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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 1４２号＞ 

神奈川イグレンニュース 

 

 

 
 

  【 今月のコンテンツ 】  

                                                       

●  神奈川イグレンご案内                          ･････････１、２                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況               ･････････２、３，４ 

● 税理士法人 With you  【 連載 6 】代表社員 出田 敏子 氏    ･･････････５ 

● 薬の美彩（くすりのみどり）【 連載 12 】 代表 小磯 清子 氏     ･･････････６ 

● その他、会員状況                           ･･････････７ 

● 産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー              ･･････････８ 

 
 

【 神奈川イグレンご案内 】 

 

■  イグレン 30周年記念シンポジウムのご案内 

 
【日 時】 2014年 11月 28日（金） 14：00～17：00  シンポジュウム 1部、2部 

                   17：15～19：00    交流会 

 

【場 所】 〒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 14階 

【主 催】 神奈川県異業種連携協議会  

【参加費】 交流会参加費 3,000円 

【内 容】 14：00～ 議長、支援機関、有識者などの祝辞、助言、活動報告など 

   14：35～16：00 シンポジュウム 第一部 

   16：15～17：00 シンポジュウム 第二部 

   17：15～19：00 交流会 

【お申込】 神奈川県異業種連携協議会 事務局 

   TEL 045-228-7331   FAX 045‐228‐7331（TEL兼用） 

http://www.kanagawa-iguren.com 

 

イグレン 30年の歴史と変遷、これからのイグレンの在り方を知る機会です。 

シンポジュウム後の交流会で色々な方とお話頂ければと思います。 

 

 

 

 

発行：神奈川県異業種連携協議会（議長 金究武正） 

発行責任者：専務理事 芝 忠  編集担当：宗和 正憲 

〒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７Ｆ 

TEL 045-228-7331   FAX 045‐228‐7331（TEL兼用） 

http://www.kanagawa-iguren.com 

 

http://www.kanagawa-iguren.com/
http://www.kanagawa-iguren.com/
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【 産業技術センター「デザイン相談室」利用のご案内 】 

神奈川県産業技術センター ：小堀 誠 

 

 当センターでは、中小企業の皆様の様々なデザイン課題の解決にお役立ていただくために、神奈川中小企業 

センタービル6階において専門のデザイン相談員による無料相談を行っています。“魅力あるものづくりのために”、

“お客様に選んでいただくために”「デザイン」は有効な手段となります。お気軽にご利用ください。 

また、デザインの必要性を感じてはいるものの、デザインはどのような役割を果たすのか？何をどのように相談し

たらよいのか？等で、お悩みになっている方々のために、気軽に自由な雰囲気でデザイナーと語り合える場「デザ

インカフェ」も開催しております。 

詳細につきましては、別添チラシをご参照ください。 

 

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

【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】  

    

               
                                         瀧澤 清 

定例会のご案内 

 

1. 開催日時：2014年(平成 26年)10月 9日(木) 13時 20分～ 

2. 会  場：神奈川中小企業センター13F第 3会議室（横浜市中区尾上町５－８０） 

          （最寄駅：ＪＲ根岸線 関内駅北口下車徒歩 7分） 

3. 参加費：会員無料 会員外 3000円 

4. 例会次第 ・・・＜13時 40分～14時 20分 ：報  告＞ 

・「慶応大学のクライマー〝やまと〞の挑戦」・・・慶應義塾大学大学院修士 石田 貴行 氏  

    （8月 6日～9日に行なわれた宇宙エレベーターチャレンジ（SPEC-2014）に「まんてんプロジェクト 

が支援した慶応大学のクライマー〝やまと〞が参加しました。その取り組みについて報告します） 

                                                                             

＜14時 20分～15時 20分    講  演＞ 

  ・「日本の航空産業の最新動向」・・・一般社団法人 新鋭の匠 理事  千田 泰弘 氏 

    （最近、国の骨太の方針で第 3の矢として航空機産業の拡大に向けた動きが活発化しています。 

そこで航空機産業の最新の動向について紹介します） 

                                         

            ＜15時 30分～16時 50分      講  演＞ 

・「設計・製造段階からのバリ抑制策からバリ取り・エッジ仕上げ技術まで」関西大学名誉教授 北嶋 弘一 氏  

(生産と設計が一体となった設計段階からのバリ抑制策、バリ取り、エッジ仕上げ技術のポイントをわかりや

すく解説します) 

