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神奈川異グ連の活動状況を伝える機関紙 ＜第８４号＞  

かながわ異グ連ニュース 

               韓国からの調査団                 芝 忠 

９月２９日神奈川異グ連へ、韓国国会議員秘書官と中小企業庁、産業研究院などの調査団が来訪されました。

調査項目は、 

①、異業種交流主管機関はどこか？ 

②、融合化法以降の異業種交流振興法（創造法・新事業創出法・新事業活動促進法）のそれぞれの相違点は？

③、最近の異業種交流の課題や成果は？ 

④、交流専門家の育成方針は？ 

⑤、国の中小企業異業種交流財団の今後の方向は？ 

⑥、新連携について、 

など基本的に国に照会する内容でした。 

もちろん事前に中小企業庁や中小企業基盤整備機構・中小企業異業種交流財団に調査に行っています。その

上で私どもに来訪されたのですから、 

イ、神奈川異グ連の活動、特に事業化プロジェクト態勢について旧工業試験所時代から中小企業センターに

開設した「異業種交流センター」の今日までの歴史的な経過を含めて説明しました。 

新連携という補助事業に指定されなくてもプロジェクトによる企業間連携の成果と運営の特徴、ビジネ

スコーディネータの活用など。 

ロ、最近の国の施策が極端に市場化路線に偏っており、開発や試作段階での支援を強化する必要性。 

ハ、異業種グループが近年拡大しており、１グループ当たり全国平均で６０社にも達する気配なので、１０

０社とか２００社とかのグループが現実に存在する。これは昔の２０社や３０社の固定的な交流関係構

築というより、グループそのものが一種のネットワーク型に変化しており、外部との交流を含めてもっ

と柔軟な運営形態になりつつあるのではないか、従って神奈川異グ連は外形的には連合体であるが、そ

れ自体が一つのネットワーク型の異業種グループと考えると合理的である。県内に数千名の会員を抱え、

数多くのプロジェクトを運営している「サポートクラブ友の会」というＮＰＯ法人があり、異業種グル

ープの未来型かも知れない、    と説明。 

そのような議論や仮説を討論する場こそが「国際異業種交流シンポジウム」の役割ではないかと提案。 

調査団からは大変参考になった、日本で最も進んだ考え方を持っている集団と評価されました。私たちも異 

業種交流の将来についてもっと深く研究する必要性があると思いました。 

産 学 官 交 流 サ ロ ン の コ ー ナ ー 

第 29回かわさき経済人ネットワークサロン 

日 時：２００９年１０月２２日（木）18:00～20:30 

場 所：(財)川崎市産業振興会館 10階第一会議室 

話 題：「工業から農業への新たな進出」 

       ＧＯＫＯカメラ㈱会長 後藤 正氏 

参加費：1000円   

申込み：松井、渡部、芝 045-633-5142 

第３５三浦半島経済人サロンの開催案内 

日 時：２００９年１１月１７日（火）18:00～20:30   

場 所：神奈川新聞社横須賀支社 ５Ｆ会議室 

話 題：「神奈川新聞の地域に果たす役割」 

     神奈川社新聞横須賀支社長 中嶌弘孝氏 

参加費：1000円   

申 込：八幡 tel 045-633-5142、鶴野 046-836-6785 

おなじみ尾上町サロン 

日 時：原則第一・三金曜日（１1月０６日,２０日、１２月０４日）17:15～19:30 

会 場：神奈川中小企業センター5階異グ連事務所    話 題：自由に持ちより（事前予約ＯＫ）       

会 費：1000円（現物も大歓迎）     問合せ：芝、八幡、鈴木 045-633-5142 

発行：神奈川県異業種グループ連絡会議専務理事(事務局長) 芝 忠 

〒231-0015横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センター５Ｆ 

TEL０４５－６３３－５１４２ FAX０４５－６３３－５１９４ 

Email:iguren@kanagawa-iguren.com  

http://www.kanagawa-iguren.com 
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第２３回西湘サロンの開催案内 

