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神奈川異グ連の活動状況を伝える機関紙 ＜第１０４号＞ 

かながわ異グ連ニュース 

第２８回神奈川異グ連総会（6月 29日） 

特別講演「大震災の実情（岩手）と神奈川異グ連への期待（仮題）」 

 ６月２９日神奈川異グ連総会にて、東日本大震災後の復旧・復興に日夜、奮闘されている岩手大学清水健司

教授（ＩＮＳ：岩手ネットワーシステム事務局）にお越しいただき、被災地の現況と今後の地域復興に対する

異業種交流を通じた広域連携への期待を語って頂きます。（会員外の聴講も可） 

 

１、 神奈川異グ連理事会・・総会に先立ち理事会を開催いたします！ 

日時：Ｈ２３年６月２９日（木）１１：００～１２：４５昼食を取りながらの議事審議を予定しています。 

場所：神奈川中小企業センター ６階大研修室 

議題：定時総会議案審議、最近の活動状況（戦略会議、人材プロ、震災復興支援など）報告審議 

２、 Ｈ２３年度（第２８回）定時総会のご案内 

日時：Ｈ２３年６月２９日（木）１３：３０～１４：４５ 

場所：神奈川中小企業センター ６階大研修室 

＜議題＞ 

① Ｈ２２年度活動報告 

② Ｈ２２年度決算報告 

③ Ｈ２３年度活動計画 

④ Ｈ２３年度予算計画 

３、 特別講演（異グ連会員以外の参加も歓迎いたします！！） 

日時：Ｈ２３年６月２９日（木）１５：００～１７：００ 

場所：神奈川中小企業センター ６階大研修室 

演題：大震災（岩手）の実情と神奈川異グ連への期待（仮題） 

講師：岩手大学工学部教授 清水健司氏（ＩＮＳ：岩手ネットワークシステム事務局） 

４、 交流懇親会 

日時：Ｈ２３年６月２９日（木）１７：１５～１８：４５ 

会場：神奈川中小企業センター ５階交流センター（異グ連事務所となり） 

会費：２，０００円 

資料や交流会つまみの準備等が有りますので、ご出欠はＦＡＸ（045-633-5194神奈川異グ連事務局）で 

    ご氏名、ご出席内容（定時総会、特別講演会、交流懇親会）をご連絡ください。 

            お問合わせ：ＴＥＬ０４５－６３３－５１４２事務局 

        ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

震災地（岩手）からの依頼への対応状況について        芝 忠 

異グ連総会の特別講演者としてお願いしている岩手大学の清水先生経由で、毎日のようにメールで多数の必

要品の支援要請が来ています。 

清水先生とは、1999 年 11 月川崎で開催された「第１回広域異業種グループネットワークフォーラム」での

出会いが最初でした。第２回フォーラムが 2000年 10月に岩手大学で開催されるなど、以来親交を深めさせて

いただきました。「神奈川新産学交流サロン・よこはま」の発会式にも講師をお願いしました。 

 

岩手沿岸の漁業者からは、のこぎり・かんな・錐から曲尺・ドライバー・ペンチ・ホウキ・チリトリに至る

まで、26種類の大工道具・工具類を送って欲しいという要請があります。窓口は岩手県庁の沿岸広域振興局水

産調整課です。宮古市産業支援センターや大船渡商工会議所からの直接依頼もあります。数量は「ハマ」の数
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だけということで、10個くらいづつ必要ということです。これとは別に、中小製造業再建のため、旋盤・フラ

イス・ボール盤・コンプレッサー・換気扇・事務机・コピー機・パソコンなどなど、工場が流されたという有

様ではむべなるかなという感じです。こちらの窓口は岩手県庁沿岸広域振興局産業振興課ですが、必要とする

企業名を教えてもらって相対で交渉ということになりますし、輸送の問題がありますし、据え付け後の機械の

レベル出しはメーカーの保守部隊ということです。 

 