● 懇親会(17時 15分～) 会費 3,500円(当日集めます)  

● 問合わせ: まんてんプロジェクト事務局 愛 恭輔 

〒249-0005 逗子市桜山 4-4-14 (TEL：046-801-0487) FAX：046-871-7520    

  Email : mantenpj.c.m@gmail.com 

   ＊ 参加のお申し込みはＦＡＸまたはEmailでお願いします。 

 

 

【 Ｃ＆Ｓグループ 】 
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Ｃ＆Ｓ会長 松井利夫 

 

コーポレート・ガバナンスを強化するための「改正会社法」が成立 

 

大企業に社外取締役の起用を求める会社法の改正案が、6月 20日、参議院本会議で可決・成立した。改正する 

ことになった背景には、粉飾決算や暴力団との取引などの不祥事が後を絶たず、企業経営に不信の目が向けられて

いることがある。社外取締役のほかにも、コーポレート・ガバナンス(企業統治)を強める対策も講じられている。 

施行日は公布日から 1年 6ヶ月以内である。「会社法」は平成 17年 6月に成立した法律であるが、「会社法」とは、

会社の設立・組織・運営及び管理について定めた法律である。以前は、会社法という概念はあったが、法律は無か

った。そこで、商法の一部、商法特例法、有限会社法を一本化し「会社法」として新たな法律として制定した。 

主な狙いは、株式会社を設立しやすくし、起業を促進することと、会社法制の現代語化、つまり、読みやすくし、

古臭いイメージの一掃を図ることにあった。 

 

１．「会社法」のポイントは、次の通り。 

(1)有限会社法制と株式会社法制の統合(新たに有限会社は作れない) 

 (2)：組織編成(これを機関設計という)の柔軟化 

「8つの原則」のもとで、「7つの機関」を任意に設置できることになった。「8つの原則」とは、①すべての

株式会社は、株主総会と取締役は必須。②株式譲渡制限会社では、取締役会は必須。③大会社は、会計監査

人は必須。(以下省略) 「7 つの機関」とは、①株主総会、②取締役、③監査役・監査役会、⑤会計参事、⑥

会計監査人、⑦三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会、執行役)のことである。 

(3)：会計参与制度の導入 

(4)：従来の規制の見直し 

(5)：会社設立に関する規制の見直し(合同会社を創設：日本版LLC) 

２．「改正会社法」の主な改正点は次の通り。 

(1) コーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する改正 

〇「監査等委員会設置会社」制度の創設 

取締役の仕事ぶりを監視できるようにした。今まで監査役は人事に関与出来なかった。 

  〇社外取締役を置いていない場合は株主総会で理由を説明しなければならなくなった。また、子会社は、親会

社や兄弟会社以外から社外監査役を迎える必要がある。 

(2) 親子会社等に関する改正   

 〇多重代表訴訟制度の創設。親会社の株主が完全子会社の経営陣を直接訴えることが可能。 

  〇子会社の株を売却するときは、株主総会で 2/3以上の賛成を得る特別決議を親会社に義務づけた。 

 

 

川崎異業種研究会オープンセミナーに参加して 

 

イグレン広報：宗和 

2014年 8月 21日（木）に川崎商工会議所で行われたオープンセミナーに参加してきました。  

超高齢化社会における事業承継とは・・・というテーマで、第一部は株式会社コスモスの取締役である清水  

晶子氏による「終活と事業承継を考える」エンディングノートからはじめよう。第二部は税理士法人 LRパー

トナーズ代表社員の小川 湧三 氏より「超高齢化社会で事業承継はどう変わるのか」という話を伺いました。 

話の中で、企業に世の中から求められるところは永続でありそれは会社の責任でもある。次の世代へ事業承継

を行うのは企業の終活に等しい。終活はそもそも最後の準備ではなく今後どうするのかという「自分で自分の

生きざまを決める事」。企業においてもまさに同じだが一定の年齢に入るとスタッフ、管理職、役員の仕事をし

っかり分け、役員は事業承継だけを考えていくという経営者の踏ん切りが大切だと話されました。後継者問題、 

株価の問題、相続、資金繰りなど悩み多き経営者さんの承継問題は早いうちに考えた方がいいと思った今回の

オープンセミナーでした。 

 

