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神奈川異グ連の活動状況を伝える機関紙 ＜第９３号＞ 

かながわ異グ連ニュース 

神奈川異グ連第２７回総会で新議長が選出されました    芝 忠 

異グ連の第２７回総会が 6月２９日、神奈川中小企業センタービルで 40余名の参加者で開催されました。 

南出議長の欠席により雑賀副議長が総会議長を務め、平成 21年度(2009)事業結果報告、同会計決算報告と監

査報告、平成 22 年度(2010)事業計画案、予算案、役員案が満場一致で承認されました。 

南出氏の後任の新議長には金究（かなくつ）武正氏（川崎異業種研究会）が就任され、副議長には雑賀政徳

氏(横須賀交流プラザ)の再任と、新たに前田東吉氏(企業会員・まんてんプロジェクト所属)が選任されました。

新議長以下理事会のメンバーは、全体的に製造業系が強化されています。 

新議長は新任挨拶の中で、郷里の新潟では人に頼まれるといやとは言わず「はい喜んで！」と引き受けると

いう風習があるので断りきれなかった、と笑いながら決意表明されました。 

金究武正氏は川崎で電機・電子関連の会社（山勝電子工業株式会社）を経営しており、さらに工場や研究機関

がある新潟県で「先端技術研究会」の会長も歴任されています。 

 

新年度の事業方針の目玉として私(芝)から、厳しい局面にある中小製造業活性化支援や、環境関連事業の創設、

学生の新潟中小企業見学ツアー企画、中小企業振興条例のより具体的な活動を求めて県・市等への要望運動な

どについて提案しました。 

製造業支援については、従来、航空宇宙産業に限定されていましたが、今回、日本製造業の生き方を探ろう

というもので、とりあえず「中小製造業活性化研究会」を設置します。製造関連の役員として金子（ハイテク

リバー）、前田、紀中(川崎異業種研究会)の各氏のほか石館、有賀、林氏などの会員の協力を得て研究会を運営

します。金究議長には、製造関係だけでなく新潟との人材ツアー計画を推進していただけます。 

 

トップが 10年振りに交代した機会に私ども事務局も、新たな決意で新年度事業に取り組みます。お陰様で、

この 1 カ月、会員が増加しており、グループ会員・企業会員・個人会員がそれぞれ増えつつあります。引き続

き会員増強に努めてまいります。 

総会資料は、改めて内容を補強し全会員にお送りします。 

会員並びに本ニュースの読者の皆様、今年度もよろしくお願い致します。 

        ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第２７回異グ連総会及び記念講演会（開催結果）                   事務局 

 神奈川異業種グループ連絡会議の総会を下記内容にて開催いたしました。 

日時：総会 H２２年０６月２９日（火）１３：３０～１４：３０（１３：００開場） 

（理事会 11:00～12:00  記念講演会 15:00～16:45  交流懇親会  17:20～19:00） 

場所：神奈川中小企業センタービル１３階 第２会議室（横浜市中区尾上町５－８０） 

１、総会内容：2009年度（Ｈ21年度）事業活動結果報告     承認 

2009年度（Ｈ21年度）会計決算報告・同監査報告 承認 ＊ 

2010年度（Ｈ22年度）事業計画         承認 

2010年度（Ｈ22年度）会計予算         承認 

       2010年度 新年度役員紹介           承認 ＊ 

      ＊一部表記に誤植があったが決算内容は誤りがなく、表記を修正することで承認された。 

異グ連総会に関する問合せ：神奈川異グ連事務局 TEL045-633-5142 FAX045-633-5194 

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ビル５Ｆ 

TEL ０４５－６３３－５１４２  FAX ０４５－６３３－５１９４ 

Email:iguren@kanagawa-iguren.com  

http://www.kanagawa-iguren.com 
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２、記念講演会（第 36回中小企業政策研究会と共催）：㈱サンゴ PET繊維担当部長 石川 常夫氏 