前者については、横浜市緑区で廃業する大工さんの品物を提供していただくことになり、梱包・輸送は座間

工業団地㈱フジダンの渡慶次社長が引き受けていただくことになりました。まだ提供いただける方はご照会下

さい。工作機械類についても、やはり緑区内の廃業する方からの申し出があり、調査中ですが、他にも日本金

属プレス工業会の元役員の方が事務局を通して、東京・神奈川のメンバーに情報提供をお願いしていただいて

おります。中古機械の提供リストを作成して岩手と折衝するということになります。 

 

一方、仮設住宅入居者からは鍋・釜・茶碗から箸・フォーク・スプーンやタオル・台所用品まで。商工会議

所の女性部経由ということです。冷蔵庫や電気製品があっても他は何にもないということです。ただこちらは

協力企業が他にも多数おられる様子ですので、とりあえず保留し、工作機械類を検討中です。メンテナンス関

係は県立の工業技術センターも協力してくれるようです。輸送に関しては、行政の経費補助や貨物輸送業界等

の協力が必要でしょう。何とか再建を支援して、日本のものづくりを維持していくべきです。 

 

川崎異業種研究会会長の賛友精機も大槌町の工場が被災、社員２名が亡くなり、津波が 50ｍ手前まで迫った

ということです。震災後、社員の家族向けの食糧の調達・輸送、生産機械の復旧等大変な数日間だったという

ことでした。特に停電による地域全体が暗闇の世界となり、一種の恐怖感が漂っていたということです。今は

相当程度回復し、生産態勢は順調のようです。茅ヶ崎の協立電気工業は大型モーターの修理業ですが、震災で

海水を被ったモーターが多数送られ、通常の二割増しの業務が殺到中。しかし塩を洗い落す手間が大変という

ことですし、価格も被災者向けということで、検討されているという報告です。 

 

異グ連は前号でお知らせした「戦略会議」を設定して、被災地支援態勢をつくり、皆様からの支援や情報提

供をお願いしております。 

また清水先生の世話で、異グ連が 6 月 18 日から 20 日まで、岩手被災地に 3 名ｘ2 班の調査団を派遣します。

（団長は元三吉工業会長の奥寺清二氏、他６名。）おって状況報告の予定です。 

    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 戦略会議メンバーからの紹介図書  古川和男「原発安全革命」（文春新書￥800円） 

＜立花隆氏の読書日記より抜粋＞ 

 これまでの原発（軽水炉）は原子力潜水艦搭載が目的のため無理が生じている。全く発想の違う「液体」「ト

リューム」「小型」原発は安全最優先の国家プロジェクトとして実現されるべきアイデアである。自然再生エネ

ルギーは、エネルギー効率が低すぎる。ウラン原発からトリューム原発へ切りかえることで、核拡散や核廃棄

物処理などの課題の解決の道が開けてくる。 

 産 学 官 交 流 サ ロ ン の コ ー ナ ー 

第３３回西湘サロン開催案内 

＊日  時：平成２３年７月１１日（月） 午後６時～８時（開場５時３０分）   

＊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：「ＮＩＰＰＯＮ発・世界の弦楽器ブランドを目指して」 

㈱ビオリーノ執行役員 製造・営業担当 弦楽器製作 堀 酉基氏 

同社は文京楽器グループの弦楽器製作部門です。同氏は２０年以上にわたり、名器の再現をめざす研究

プロジェクトの責任者として、膨大な数の各国、各時代の名器を研究してきた成果として「リバース」シ

リーズを発表。これまで、世界の著名ディラーから、最大級の評価を受けています。 

現在は「ピグマリウス」「アルシェ」両ブランドの統括責任者も務めながら、名器、名弓の研究に継続

して情熱を注いでいる方です。小田原に工場を立地した経緯を含め、少しでも「ストラディバリウス」に

近づきたいとの抱負等を語っていただきます。 

＊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 
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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（０７月０１日、１５日、８月０５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 