【 第１５４ 回 日韓ビジネス協議会 】 
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高橋 導徳 

 

   １．日時：2014年 9月 24日(水) 午後 3時 00分～5時 15分 協議会 その後交流会 6時 15分 

                   

２．場所：神奈川中小企業センタービル ６階 特別研修室 

        かながわ異業種交流センター（神奈川県異業種連携協議会）ＴＥＬ：045－228―7331    

３．内容： 

         ■ 韓国企業紹介：（株）ジュハジャパン 代表取締役 安舜鏞氏 

                 業種：エネルギー貯蔵装置 

■ 日本学術振興会の紹介：特別研究員ＰＤ（地域研究）博士（文学）渡部鮎美氏  

■ 新段階に入った中小企業の海外展開支援 

「つながり力」を高める支援策 

政策研究大学院大学（GRIPS） 開発フォーラム（GDF）と一般財団法人 

アジア太平洋研究所（APIR）との共催によるセミナーの報告。  

          ＵＲＬ：http://www.grips.ac.jp/forum/newpage2008/SME.htm 

           大島経営研究所 所長 大島英雄氏  

■ メイン講師：産業クラスター研究会、広報部会所属 平野和夫氏 

タイトル：「マスコミの裏話」 

要  旨：「マスコミ・広報マン活動を 49年続けている現役最高齢広報専門家（73歳） 

が体験・見聞したマスコミ世界のあれこれについて講演されます。 

 

異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】    有村 知里 

 

＜10月定例会＞ 

【日 時】 2014年 10月 14日（火） 18:30～20:00 その後懇親会 

【場 所】 かながわ県民センター 3階 303会議室 

【講演テーマ】 

「売上が伸びなくとも利益は増やせる！中小企業経営者が知らないと損するお役 立ち情報のご案内」 

＜概要＞ 「売り上げは幻、経費は現実」という言葉をご存知ですか？ 

無理のないコスト削減は企業の体質を即座に強化します。 

過去 2600社を超える企業コストを診てきた株式会社TRY Linkがお伝えする 

「明日から企業収益を増やすコツ」。中小企業経営者必見です！ 

【講師】 株式会社TRY Link マネージャー 片山 英之 様 

1973年生まれ、横浜市出身。大学卒業後人材派遣・リゾート施設運営の会社に就職。 

後に経営コンサルティング会社に転じ、様々な企業の人材育成・組織構築を担う。 

社内ベンチャーであるTRY Link社立ち上げに参画し現在に至る。 

【参加費】定例会：初回は無料 ２・３回目は 1,000円、４回目以降は 4,000円 

   懇親会：初回参加の方 1,000円、 2回目以降の方実費（3,000円程度） 

 

 

         

 

 

                   

                                               

 

■異業種交流会シフト 21とは 

シフト２１は平成 8年から活動をしている異業種交流会です。多様な業種の経営者や起業家などが集い、外部

講師による講演・会員のプレゼンなどを行い、各自の研鑽を図りながら、ビジネスに繋げる交流を目的として

おります。定例会（原則第 2火曜日）を開催しております。ゲスト参加大歓迎です。お問合せ・お申込みは事

務局・有村まで。(arimura-c@nifty.com) シフト２１ http://shift21.jimdo.com/ 

  フェイスブック http://www.facebook.com/shift21.yokohama 

 

 

http://www.grips.ac.jp/forum/newpage2008/SME.htm
http://shift21.jimdo.com/】
mailto:arimura-c@nifty.com
http://shift21.jimdo.com/
http://www.facebook.com/shift21.yokohama
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税理士法人With you  

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡２－４ YSビル３F 

電話：045-312-6724 FAX：045-412-6734 

http://www.tkcnf.com/ideta/pc/ 

 

【 連載 ６ 】 

 

＜毎月の業績を正しくつかむ！＞ 

 

★現金の動きを見るか、物の動きを見るか 

 会計処理（記帳）の方法には、現金主義と発生主義があります。現金主義とは、現金の動き（入出金）を見て、

取引を計上（記帳）する会計処理です。 

 一方、発生主義とは、商品の出荷、納品、入庫など物の動きを見て、取引を計上（記帳）する会計処理です。 

発生主義で計上できるようになれば・・・現金の入出金にとらわれず売上や仕入を計上するため、毎月の業績を

正しくつかむことが可能です。 

 また、発生主義では商品の引き落しと同時に売掛金が計上され、仕入先からの納品時に買掛金が計上されるため、

資金繰りの予定が早めにつかめるうえ、請求や回収の漏れ防止にも役立ちます。 

 