「㈱サンゴ再建の１0年を語る」～民事再生から横浜価値組認定企業へ飛躍した技術力～ 

    激動の時代を経て、いま画期的な技術力を背景とした新製品「再生ＰＥＴ繊維“テレフタロ 

ンＡＣ”」で企業再生の道を歩む㈱サンゴの石川常務から、経営とそれを支える高度な技術 

力について講演を頂いた。 

多くの質疑応答がでて、交流会の席まで話題が継続した。 

 ＜講演内容要旨＞ 

建設資材（金網、補強繊維など）のトップランナー㈱サンゴはＳ24年創業以来、着実に業績を伸ばし 

  Ｓ50年代には上場を目指し多角化（建設業進出など）の道を進んだ。しかし思わぬバブル崩壊に見舞われ 

一挙に営業規模が 1／10程度に減少し、Ｈ13年には民事再生法の適用を受けた。 

その後、事業の選択と集中により H24年 3月には再生債務弁済終了の予定である。 

「再生ＰＥＴ繊維“テレフタロンＡＣ”」は、コンクリートに配合することで、曲げ・ひび割れ強度、靭 

性、耐衝撃性が抜本的に改善される。 

開発は産学公連携（㈱サンゴ、神奈川県産技ｾﾝﾀｰ、東京大学、NEXCO（旧日本道路公団）総技研）で進 

められ、H21年 9月国交省登録、H21 年横浜価値組企業認定、H22年 5月土木学会・環境賞を受賞し、 

現在西日本高速道路㈱のトンネル工事に採用されている。             （文責 小野川利昌） 

 産 学 官 交 流 サ ロ ン の コ ー ナ ー 

     第３９回三浦半島経済人サロンの開催案内    八幡敬和 

日 時：Ｈ２２年０７月２１日（水）１８：００～２０：３０（１７：３０開場） 

場 所：神奈川新聞社 横須賀支社 ５階会議室     参加費：1000円  

１、18:00～19:00  テーマ：「携帯電話はどうなるのか？」     

モバイルシティジャパン株式会社 代表取締役社長  室伏 善夫氏 

２、19:00～20:20 上記テーマについての意見交換と、皆様からの情報発信も歓迎します。 

申 込：異グ連事務局・八幡敬和 045-633-5142   防衛大学名誉教授・鶴野省三 046-836-6785 

第３９回新産学公交流サロン 

“よこはま”    杉本明子 

日時：Ｈ22年 8月 18日 18：00～ 

場所：神奈川中小企業センタービル 

 ５階会議室 

医療法人福医会 福島外科クリニク 

         院長 福島 弘毅氏 

テーマ：「認知症について」 

会費：1000円（ビールおつまみ付） 

その他：終わってから暑気払いに野 

毛の街へ繰り出します（実費） 

お土産に可愛いお花をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

問合：神奈川異グ連事務局 

織方、杉本 045-633-5142 

第２７回（６月１４日)西湘サロンの報告      吉池正樹 

ぱっと開いてさっと閉じる、開くのも閉じるのもワンアクション、Ａ

２サイズのマップも「ミウラ折り」では掌に収まってしまうほどコンパ

クトになり、開いたりたたんだりしてもチョットやソットじゃ破れませ

ん。この折り方は東大名誉教授・宇宙構造工学博士三浦公亮氏が人工衛

星のパネル展開のために考案したものです。 

今回は、この｢ミウラ折り｣で商品展開をはかる株式会社 miura－ori 

lab 代表取締役 あひこ ゆみ氏にお話をしていただきました。｢東京マ

ラソンのコースマップ｣にこの｢ミウラ折り｣が採用され、当社が手掛けた

もので、４年間続いているそうです。最近では観光地案内、路線図、商

品カタログ、防災マップ等に幅広く応用されています。とにかくこれを

一度手にすると、捨て難く、このミウラ折りの機能を誰かに見せたくな

るといいます。当社はさらにこの応用に挑戦しています。 

興味のある方は http://www.miuraori.biz/をご覧ください。 

 第２８回「西湘サロン」開催案内          吉池正樹 

日  時：Ｈ２２年９月１３日（月）１８：００～２０：００（開場１７時３０分） 

場  所：小田原市第三区公民館（今回から新しい会場です）小田原市栄町 1-16-41 

栄町１丁目交差点より徒歩１分、「神仏具ストウ商店」と「あげたてっこ」の間です。 

話題提供：本サロンは小田原市周辺の方に多く参加いただいておりますが、今回は平塚市を中心にご活躍中の 

方に話題を提供していただきます。 

テーマ１：「共感と調和」・・・〝コンセプト開発〝に関する共感を得る商品企画の一提案・・・ 

平塚市生き甲斐事業団 ＩＴ同好会 森 謙一氏 

テーマ２：「お葬式とは」・・・想いをかたちにして・・・つばさ企画 葬祭プランナー  窪田 薫氏 

会  費：1000円（ビール、おつまみ付） 

申込問合：異グ連事務局・島津俊之、吉池正樹、芝 忠 045-633-5142 

http://www.miuraori.biz/
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おなじみ尾上町サロン（ぶらり参加大歓迎！！）       芝 忠 