第４４回横浜サロン開催案内 

日時：Ｈ２３年６月１５日（水）18:00～20:30 

場所：神奈川県中小企業センター ５階会議室 

テーマ：「中小企業経営における究極のＩＴシステ 

ムの活用」～経営者が推進する Saasからクラウ 

ドコンピューティングを考える～ 

      オガタ経営研究所 織方盛男氏 

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 杉本､織方、芝 045-633-5142 

第４５回三浦半島経済人サロンの開催案内 

日 時：Ｈ２３年０７月２０日（水）18:00～20:30 

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駅１０分 

テーマ：「三浦バイオマスセンターの華道と影響」  

三浦地域資源ユーズ㈱ 総務部長 千葉 智氏 

会 費：１､000円（ビールと簡単なおつまみ付） 

申込み：異グ連事務局 045-633-5142八幡敬和   

防衛大学校名誉教授 鶴野省三 046-836-6785 

 

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(arimura-c@nifty.com) 

6月定例会は「環境公害をチョット考える時間」をテーマに、＋α環境計量コンサルティング代表、環境測定

士の宮崎 哲實様（当会員）にお話いただきました。原発の影響や低周波騒音など身近な環境問題に活発な意見

交換が行われました。 

7月定例会は「健育セミナー～薬・病気の情報の賢い持ち方と病院・薬局のかかり方」を株式会社健育社 畑

川郁江様（薬剤師、消費生活アドバイザー）にお話いただきます。ネット社会で薬や病気の情報があふれてい

るなかで、適切な知識や情報にたどりつくための HP の紹介、上手に病院や薬局の従事者に関わり、賢い「患

者」になれるようなヒントをお話しいただきます。（7月 12日（火）18時 30分～ かながわ県民センター） 

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。 

第１１８回日韓ビジネス協議会開催案内            高橋導徳 

日 時：平成 23年年 06月 22日(水）15:00～17:15例会 17:15～18:15懇親会 

場 所：神奈川中小企業センター５Ｆ会議室 

〇会社紹介：(有)ＭＡＫＩスポーツ     健康商品の企画、販売       代表取締役 牧 直弘氏  

〇会社紹介：(株)マグエッグ    プラスチックマグネットの専門メーカー 営業企画開発部長 村上 予氏  

〇会社紹介：(株)テクも     ＬＥＤの照明器具など                      常勤監査役  永島秀一郎氏  

〇基調講演：「日韓中小企業商談会の活動概要など」 

           (財)日韓産業技術協力財団 日韓中小企業情報交流センター所長  初瀬川 茂氏 

     ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

         第１１７回（５月２５日）日韓ビジネス協議会の報告 

〇会社紹介：イノベーションアンドトレードパートナーズ（株）代表取締役 弼 光哲氏ほか１名 

＊半導体設備の中古３０％、新品７０％で販売を開始している。社長が中国人であり中国には強みがある。 

〇会社紹介：（株）ＮＡＧＡ  部長 小森幹雄氏 

＊ナノバルブ技術の応用により医療、環境、農業、食品分野への拡販している。  

〇会社紹介：（株）Ｋ＆Ｋ 代理店 ㈱ゼノン   技術部長 秋山敏行氏 

             代理店 ㈱Decon Soutions Ltd 代表取締役 貝瀬章平氏 

＊洗浄液や切削油の代替としての加電水、脱脂洗浄水、金属加水等の精製装置メーカー。 

＊脱脂洗浄水、ウイルスバスターとして細菌、カビなど有毒な微生物と分解して無害化にさせる。  

〇メイン講師：「不安定な経済状態にフレキシブルに対応するＦＸ」   Purism 代表 島田弘一氏     

＊健康、安定、楽で人に役立つことをモットーにフリーランさーとして活躍している。ＦＸに関してはすでに

実用化された「ＦｘＤｕｏ」のシステムを改良して「ゆうナビ」「ＴｉｇｇｅｒＸ－４」と併用して運用され

ている。ＵＳドル、ユーロが基軸であるがＣＡＤ（カナダドル）ＣＨＦ（スイスフラン）も扱う。 

http://www.shift21.jp/】
mailto:arimura-c@nifty.com
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             まんてんプロジェクト          JASPA 取締役 千田泰弘 