＜その支出は交際費か、給与か？＞ 

 

 税務において、交際費とは、得意先や仕入先など事業に関係する人への接待（飲食、ゴルフ等）や贈答（御中元、

御歳暮等）などのために支出する費用のことをいいます。ただし、従業員の慰安のための旅行や会議における弁

当代などに通常要する費用、外部の事業に関係のある人との 1人当たり 5,000円以下の飲食費は交際費の範囲か

ら除かれます。（損金算入が認められます。）また、会社が交際費として支出したもののうち、事業に関係のない

ものや、使い途が明らかでないもの（費途不明な交際費とされます）は損金に算入することはできません。 

 

＜社長・役員の個人的な支出は役員賞与になる。＞ 

 実務では、事業に関係のない、社長や役員の個人的な支出とみなしたほうがよいもの（家族との食事代や趣味の

ゴルフ等）が、交際費として処理されていることがあります。 

 そのような個人的な支出は、交際費ではなく、社長や役員への給与（役員賞与）になります。 

 

注：役員賞与に認定されると税負担が増える 

 交際費は、税務調査においても、入念に調査されるところです。年 800万円以下の交際費として損金算入の処理

をしていたものが、社長への役員賞与と認定されると、新たな税負担が増えることになります。 

★役員賞与に認定された場合の税負担 

法人税・・・定期同額給与（全額損金算入）以外の給与になるため、役員賞与に認定された部分について全額

が損金不算入になる。 

                      ●社長に所得税の課税が発生する。 

所得税・・・社長への役員賞与になることで  

                      ●会社は所得税の源泉徴収漏れがあったことにある。 

消費税・・・役員等の個人が直接消費したとされる場合は、その消費税分を仕入税額控除することができなくなり、

消費税の負担が増える。 

 

★交際費の判定ポイント 

①支出の相手・・・得意先や仕入先などの事業関係者か？ 

②支出の目的・・・事業関係者との親睦を密にして取引の円滑な進行を図るためのものか？ 

③行為の形態・・・接待、供応、慰安、贈答などか？  

 

 

 

税理士・産業カウンセラー・FP・

キャリアデベロップカウンセラー    

 

代表社員 出田 敏子 

 

http://www.tkcnf.com/ideta/pc/
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薬の美彩（くすりのみどり）  小磯 清子  【 連載 12 】 

 

ホームページ http://k-midori.jp/ 

ブログ    http://blog.k-midori.jp/ 

                

 

アンチエイジングと漢方薬 『八味丸』 

高齢者に最も多く処方される漢方薬の一つに『八味丸』があります。『八味地黄丸』とも言われ、大変人気のある 

漢方処方です。 

頻尿、精力減退、更年期障害、老人性皮膚掻痒症(カサカサ・かゆかゆ)、前立腺肥大、尿失禁、老人性認知症、難

聴、健忘症、など加齢に伴うことの多い症状に適応します。 

八味丸は『腎』の衰えを補強し、これらの症状に効いていきます。 

東洋医学での『腎』とは単に腎臓を指すのではなく、生殖器系、泌尿器系、内分泌系(ホルモン系)、骨代謝系、 

中枢神経系なども含まれます。また『木・火・土・金・水』と分類される内の『水』に属します。西洋医学的には、

血液をろ過して尿を作る腎臓としての機能も含み体内の水分代謝に影響を与えています。 

そして、『腎』の機能が弱った状態を『腎虚』と言います。 

具体的には、神経痛・腰痛・骨の病・神経衰弱・生殖器に関わる病気・眼病・足腰の冷え・腎臓病関係・性的不能・

耳鳴り・難聴・夜尿症・背痛・口渇・膀胱炎などがあれば『腎虚』ととらえ『補腎』の処方を用います。 

そんな時に非常に役に立つのが『八味丸』というわけです。 

50歳を過ぎたら八味丸を飲みなさいとおっしゃる先生もいらっしゃいます。 

また、近年は晩婚化や、不妊治療で 40 歳前後で妊娠を望まれる方も多いのですが、ご夫婦で八味丸を飲んで子宝

に恵まれたなどというお話もあります。 

私のお店で『八味丸』を買ってくださっているお客様は今のところ 50代以上の方ですが、皆さんまず、『夜中のト

イレの回数が減った』とおっしゃってくださいます。 

夜中にトイレに行かないだけでもかなり睡眠の質が向上できるのではないでしょうか。 

 

