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平成 23 年の新年をお祝い申し上げます！ 神奈川県異業種グループ連絡会議
2011 年を健やかにお迎えになり、心よりお喜び申し上げます。
神奈川県異業種グループ連絡会議 副議長
横須賀交流プラザ 理事長
雑賀 政徳
昨年、現内閣も有言実行を掲げてスタートしましたが、円高は止まらず、雇用創出は頓挫し、失業率は右肩
上がりが続き、新卒者の就職難は悲劇的で超氷河期、さては、内部抗争している始末です。さらに新年には、
連立構想が浮上しています。
昨年 6 月に、県異グ連は役員が改選され、新議長が就任し、新体制がスタートしました。日本の政府、内閣
も、日本の歴史を見直して、強い経済を作り上げ、雇用を立て直す新成長戦略を立て、計画段階ではなく、早
く実行する時です。
（編集部注：1 月 14 日に菅再改造内閣発足）
新年にあたり、温故知新のニュースをお伝えします。
日本人による初の太平洋横断は、
『150 年前の江戸時代、浦賀より咸臨丸にて、勝海舟使節団がアメリカへ到
達』と考えている人々が大半と思います。
しかし、そのはるか昔、今から 400 年前『青い眼のサムライ』として有名なウイリアム・アダムス（三浦按
針）が現在の伊東市において建造した、日本発の洋式帆船「サン・ヴエナ・ベンツーラ号」にて、太平洋を横
断しました。
現在の千葉県御宿町で座礁し、地元漁民に救助されたメキシコのガリオ船「サンフランシスコ号」の乗務員
を乗せ、日本の侍、船員が同乗して、浦賀とアメリカ西海岸を経由して、メキシコ、アカプルコの港に無事に
到達した史実があります。
三浦按針の秀でた知識と教養、また彼を幕府の要職に取り立てた将軍家康、そして日本初の洋式帆船を建造
した我が国の技術力、当時の国際港の浦賀、これらのどれを欠いても日本発の太平洋横断はなしえなかったこ
とでしょう。この成功は、今日のわが国の国際貿易立国のルーツであると考えます。
2011 年、今年は日本の統一地方選挙の年です。先人を超える人物＝議員が多数誕生することを望みます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ローマ史から学ぶ
神奈川県異業種グループ連絡会議 専務理事 芝 忠
塩野七生さんの「ローマ人の物語」(文庫版)を読み出したら止められない面白さに引き込まれました。
大宮駅に 2005 年開業した話題のエキナカ商店街（エキュート）の本屋を覗いたら狭い店舗に数多く本を並べ
られるように文庫本が沢山置いてあります。鉄道博物館が定休日だったので、せっかく覗いた記念にと買った
のが始まりです。
ギリシャのトロイから逃げた子孫から誕生したローマが次々に発展して、今日のヨーロッパからアフリカの
地中海沿岸、エジプトからギリシャ・トルコ、黒海沿岸地方に至るまで支配したのが、紀元前の 500 年間のこ
とで、それを紀元後 395 年に東西ローマ帝国に分裂、その後西ローマ帝国が 476 年、東ローマ帝国が 1453 年に
滅びるまでざっと 1000 年以上もの期間、ローマ人の世界国家が継続されました。
（近世の覇者であるイギリス
やアメリカの時代はそれに比較すればまだ短い。
）
ローマ史で重要なことは、周辺国を植民地化しても基本的にその民族の文化や宗教、神を認めたということ
が大きい。旧ソ連の国家体制を引くまでもなく、我が国でも江戸時代のキリスト教弾圧や明治維新以降の神仏
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分離令、さらに旧植民地に対する神道の強制など、その価値観の同化を強制した歴史があります。ローマはギ
リシャ文明に対する尊敬の念を持ち、ギリシャ語とラテン語は知識人であれば必須言語で、植民地や友好国は
税金と戦時での兵役協力だけが義務という非常に分かりやすいシステムでした。
政治の枠組みも、権力側の元老院と、民衆側の市民集会との事実上の二元制、制限付きの王政など、現代の
我が国の政治構造や、国際政治を考えるのに大変参考になる事柄が多い。
作者の塩野さんも随所に現代との比較を試みておられるので、2000 年前の事柄とは思えない教科書です。また
考察力が鋭く、過去 2000 年間の歴史学者や評論家の言を引用しつつ、作者の見解をしっかりと述べておられ、
その見解もきわめて合理的、妥当性のあるもので、読後感もさわやかです。まだ全 44 巻を読み切っているわけ
ではないのですが、改めて日本政治の混迷を見ていると色々と考えさせられます。
ローマ史と並行して読んでいるものに仏教史があります。直接的なきっかけは昨年のシフト 21 グループの視
察旅行で、日蓮の誕生寺を拝観し、改めて日蓮宗の起源に関心を持ったからですが、ローマ史との比較で日本
人古来の八百万(やおよろず)の神とは何か?手塚マンガでは仏教との攻防が描かれていますが、民族が自然に生
み出した神様と、仏教やキリスト教・イスラム教との関連、お経や聖書の起源など、思いつくと面白いテーマ
が沢山ありそうです。
いずれにしても、千年、二千年、いや四千年、五千年の人間の歴史と、私たち現代が非常に重なっているとい
うことだけは間違いないようです。
新年にあたって、考えさせられているアレコレです。
産 学 官 交流 サ ロン の コ ー ナ ー