●先月カナダ CRIAQ にたいし、航空宇宙の共同研究開発案件をいくつか提案したが、今月はチェコにたいし、

同様な提案を行った。 

 ＜神奈川新聞５月２６日抜粋＞神奈川発の航空宇宙部品調達コンソーシアム「まんてんプロジェクト」は、

２５日、チェコの宇宙産業コンソーシアム「チェコスペース連盟」と国際連携に向けた覚書に調印した。 

 チェコスペース連盟は 2006 年発足、中小企業 12 社、大企業 3 社で構成されている。測定器など精密機械や

衛星の姿勢制御などの開発製造を得意とする。 

●神奈川県から委託された「航空宇宙産業参入促進研究会」の第一回会合を開催した。 

●筑波大学付属中学校の生徒が、課外活動教育の一環として、航空宇宙の話を取材に来訪した。大変熱心な取

材を受けた。レポートに纏め発表するとの こと。 

●5月 2６日（財）神奈川科学技術アカデミーの主催、JASPA等の後援による KAST航空等先端産業参入フォーラ

ムにおいて、まんてん・ JASPAが今年度から開始する研究開発活動を発表した。先端技術を使って小型航空

機部品を開発し、最終的には LSAなどの小型航空機（水上飛行機を含む）の全機開発を目指すという考え方で

ある。まんてんプロジェクトメンバー・ACPCメンバーなどを中心に個別プロジェクトを立ち上げる計画であ

る。 

セミナー・イベント等のお知らせ 

「国家ビジョン研究会シンポジューム」の紹介    JASPA取締役 千田泰弘 

去る 5月 26日ＫＳＰのセミナーの席上にて私が、中立のボラ ンティア集団「国家ビジョン研究会」が、長

引くデフレ脱却の為の切り札として提唱する新成長戦略とその財源に関する具体的な提言のセミナーを御紹 

介したところ、大変大きな関心を寄せられましたので改めて皆様にも御紹介いたします。 

此の提言の主旨は、政府資金を大胆に用意し、中小企業を広域 でグループ化し、航空、新エネルギ、環境

などの新成長分野に一斉に参入する仕組をつくるというもので、そのための財源としての国債はその後の経済 

効果による税収増加で十二分に返還して余りあると言うことを、わが国最大のマクロ経済予測システムによる

シュミレーションにて実証した提言です。今の時期の増税が如何に危険な毒薬であるかを強く主張していま

す。詳しくは右記ＨＰをご覧ください。http://kokka-vision.jp/ 

日時：平成２３年０６月３０日（木）１３：００～１７：００ 

場所：衆議院第一議員会館 大会議室  参加費：２，０００円 

 分野（分科会）：経済財政、税制、国際、医療介護、教育、労働、農業、産業活性化、日本文明など 

お葬式セミナー（無料）  ～神奈川異グ連後援セミナー～ 

最近葬儀に関するトラブルが頻発しています。家族などに迷惑をかけないよう、葬儀の予備知識をどうぞ！ 

場所：神奈川中小企業センター（会議室は日によって違います） 

1、5月 14日（土）13:30～ 「思い通りのお葬式をするために！」 ６Ｆ大研修室  済 

2、6月 13日（月）18:00～ 「思い通りのお葬式をするために！」 11Fミーティングルーム 済 

3、7月 12日（火）18:00～ 「お見積りのチェックの仕方」    11Fミーティングルーム 

4、8月 31日（水）13:30～ 「お見積りのチェックの仕方」    11Fミーティングルーム 

申込：NPO法人お葬式情報案内センター（川崎市協定事業者）0120-652-612、異グ連事務局 045-633-5142 

「特許情報活用セミナー」のご案内（無料）～インターネットを利用して特許情報を活用する方法～ 

１、「初心者向け」    6/10（木）13:30～15:30  ３、「エキスパート検索」 8/05（木）13:30～15:30 

２、「中上級者向け」     7/01（木）13:30～15:30  ４、「外国特許検索」   9/16（木）13:30～15:30 

場所：神奈川県産業技術センター２Ｆ講義室 1.2  申込：同ｾﾝﾀｰ企画調整室 046-236-1500、F046-236-1528 

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】 荒 直孝 ③村田和彦 【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://kokka-vision.jp/
http://www.kanagawa-iguren.com/
mailto:iguren@kanagawa-iguren.com
mailto:t-onogawa@pro.odn.ne.jp

