５～１５：０５ 事例発表「地域の産業に寄与する異業種交流活動」
発表者 津屋和夫氏（東京異業種交流グループ連絡協議会・会長）
丸岡章二氏（埼玉県創造的異業種交流会・会長）
春川紀雄氏（千葉県異業種交流融合化協議会・前会長）
第二部：１５：０５～１６：４０ パネルディスカッション「航空産業に参入する企業が求められる条件」
コーディネーター：芝 忠氏（神奈川県異業種グループ連絡会議専務理事）
パネラー
：傅田 純氏（東京都産業労働局商工部経営支援課長）
渡辺 進氏（全日本空輸㈱整備本部技術部技術開発チーム主席部員）
山内禊慈郎氏（ＪＡＳＰＡ㈱取締役）
問合せ・申込：(財)中小企業異業種交流財団・井上、櫻井 tel 03-3584-0707
fax 03-3584-6122
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読者の方から事務局へお便りを頂きました。素晴らしい内容なので紹介させていただきます！！
マギーステーション 澤田真智子
毎月異グ連ニュースを有難う御座います。 ６月号の「伊那谷」を見て、あッ！と思いました。
実は２年前に、川崎市民ミュージアムのミニホールを使ったビデオの上映を楽しみました。伊那谷の村の、お
年よりの生活と、毎週通う町のお医者さんのドキュメンタリーでした。
とても美しい自然、そこに暮らす人々の優しさと自然に協力しあう人間の本来の姿を見て感動しました。い
つか、伊那谷に行きたいと思いつつ月日が流れています。そんな伊那谷に関わる人々のご活躍を異グ連ニュー
スで知り心踊る気持でした。
伊那食品工業の社長さんの考え方、嬉しい限りです。 そんな所で働ける方は幸せです。人間を一番尊重し
大切にする心があります。 商品の良さや、その製造過程を尊敬いたします。
是非、一度伊那に行きたいと思います。とても良い記事、本当にありがとうございます。心が和みました。
ところで、
「ビデオをみんなで見る会」はお年よりの集まる場所の一つになればと一昨年の９月から個人的
にアイデアを出し、学芸員の先生と協力して始めました。参加者は年齢、性別関係なしです。今月で２１回目
です。午後１回でしたが大勢の方が見えるようになり、午前・午後２回上映しています。 古い映画が主です
ので、とても喜ばれています。 http://blog.goo.ne.jp/magifriends/
洞爺湖のサミットで騒々しくなりました。
（注、このお便りは７月６日受領―事務局）
私は、５月１１日から２泊３日で洞爺湖に行きました。車椅子障害者２４名とその他の障害者２４名と一緒に
総勢２５０名で有珠山に登る企画でした。山岳集団ベルククラブが毎年１回障害者を連れて登山する企画に、
ボランティアとして参加したのです。５００名ほど集まるのが今年はボランティアが少なく、全盲の方に頼ま
れ無理して参加せざるを得ませんでした。
一部階段のある噴火跡の場所は車椅子を担いでの散策、大変でしたが、障害者の笑顔に疲れも何のそのでし
た。お天気に恵まれ順調で、洞爺湖の遊覧船も満喫しました。地震で汚泥が流れた団地のビルや「わかさ芋」
の工場、幼稚園などがそのまま見られましたよ。新しくできたセンターでは地震体験もできますよ。山がくず
れ流れる音のすさまじさ、映像を見ながら音と地響きにびっくりでした。こんな施設はまだ日本には少ないで
す。 http://berg-club.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_f0fd.html
６月からは、福祉の勉強に関係して、重度身体障害者療護施設での実習で３週間ほど歩き回りました。若い
介護職の人について８時間半、各部屋、トイレ、浴室介助など、還暦を過ぎたおばさんには過酷でしたが、弱
音ははかず笑顔で終えることができました。同じ歳の女性がもう一人実習していましたので、倒れても行こう
と励ましあいました。
担当係長さんの話では、若い看護師さんとか介護士さんの実習生は、
「ちょっと座らせてください」と言っ
たり、泣いた人もいたそうです。我々ベテランは戦後の苦しい時を生きてきたからでしょうか、若い人よりは
辛抱ができるのでしょうね。しかしこれも期限があったのでできたこと、介護職員の現場は本当に大変ですよ。
４月以来月３本のレポート提出とスクーリング講義に追われていましたが、介護実習という一番の山場を越
え、６月提出予定のレポート２種類もようやく終えほっとしているところです。来年１月までは忙しいですが、
いつか異グ連主催の講演などを拝聴しに参りたいと思います。
異グ連ニュース送ってくださってありがとうございました。楽しんでいます。
事務局のコーナー 夏ばてしないように、栄養を取り、水分補給をして乗り切りましょう。

神奈川県異業種グループ連絡会議 交流アドバイザーが詰めております、気軽にご連絡ご相談ください（無料）
【月】 魚崎 誠也 村上 嘉男
【火】 八幡 敬和 児玉 英二
【水】 芝 忠
杉本 明子
【木】 八幡 敬和 松井 利夫
【金】 島津龍男 芝 忠 織方盛男
【土、日、祭日】は休業です。
〒231-0015 横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル５階
８月１１日～１５日は夏休み！！
神奈川県異業種グループ連絡会議事務局 TEL 045-633-5142 FAX 045-633-5194
URL：http://www.kanagawa-iguren.com

e-Mail：iguren@kanagawa-iguren.com

皆様からのご投稿をお願いいたします。
（会報編集担当）mail t-onogawa@pro.odn.ne.jp 小野川へお送りください。
神奈川異グ連への連絡問合せは、上記事務局当番者 tel 045-633-5142 fax 045-633-5194 へどうぞ！
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