第４２回三浦半島経済人サロンの開催案内
日 時：Ｈ２３年０１月２４日（月）１８：００～２０：３０（開場１７：３０）
場 所：神奈川新聞社・横須賀支社 ５階会議室 （横須賀市小川町 21-9 京急横須賀中央 徒歩 10 分）
会 費：１､000 円（ビールと簡単なおつまみ付）
＜話題提供＞ 「もう一つの森つくり！」 NPO 法人 海の森づくり推進協会 代表理事
鹿児島大学水産学部名誉教授
松田 恵明氏
申 込：神奈川異グ連事務局 八幡敬和 045-633-5142、 防衛大学名誉教授
鶴野省三 046-836-6785

第３０回西湘サロン開催案内（西湘サロン５周年記念第一弾）
＊日
時：平成２３年１月１７日（月） １８：００～２０：００（開場１７：３０）
＊場
所：小田原市第三区公民館 (小田原市栄町 1-16-41)
＊話題提供：伝統を守り続けて創業 135 周年「老舗呉服店経営を語る」
～県の出前相談事業を利用して、染物技術を活用し、新しい商品開発にも挑戦～
山田呉服店 代表取締役 山田彰夫氏
小田原市街かど博物館２の一角に店舗を構え、店内では絹織物をつくる工程が詳しく解説され、染物の
型紙なども展示されている老舗の社長さんのお話です。
＊会 費：１､000 円（ビールと簡単なおつまみ付）
＊申 込：異グ連事務局 島津､吉池､芝 045-633-5142
＊平成１８年３月西湘サロン第１回開始以来、皆様に暖かいご支援を頂き、平成２３年で５周年を迎えるこ
とになりました。これを記念して５周年記念３シリーズを計画しましたが、今回はその第一弾です。
＜予告＞
第 31 回第二弾：Ｈ２３年０３月１４日 萬翆楼 福住治彦氏
第 32 回第三弾：Ｈ２３年０５月０９日 ガラス作家 濱館 寛氏

おなじみ尾上町サロン（ぶらり参加大歓迎！！）
日 時：原則第一・三金曜日（０１月２１日、０２月０４日、１８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
参加費：1000 円（現物も大歓迎）
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
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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

千田泰弘

●１２月１７日、今年度補正予算にて第二次募集のあった、
「戦略的基盤技術高度化支援事業（委託）
」
（所謂サ
ポイン）に応募していた「環境対応型 先進無人飛行機（ＵＡＶ）用ジェットエンジンの開発」プロジェクト
が採用された。本件は、ＪＡＳＰＡおよびつくば産総研がアドバイザーとなり、新潟市の支援のもと、
（財）
にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）が管理法人となり、新潟の中小企業３社が核となって新潟大学およびつく
ば産総研と、産学官連携の下に、世界最高レベルの環境対応性能と動作特性を持つＵＡＶ用小型ジェットエン
ジンの開発を行うプロジェクトであり、わが国ではじめての中小企業によるジェットエンジン開発プロジェ
クトである。本年度および来年度で約１億円の委託事業である。
なおＪＡＳＰＡはアドバイスのほか販売担当としても参加している。
世界的に無人飛行機用ジェットエンジンは技術革新が遅れており、
産総研の持つ技術を商用化することで国
際競争力のある商品開発 が可能であり、またＵＡＶ用エンジンは小型ジェット機用エンジンのスケールモデ
ルでもあり、今回のプロジェクトにおいて将来小型ジェットエンジン 開発の技術環境整備を行なう狙いも含
まれている。

第１１４回日韓ビジネス協議会定例会（新年会）開催案内

高橋導徳

日 時：２０１１年０１月２６日(水）例会１６：００～１７：００ 新年会１７：３０～１９：３０
場 所：例会は神奈川中小企業センタービル ５階会議室
新年会は「だんまや水産 海鮮居酒屋」 桜木町店
ＴＥＬ：０４５－２３１－２２３９
講 演：
「高齢者から子供・まちなみの色彩環境いろいろ」(有)色彩環境計画室代表取締役 葛西紀己子氏
申込先：T/F045-311-0094 高橋迄 mtakahas@tb3.so-net.ne.jp
携帯 080-3171-4069
シフト２１ 【http://www.shift21.jp/】