日 時：原則第一・三金曜日（０７月１６日、０８月０６日、２０日）17:15～19:30 

場 所：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（テーマの事前予約ＯＫ）       

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

 

かながわ異グ連の会員グループやプロジェクトの状況 

山北工業クラブから“ウッドボイス事業”のご紹介      渋谷英昭 

 異業種グループ山北工業クラブは、“きれいな空気と水と緑”の山北町でものづくりに環境、観光を連携融合

し、21 世紀の新しいビジネスを探索しています。2 年ほど前より東京芸大、東京造形大の学生、卒業生を招聘

し、山北の木材を使った創作、公開展示、ワークショップを行ってきました。好評の活動を継続するため常設

店舗（工房）を設け、ＮＰＯ法人化に踏み切りました。 

 “ウッドボイス”とは“木々の声と作り手の声が共鳴し、鑑賞者に静かに語りかける木彫り作品の声”です。 

ＮＰＯ法人ウッドボイス 会員募集 

活動内容：１、若手木彫り作家の芸術活動を応援       ２、丹沢の魅力発見 

     ３、木彫り教室、森林ツアーなど県西の事前を体験 ４、木彫りの街、山北で地場産品の製作販売 

募集要領：サポーター会員・・年会費 1､000円   賛助会員・・ 年会費 10,000 円 

問合せ ：NPO法人ウッドボイス事務局 細身まで 0465-43-6033  http://www.woodvoice.net  

山北工業クラブの問合せ：山北工業クラブ事務局 渋谷 英昭 0465-82-1822       （文責 小野川利昌） 

第１０８回日韓ビジネス協議会（６月２３日例会）報告       高橋導徳  

１、 日本企業紹介：㈱あきない総合研究所 代表取締役社長 古田 雅紀氏 

          「ベンチャー起業家の支援に特化した経営コンサルティング」 

２、川崎国際ビジネス交流推進協議会の紹介：エムアイ総合研究所  代表 石田 賢氏  

    生産・消費の拠点として魅力が高まりつつあるアジアを始めとする海外に向けて、市内企業の有する 

技術や製品の販路開拓を行う。海外企業・外資系起業のニーズの発掘、外国企業などのニーズ 

に合わせた市内企業の技術・製品などの効果的なＰＲ、商談会、ビジネスマッチングなどである 

 ３、（財）日韓産業技術協力財団の今年度の方針：同財団部長  北林 均氏  

     当財団は１９９２年に設立され今年度の方針は次の通りである。日韓ビジネス交流促進事業、環境・ 

省エネ関連事業、地域間交流事業、産業・技術交流事業、調査・広報事業など。またＪＫーＢＩＣ（日 

韓中小企業情報交流センター）があり、韓国とのビジネス交流をより促進するために２００８年４月 

に設立。韓国企業の情報提供、ビジネスパートナー探し、商談支援など無料でサポートを行う。 

 ４、メイン講師：『2050年の世界経済見通し』・・神奈川異グ連・交流アドバイザー 児玉英二氏  

     今後の日本経済の行方はどうなるかは誰しも関心がある。最近の新聞記事、「悪夢の２０ＸＸ年日本 

破綻」、「未来小説２０２０年」の紹介と、この記事の源泉となった米証券会社ゴールドマンサックス 

が予測したＢＲＩＣs および発展途上国に焦点を絞った世界経済の将来の見通しについて紹介。 

キーワード：①日本人でないと出来ないものづくり、②若者にものづくりの喜びを享受できる環境 

整備・人材育成、③我が国の保有する先端技術の知的財産保護、④若年層の雇用確保の促進など。 

第１０９回日韓ビジネス協議会定例会開催案内      高橋導徳 

日 時：２０１０年０７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：１、企業紹介・・・（有）色彩環境計画室  代表 葛西紀巳子氏 

      環境色彩デザイナー＆アメニティプランナー  

    ２、横浜野毛地域飲食店活性化プロジェクトの紹介・・神奈川異グ連・理事  織方盛男氏 

    ３、神奈川県異業種グループ連絡会議の２０１０年度・事業計画・・専務理事  芝 忠氏 

  「講演」：韓国の特許に関して・・鍾和特許法律事務所（韓国・ＳＥＯＵＬ市）代表 弁理士  朴鍾和氏 

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 

http://www.woodvoice.net/
mailto:mtakahas@tb3.so-net.ne.jp
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まんてんプロジェクト             千田泰弘 