日 時：２００９年１１月９日（月）18:00～20:00 

場 所：あいおい損保小田原支社 ３階会議室 

話 題：「産 学 連 携 のコツ」 

神奈川大学理学部化学科・大学院理学研究科   

         教授（工博）大石不二夫氏 

参加費：1000円  申込：島津、吉池、芝 045-633-5142 

第３４回よこはま産学交流サロン案内 

日時：２００９年１０月２１日（水）18:00～20:00 

場所：神奈川中小企業センタービル ５Ｆ 

話題：「再 就 職 現 場 で１２年」 

     採用されやすい人、されにくい人・・ETC 

特殊法人再就職企画プランナー 木下千鶴氏 

参加費：1000円 申込：織方、岡田、杉本 045-633-5142 

第２２回（９月１４日)西湘サロンの報告         吉池正樹BC 

「全国初“たばこが吸える店”逆転の発想で大成功」と新聞記事でも取り上げられた、小田原駅近くでたばこ

店を経営する有限会社 いいだ 代表取締役 飯田晁巨氏に話をしていただきました。 

最近、各地で禁煙条例ができ、喫煙できる場所が少なくなり、愛煙家にとっては住みづらい世の中になって

きた。小田原でも、たばこポイ捨て禁止条例ができた。そんな中、店の前にミニ公園ができることになり、そ

れがきっかけで飯田氏は、愛煙家が他人に迷惑に掛けることなく、ゆっくりとたばこが吸える、癒しの場所の

提供を決心した。これはまた、喫煙マナーの向上にもなると考えている。今迄販売していた化粧品や和洋裁物

を止め、その場所に喫煙スペースを作り、２３０種もの煙草をそろえ、個人店では、全国初めての「たばこが

吸える店」を始めた。結果、売上が２割も増え、愛煙家にもおおいに喜ばれているという。 

 

かながわ異グ連の会員グループやプロジェクトの状況 

シフト２１ 【http://www.shift21.jp/】           有村知里ＢＣ 

10 月定例会は、女優・モデル・ビューティ講師の船津未帆様に「第一印象が変わる！美しい姿勢・歩き方」

をテーマに実践しながら学びました。正しい姿勢・美しい歩き方、歩いて、全身の筋肉を使い体の調子を整え

る・美脚・シェイプアップ、印象が変わるウォーキングなど直ぐに使える方法で、経営者としての立ち居振る

舞いを再考しました。 

11 月定例会は 11月 10 日（火）18 時 30 分～（場所：かながわ県民センター）、若手デザイナーで 株式会

社CELL DIVISION（セルディビジョン）代表取締役 岩谷真史様にお話を伺います。テーマは「若手デザイ

ナーが語る、中小企業だからこそ必要なブランディングのポイント」です。①ＣＩデザインはトップの哲学か

ら始まる大切な経営戦略 ②社長と社員の気持ちをひとつにしてモチベーショ ンアップ ③デザインはお客

様との絆を作るという、企業経営に参考になる興味深い内容です。 

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）  

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。(arimura-c@nifty.com)  

第１０１回日韓ビジネス協議会定例会開催案内           高橋導徳ＢＣ  

日 時：１０月２１日(水）１５：００～１７：１５ 懇親会１７：１５～１８：１５ 

場 所：神奈川中小企業センタービル・・・５階 会議室 

内 容：〇日本企業紹介・・倉庫工場・コンテナトランク等  （株）加瀬倉庫  部長 萩原茂浩氏 

    〇韓国企業紹介・・動物用医薬外品、間食類  ㈱フォーキャンス代表取締役  押切キョンア氏 

    〇日本企業紹介・・美容・お肌の自力再生美容のサポート ㈱グレース・アイコ   一岡 智恵氏 

    〇日韓産業技術フェア (日韓両財団共同事業・ソウル 9月１６～17 日)の報告 

           ・・（財）韓日産業・技術協力財団 東京事務所 所長 金 王卓氏      

    〇メイン講師・・・「７年間の韓国滞在生活について」  ㈱ＩＢＢ ＪＡＰＡＮ  小峰直保子氏       

 関心がある企業の参加者を歓迎致します。申込先：T/F045-311-0094 高橋迄 mtakahas@tb3.so-net.ne.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第１００回記念 日韓ビジネス協議会定例会報告         高橋導徳ＢＣ  

第１００回記念の協議会（9月 29日）は次の通り盛大に開催できました。 

〇韓国観光公社・・・公社の紹介とソウル以外の景勝地の紹介 

〇日韓ビジネス協議会の継続の要因と今後の展望・・・事務局 

    気楽な交流、連絡は電子メール、日韓両国の中小企業が異業種交流をベースに共同して事業を継続。 

http://www.shift21.jp/】
mailto:arimura-c@nifty.com
mailto:mtakahas@tb3.so-net.ne.jp
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〇祝辞：（財）日韓産業技術協力財団 常務理事 山崎 弘氏   