有村知里

【新年プレゼン交流会 2011】のご案内
ビジネスは出会いから始まります。そして異業種交流会の役割は、多くの方の出会いの場の提供と交流を深め
ていただくことです。そこでシフト２１では 1 月 22 日（土）に「新年プレゼン交流会 2011」を開催する運びと
なりました。
事業紹介、製品・サービスの紹介、自己紹介など、参加者のプレゼンテーションと情報交換をしていただくよ
うに時間設定をいたしました。新たな年を迎えて、更なる事業展開を描かれているときに、ゲストの方にも多
くご参加いただき実りのある交流会にしたいと思います。
■日 時
2011 年（平成 23 年）1 月 22 日（土）１４：００～（ 開場 13 時 30 分）
プレゼン交流会 14 時～15 時 15 分
懇談会

15 時 30 分～17 時 20 分

■場 所

かながわ労働プラザ

■参加費

会員：無料

５・６会議室

ゲスト：2,500 円

詳細は事務局までお問い合わせください。
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。お問合せは有村まで。
(arimura-c@nifty.com)
★2 月定例会 2 月 8 日（火）18 時 30 分～ かながわ県民センター
株式会社 ほっこりケアサポート 代表取締役 三田一雄様に「老人ホームの現状と見分け方（仮）
」をお話い
ただきます。
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お知らせ

テクニカルショウよこはま 2011 では神奈川異グ連のブースへお立ち寄りください！
テクニカルショウよこはま 2011：H23 年 2 月 2 日（水）～4 日（金）10:00～17:00
パシフィコ横浜展示ホールＣ・Ｄで開催
入場無料
神奈川異グ連提供の出展者セミナー（予約不要、入場無料）
於)セミナー会場Ｂ
2 月 2 日（水）14:00～「失敗事例から学ぶ製品開発から販促までの進め方」Ｃ＆Ｓグループ 相楽守
15:00～「まんてんプロジェクトの現状と今後の展開」
まんてんプロジェクト
16:00～「野毛地域活性化策の継続的提言と異グ連の役割」 異グ連理事 織方盛男
17:15～ 懇親会（参加自由）
同時開催
2 月 2 日（水）10:00～17:00 受発注商談会（横浜会場） アネックスホール
2 月 3 日（木）12:00～17:30 かながわビジネスオーディション 2011 会議センター３Ｆ
3 回の審査と指導を経た 35 件のビジネスプラン・アイデアが発表されます。
詳細は(財)神奈川産業振興センター事業化支援部 045-633-5203
第 4 回インドビジネス懇談会
県西産業フェアー2011
日時：2 月 25 日(金)～26 日(土)10:00～
日時：1 月 31 日（月）14:30～17:00
会場：(財)横浜企業経営支援財団 大会議室
会場：足柄上合同庁舎（開成町吉田島）
参加費：1,000 円（事前登録 20 名、申込み 1 月 21 日） 基調講演（2 月 25 日 14:00～16:30）
セミナー：
「中小企業よ、航空宇宙産業への参入を目指せ」
「インド拠点の設立～成功と失敗を分けるポイント」
JASPA㈱ 取締役 千田泰弘氏
久野康成公認会計士事務所・所長
＜プレゼンテーション＞
懇親会：お互いの課題を持ちより意見交換を行う。
2 月 25 日 ①㈱足柄グリーンサービス
申込：(財)横浜企業経営支援財団 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援部
②海水化学工業㈱
TEL 045-225-3730 FAX 045-225-3737
③(有)リンカーン高周波
2 月 26 日 ①㈱ＩＭＡＧＩＮＥ
補助金・助成金説明会、相談会
②小田原コンサルティング・グループ
第 3 回：Ｈ23 年 02 月 22 日（火）13:30～16:30
＜電気自動車試乗会＞
いずれも神奈川中小企業センタービル 6F 大研修室
三菱自動車の電気自動車ｉ-MiEV の試乗が出来ます。
内容：①SBIR 制度の説明（最新情報）
その他「肺のクリーン度チェック、禁煙相談」
「受発注
②申請書作成事例
取引相談」
「労働相談」や呈茶、プレゼント等
③無料相談会
特許情報活用セミナー
主催：神奈川県技術士会、神奈川産業振興センター
第
5
回：特許電子図書館の検索
045-210-0337 kcea@k06.itscom.net
2 月 18 日 13:00～16:00 大和市生涯学習センタ―
KAST 勉強会
製造現場で考える環境規制
第 6 回：特許分類検索の紹介と実習
日 時：Ｈ23 年 01 月 19 日（水）13:00～17:00
2 月 24 日 13:00～16:00 大和市生涯学習センタ―
テーマ：低炭素社会の実現に向けた動き
問合せ：神奈川県産業技術センター
会 場：かながわサイエンスパーク内研修室
企画調整室 tel046-236-1500
（川崎市高津区板戸 3-2-1KSP 西棟）
申込み：氏名、所属、住所、連絡先を
fax046-236-1528
定 員：60 名
参加費：無料
受講料：無料
参加回毎の申込み 可
申込み：FAX044-819-2097 へ氏名、所属、連絡先を
事務局のコーナー

明けましておめでとうございます！今年もよろしくお願いいたします。

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！
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