ただ、『病院から処方されて何年も飲んだけれど効果がパッとしなかったよ』と残念なことをおっしゃる方もありま

す。漢方薬は、同じ名前の処方でも製造に使われる生薬の質・製造方法・剤型(煎じ薬・散剤・丸剤)によって効き

目は大きく異なってしまいます。生薬も本来の処方とは似て非なるものを使用している場合もあり、品質はとても

大切です。 

 

八味丸に使われている生薬は、8種類です。 

その中で最も重要なのは『地黄』です。地黄は、ゴマノハグサ科アカヤジオウの根を乾燥させたもので、八味丸に

使われるのは地黄をお酒で蒸して天日で乾かすという作業を 9回繰り返してできた『熟地黄』を使用します。真っ

黒な、少し硬めの粘土という感じになります。しかし、メーカーによってはその作業を 1回くらいしかしていない

こともあり、品質に大きな差が出てきてしまいます。 

この熟地黄には、補血・強壮作用があり、足腰の疼痛や月経不順、耳鳴り、めまい、白髪などに効果があるとされ

ています。 

他の 7 つの生薬は、体内の血の滞りを取り去る『ボタンピ』、気の流れをよくしてのぼせを解消し発汗作用のある

『ケイシ』、体内の水分の流れをよくし精神を安定させる『ブクリョウ』、同じく水分代謝を良くし下痢や嘔吐を抑

える『タクシャ』、腰や膝の痛みをとり体を温める『サンシュユ』、精気を滋養する『サンヤク』、冷えを取り除き体

を温める『ブシ』です。これらの 8種の生薬が絶妙に調和して中高年の人たちの強壮、疲労回復、体力増強に役立

ってくれるのです。 

『年かな？』なんて思ったら、ぜひこの『八味丸』を思い出してください。 

 

 

 

 

 

http://k-midori.jp/
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              【 その他 ご案内 】 

 
知財を守ろう 初心者向けセミナー ・・・「ハート形レモン」に関する知財 

 

  ハート形のレモンを作ることに成功した広島県の業者。 

その技術をどのような知的財産権で保護したのでしょうか？ 

実際の案件をもとに、特許権、実用新案権、意匠権といった知的財産権の基礎を学んで頂きます。 

 

【講 師】 弁理士 穂坂 道子 氏 

【日時、場所】① 2014年 11月 4日（火）18：30～20：00 河野国際特許事務所 小田原支所 

  

       ② 2014年 12月 2日（火）18：30～20：00 平塚商工会議所 第三会議室 

 

【参加費】 資料代の 200円 

【主 催】 知財活用経営推進会議 

【お申込み】河野国際特許事務所 小田原支所 ：小田原市栄町１－６－２ 

      メールでの申込：main@a-kohno.com 

            FAXでの申込 ：03-3584-7587 電話：03-3583-5043（東京事務所まで） 

      ＜必要事項＞ 参加者お名前、住所、電話番号（連絡先FAXなど）、email, 参加希望日 

 

＜神奈川イグレン新規会員登録者＞ 

 
【順不同】  平成２４年４月以降 会員登録者名（★ 数回に分けてご案内致します） 

   

          氏   名    入会日      氏   名      入会日 

 

 ＜個人会員＞   菅野 浩之 様  H25.8.19    矢田 広樹  様   H25.9.2 

                    福田 祐二 様  H25.9.19    小磯 清子  様   H25.9.19 

          南雲 哲男 様  H25.9.25    糸州 義人  様   H25.10.16 

          遠藤 順一 様  H25.10.22    川村 良宏  様   H25.10.16  

          堀江 実  様  H25.10.3    山本 俊夫  様   H25.11.8 

          菊地 敏幸 様  H25.11.11       山崎 淳   様   H25.11.18 

          平野 和夫 様  H25.11.15    斉藤 文明  様   H25.11.25 

                    青木 信三 様  H25.11.25 

  