●６月 4日～５日にかけて、横浜駅西口の神奈川県民センターにおいて、まんてんプロジェクトとしてはじめ 

て、単独で展示会を開催した。出展したメンバーは 20社であった。初めての試みであったが 250名の来訪者

があり、また来訪者と充分にコミュニケーションできるなどの大きな成果があった。来年度も単独での展示会

を計画する。 

●6月 2日に海外のメーカによるＪＡＳＰＡ・ＡＣＰＣグループへの説明会を始めて開催した。ＡＣＰＣグルー

プから 20社の参加があった。 

●6月 18日にまんてん理事会と全体会合を開催した。ＪＡＳＰＡ・ＡＣＰＣの報告、日本の航空機政策の課題、

まんてんＨＰの全面リニューアルに対する報告などがあった。また、まんてんの活動を一層強化する為、理事

会の強化が決定された。 

●6月 24日の午後 5時からのテレビ朝日のニュース番組「スーパーＪチャンネル」のはやぶさ衛星関連番組に

おいて、まんてんプロジェクトの紹介があり、ＪＡＳＰＡおよび野島製作所が取り上げられた。 

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

７月定例会は「お寺のスロービジネス」をテーマに、戸塚にある善了寺にて、ご住職の成田智信様にお話を

お伺いいたしました。「お寺の住職」として地域の活動に積極的に参加するだけではなく、本来のお寺のあり方

である人々が集う「場（デイ・サービスやカフェ・デラ・テラ）」を作り、人が人らしく生きる事ができるよう

になる為にはどうしたらいいかを考え、「ゆっくりとしたビジネスは、人を大切にするビジネスである」という

住職のお話は、全てのビジネスの基本に通じるものがありました。 

8 月定例会は 8 月 3 日（火）18 時 30 分～かながわ県民センターにて、「日本で 25 番目に入社したい会社～

理念経営を貫く人材活用術～」をテーマに、アチーブメント株式会社・人材教育コンサルティング部の藤本卓

也様にお話いただきます。 

増収増益を続ける企業では徹底した理念経営が貫かれており、それを徹底させるためには、定期的な「参加者

主体の体験型研修」の実施が効果的です。藤本様はめざましい実績を上げているトレーナーであり、その極意

を紹介いただきます。 

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（原則第 2火曜日）を開催しております。ゲスト参加大歓迎（初回参加は無料）。お問合せは有村ま

で。(arimura-c@nifty.com)  

各種イベント・お知らせ・募集 

事業承継対策セミナー 

「自社株式の分散による事業リスク」への備え 

日 時：Ｈ２２年０７月２８日（水）15:00～17:00 

場 所：川崎市産業振興会館 ９階第２研修室 

講 師：中小企業投資育成㈱ 中野威人氏 

 自社株式の分散により発生する事業リスクへの対

策として、持株会、種類株、金庫株、定款変更な

どを説明します。 

主 催：中小企業応援センターなど 

問合せ：中小企業投資育成㈱ 柳澤 03-5469-5854 

第３２回工業技術見本市 

テクニカルショウヨコハマ２０１１ 

会 期：Ｈ２３年２月２日（水）～４日（金） 

会 場：パシフィコ横浜展示ホールＣ・Ｄ 

主 催：(財)神奈川産業振興センター、(社)横浜市工業

会連合会、神奈川県、横浜市 

分 野：ビジネスソリューション、生産、生活・環境、 

   異業種交流、産学公連携 の５分野 

問合せ：(財)神奈川産業振興センター・産業貿易部 

販促課テクニカルショウ事務局 TEL 045-633-5170 

事務局のコーナー  

神奈川異グ連は夏休みを頂きます！ ８月９日～１５日の１週間（神奈川中小企業センターは通常通り営業しています） 

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】 荒 直孝 ③田中弘一 【火】 八幡 敬和 児玉 英二   【水】杉本 明子 （芝 忠）     

【木】 松井 利夫   【金】 ①③⑤魚崎 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.shift21.jp/】
mailto:arimura-c@nifty.com
http://www.kanagawa-iguren.com/
mailto:iguren@kanagawa-iguren.com
mailto:t-onogawa@pro.odn.ne.jp