    神奈川県異業種交流グループ連絡会議  専務理事 芝 忠氏   

〇記念講演：「早起きと日本のお暮し」 宮西ナオ子氏 生き方研究家・女性と能楽研究・日本ペンクラブ所属 

   ・東西の文化、身体の神秘、出会いの不思議、さまざまな奇跡やイベントなどから朝早く起きての活動  

など広範囲のお話をされた。特に船井幸雄氏（コンサルタント船井総合研究所）との出会いが人生の大

きなスタートとなった。有名な多くの経営者は早起きをして活動されている。 

関連イベントなど 

      第６回 野 毛 浮 世 床 

 野毛の街への思い入れは そこに住み商売している人と そこに遊びに 来る人と各々違いがあると思いま

す。各々の思い入れを語り合うことで野毛 の未来に結びつけられればと 飲み語る会を開催します。 

日 時：平成２１年１０月２９日（木）開始１５：００（開場は 14:30）～終了２０：００ 

場 所：横浜にぎわい座シャーレー（地下小ホール）  〒231-0064横浜市中区野毛町３－１１０－１  

（交通アクセス） ＪＲ根岸線・市営地下鉄「桜木町駅」駅下車、徒歩３分 （野毛ちかみち１番出口）  

京浜急行線「日ノ出町」駅下車、徒歩７分  みなとみらい線「馬車道」駅下車１ｂ出口、徒歩１４分  

会 費：２０００円（当日払）   （定員 80 名）  

プログラム  

  １５：００～１７：００ 提言と討議「客の立場で野毛地域を考える」 （トイレがきれいだと人が集まる？）  

                講師 まちづくりコンサルタント  ハッスル ( 株 ) 小嶋 寛 社長  

     （小嶋社長は学生の頃から横浜市の広報の仕事、及び全国の地域活性化の仕事をされてきました。）  

  １７：１０～１７：４５ アトラクション ( パントマイム 予定）  

  １８：００～２０：００ 交流会（フリートーク）      

主 催：神奈川県異業種グループ連絡会議（異グ連）   委託機関：(財)神奈川産業振興センター  

後 援：野毛地区街づくり会   

問合せ・連絡先：神奈川県異業種ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡会議  芝・織方・杉本 TEL045-633-5142 FAX045-633-5194  

 ＊うきよ‐どこ【浮世床】  

江戸時代、男の髪を結うのを業とした店。繁昌して、当世の人がよく集まる店の意。 広辞苑 第五版より 

商店街リーダーの未来セミナー 

売上・来街者の減少、経営者の高齢化など様々な課題

を抱えた商店街の、これからのリーダーを育成するセ

ミナーです。 

日時：21年 10月 27日～11月 24日 全 4回 

   各回とも１４：００～１７：００ 

   視察会 11月 18日戸越銀座商店街（品川） 

内容（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 中小企業診断士 有村知里氏） 

 10/27 未来の商店街活動の事例 

     アイデア発想、ユニークな着眼点(1) 

 11/04 「ひとり」から始まる町の生き残り 

 11/11 商店街の課題に果敢挑むリーダーたち 

 11/18 先進商店街視察見学 

 11/24 マスコミから見た商店街活性化ヒント 

     アイデア発想、ユニークな着眼点(2) 

各回、第一線で活躍中の講師です。 

会場：川崎商工会議所 

受講料：無料（定員 20名） 

申込み：川崎商工会議所高津宮前支所 

    TEL 044-811-2804  FAX 044-811-2836 

女性起業家入門講座 

マーケットの動きや、法律、帳簿処理などを学んで、

夢やアイデアを実現する事業計画を作ります。 

日時：21年 11月 18日～12月 11日 全 7回 

   2歳以上未就学児保育（予約制）が有ります。 

 11/18 起業に当たっての心構え 

     消費者の求めているもの 

 11/20 アイデア（発想）から事業化へ 

 11/26 法律の基本（契約など） 

     開業直後の帳簿処理 

 11/27 事業計画書の作り方(1) 

 12/02 事業計画書の作り方(2) 

 12/04 事業を成功させる工夫 

     先輩方の体験談と交流会 

 12/11 事業計画個別相談会（希望者のみ） 

 講師は(財)神奈川産業振興センターのﾏﾈｰｼﾞｬｰを

はじめ弁護士、会計士などの専門家です。 

会場：なでしこ会館 秦野市今川町 1-3 

受講料：無料 

申込み：かながわ女性センター0466-27-2115 
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再掲！     Ｈ２１年度神奈川県ものづくり技術交流会（研究発表大会）無料 