 ＜サポーター会員＞ 

          北澤 幸廣 様  H25.6.30     岩渕 芳夫 様   H25.6.30 

          阿彦 由美 様  H25.7.04     横山 智丈 様   H25.7.8 

          山科 真純 様  H25.7.8      山口 剛央 様   H25.7.8 

          小堀 誠  様  H25.7.8      三嶋 俊幸 様      H257.8 

          吉田 俊明 様  H25.7.8       渋谷 英昭 様   H25.7.8 

          山田 敦司 様  H25.7.8      若林 寛  様   H25.7.8 

          清水 政紀 様  H25.7.10     小野 妙子 様   H25.10.21 

          小池 政子 様  H25.10.21    松本 忠久  様      H25.11.2 

                    勝又 茂徳 様  H25.11.5     竹井 尚久 様   H25.11.5 
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8 月はうだるような暑さでしたがようやく秋を代表する虫たちのさえずりへと変りました。随分過ごしやすくなったもの

です。秋の夜長と言いますがこういった季節の変化とともに自然を感じながら穏やかに読書をしてみたり、好きな映画を

見ながら過ごしたいと思っている人もいることでしょう。しかしながら、私達の環境下ではなかなかそれを許してくれま

せん。経済的な面をみますとこの短期間で為替が 3円以上動くなど急激な円安となっており、企業にとっても難しい対応

を迫られています。この先、貿易も様々な業種で完全自由化という事になりますとますます世界の波に飲み込まれて更に

厳しい試練が待っています。イグレンでは様々な方とのマッチングや新事業の立ち上げなど厳しい時代を乗り切るヒント

を皆様に提供しています。 

 

「神奈川イグレンニュース」は多くの皆様方からのご意見や投稿、感想などを頂戴し、情報を共有 

する事によって未来へつながる「役立ち情報誌」です。こんなことが新たなビジネスにつながった。 

とか、思いもしなかった出会いでこんな事になりました・・・。など原稿を募集中です。 

お伺いできる範囲であれば取材にもお伺いします。尚、自薦・他薦は問いませんのでご連絡頂ければと

思います。 

神奈川イグレンへの連絡問合せは、 Tel: 045-228-7331  Fax: 045-228－7331（TEL兼用） 

ご意見、感想などあればこちらまでお願いします。 mail masa247307-sowa@dream.bbexcite.jp 

神奈川県異業種連携協議会 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】 ①②③④⑤宮川 豊【火】①②④⑤児玉 英二③愛賢司 【水】①菊地 ②③④⑤杉本 明子    

【木】①②指方 順一郎①②③④⑤ 松井 利夫【金】 ①愛賢司②村田和彦③④⑤織方 【土、日、祭日】は休業 

〒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 7階  インキュベートルーム 703号 

 神奈川イグレン事務局 

T/F 045-228-7331   URL：http://www.kanagawa-iguren.com  Mail：iguren@kanagawa-iguren.com 

 

 海老名サロン 

第 25 回 

西湘サロン 

第 53回 

三浦半島経済人サロン 

第 64回  

神奈川新産学公交流 

第 64回 サロン横浜  

日程 10月 10日（金） 

15：00～ 

 

11月 17日（月） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

09月 18（木） 

18:00～20:30 

開場は 17:30～ 

10月 15日（水） 

18:00～19:00 

開場は 17:30～ 

場所 県産業技術センター2F

６研修室 

日本生命小田原ビル 

4階会議室  

小田原市本町 1-4-5 

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 

神奈川県中小企業セン

ター 

連絡先 イグレン（愛 賢司） イグレン（島津、吉池、） イグレン（芝、鶴野、小磯、

村田、雑賀） 

（織方、篠原、坂本、

杉本） 

内 容 「日本及び神奈川にお

ける航空(宇宙)産業の

最近の動きとまんてん

プロジェクトの取り組

み」 

まんてんプロジェクト

会長、瀧澤清氏 

参加費：1,000円 

「いよいよあと１ヵ月余

り！相続・生前贈与対策の

ポイント」 

日本生命保険相互会社 

首都圏営業本部調査役 

白鳥 宰冶 氏 

参加費:1,000円 

「婚活支援について」 

玉木夕子 氏 

参加費:1,000円 

テーマ、講師ともに未

定。 

mailto:masa247307-sowa@dream.bbexcite.jp
http://www.kanagawa-iguren.com/
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