開催日：Ｈ２１年１０月２１日（水）～２３日（金） 

研究発表分野：２１日（水）材料関連技術、化学分析技術、有機材料技術 

       ２２日（木）設計・加工技術、電子デバイス・マイクロマシン・薄膜関連技術 

       ２３日（金）機器の保守・検査技術と非破壊検査技術、情報・生産システム技術、電子応用技

術、環境・エネルギー技術、異業種交流等事例（＊） 

発表会場：神奈川県産業技術センター（海老名市下今泉７０５－１） 

問合せ  :神奈川県産業技術センター 交流相談支援室内ものづくり技術交流会事務局 046-236-1500 

（＊）神奈川異グ連は、23日（金）異業種交流等事例を次の内容で発表します。 

 13:05～ 異グ連「産学交流サロン」の魅力と新たな展開     神奈川異グ連専務理事  芝 忠 

 13:30～ 「西湘サロン」の今日までの経過と地域連携      神奈川異グ連常務理事  島津俊之 

 13:55～ 県西産業フェアーによる内需喚起と地域企業の活性化  県西産業フェアー委員長 川崎弘 

 14:20～ 川崎における地域力連携拠点事業の動向   地域力連携拠点応援コーディネータ 小野川利昌 

 14:55～ 政府の「セーフティネット」保証制度の活用状況について Ｃ＆Ｓグループ会長  魚埼誠也 

 15:20～ 地域密着型の異業種交流会と参加企業の役割     よこはまコラボ倶楽部会長 辻本光則 

 15:45～ 日韓交流に参加している日本企業の狙いと成果     日韓ビジネス協議会   平手陽介 

 16:10～ まんてんプロジェクトの海外展開について      まんてんプロジェクト会長 瀧澤 清 

 16:35～ 新しいエンジンの開発について   NPO日本スターリングエンジン普及協会理事長 鶴野省三 

  １７：１５～１９：００実践的異業種交流会（懇親会）を１Ｆ食堂にて開催します。 

投稿のコーナー 

第 19 回国際オゾン研究発表会・展示会に行ってみて   Ｃ＆Ｓ会長 魚崎誠也ＢＣ 

 東京都江戸川区船堀で 9 月に主題の発表会があった。異グ連が常駐する神奈川産業振興センターが主催する

コンソーシアム参加の L 社が出品するというので行ってみた。この研究会は、国際的な NPO 法人であり、本

部はフランスにある。それほど規模は大きくなく、出展社数も 11社と、タワーホール船堀の 1階にこじんまり

と収まっていた。日本企業、ヨーロッパ企業、台湾企業などが出展していた。 

 オゾンガスは、適度に使うと消毒とか消臭に効果があり、日本よりもヨーロッパの方が先行して研究されて

いて、ヨーロッパでは広く医療関係の消毒にも使われているようであった。L 社では、この効用を日本でも普

及させようと「熟成オゾン水」なるブランドを掲げて、オゾンガス濃度を上げる研究に進めている。L 社の展

示品は、オゾンガスで魚の鮮度を落とさないで消費者に届ける装置を試験的に展示していた。 

 台湾企業が派手に広く展示していたので、聞いてみて驚いた。実は日本で学会があったので展示しているの

であって、製品は皆ヨーロッパ向けで、日本向けではないということであった。やはり日本よりもヨーロッパ

の方が水に関心が強いことを感じた。日本でも下水道処理場の消毒とか、大規模養豚場の消臭には使われてお

り、大手化学会社の出展もあったが、まだ医療とか食品にそれほど多くオゾンガスは使われてなく、市場はや

はりヨーロッパだとのことであった。 

 もともと、ヨーロッパは硬水であり、天然水をじかに飲む習慣のないヨーロッパでは、水を処理するのは当

たり前となっているのではないか。日本は軟水でそのまま飲める環境にあるので、日本のありがたさを改めて

感じた次第である。 

事務局のコーナー 

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】 村上 嘉男   【火】 八幡 敬和 児玉 英二       【水】 （芝 忠）  杉本 明子    

【木】 松井 利夫   【金】 ①③⑤魚埼 誠也 ②④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  神奈川異グ連事務局 

T/F 045-633-5142/045-633-5194  URL：http://www.kanagawa-iguren.com  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！ 

http://www.kanagawa-iguren.com/
mailto:iguren@kanagawa-iguren.com
mailto:t-onogawa@pro.odn.ne.jp

