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【 今月のコンテンツ 】

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況
● 税理士法人 With you

･････････１、２，３、４

【 連載 17 】 代表社員 出田 敏子 氏 ･････････５

● 産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー

･････････６

【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】
【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】
ＮＰＯ理事長 松井利夫
※

この度、C&S グループが「NPO 法人 C&S 経営支援協会」として活動することになりました。
あなたの活動を支援する「ＮＰＯ法人・Ｃ＆Ｓ」

「ＮＰＯ法人・Ｃ＆Ｓ」が７月から活動を開始しました。最初の活動として、８月７日にマイナンバー制
度についてのセミナーをイグレンと共催で行う予定でしたが、都合により延期しました。申し込まれた方に
はお詫びします。なお、延期しました緊急セミナー「マイナンバー制度と企業の実務対策」は、９月４日(金)
に開催することにしましたのでお知らせします。
詳しくは、別紙のチラシをご覧ください。
「ＮＰＯ法人・Ｃ＆Ｓ」は、中小企業診断士、技術士など国家資格を有する１１名で構成しているコンサ
ルタント集団です。これからは、特定非営利活動（NPO：Non－Profit Organization）の精神に則り活動して
参りますが、その目的と事業内容は次の通りです。
【目的】
広く一般市民及び企業・団体に対して、セミナーや研修会の開催、経営相談等の事業支援を行うことで、
地域の活性化に寄与することを目的として非営利事業を行う。
【事業内容】
① 経済活動の活性化を図る活動
④ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
② 情報化社会の発展を図る活動
⑤ 国際協力の活動
③ まちづくりの推進を図る活動
⑥ 上記活動を行う団体の運営支援等の活動
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具体的な活動としては、公的補助金セミナー、中小企業会計セミナーなど実施や創業スクールの開催など
を計画しています。この他、イグレンニュースに毎号、事業内容に関わりのあるお役立ち情報等を提供し
て参りたいと考えています。 ご要望、ご相談などがありましたら次のところにご連絡ください。

【NPO 事務所】TEL/FAX：045-845-1566

E-mail：toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp

■■ 無料・緊急セミナーのご案内 ■■
マイナンバー制度と企業の実務対策
～中小企業はどのような準備をしなければならないか～
【日
【会

時】
場】

【講 師】
【受 講 料】
【定
員】
【申込方法】
【申込締切】

平成 ２７ 年 ９ 月 ４ 日 （金） １５：００～１６：３０
神奈川中小企業センタービル ６階 特別研修室
横浜市中区尾上町 5-80 JR 関内駅北口から徒歩５分
市営地下鉄関内駅７番出口から徒歩２分
中小企業診断士 松 井 利 夫 氏
無料
２０名（定員になり次第締切ります）
FAX または E-ＭＡＩＬでお申込ください
平成２７年９月１日（火）

第１６４回・日韓ビジネス協議会
高橋 導徳
連日の猛暑が続いています。体調管理には十分ご留意ください。
皆様におかれましては益々ご清栄の段、心よりお喜び申し上げます。
さて８月は恒例の工場見学および暑気払い会の開催となります。工場見学の後、ＪＲ磯子駅近くの店で
暑気払い会を行います。 ＊２週間前に参加者名簿を提出する関係上、ご参加の連絡は８月１１日（火）
までにお願い致します。
（暑気払い会の参加の可否）
会費：１，０００円 暑気払い会は実費精算。

＊高橋ＴＥＬ：０８０－３１７１－４０６９

１．期日：２０１５年８月２６(水)
２．集合場所および時間：ＪＲ磯子駅 東口改札前 午後１時１５分（時間厳守）
３．見学工場： 日清オイリオグループ株式会社
横浜磯子事業場内「日清オイリオ ウェルネスギャラリー」
〒235-8558 神奈川県横浜市磯子区新森町 1 番地 ＴＥＬ：０４５－７５９－１２７７
４．見学予定時間：午後１時３０分～３時００分
日本最大級の製油工場で、食用油を始め植物性たん白食品、化粧品の原料を製造しています。
環境にやさしい天然ガスで走る見学用バスなどで、広大な工場敷地内を巡回するほか、展示施設
「ウェルネスギャラリー」では食用油の歴史や製造工程を楽しく紹介しています。
尚、工場内の喫煙、飲食、写真ビデオ撮影は御遠慮下さい。
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異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】
有村 知里

～～ 小さいけれどユニークな企業を訪問する視察研修会 （山梨・相模原）～～
異業種交流会シフト 21 の視察研修会は、毎年、いくつかの企業を訪問・視察する視察研修会を開催してい
ます。この研修会は、３つの大きなポイントがあります。
１．経営者としての学び
多くの顧客に愛されている企業の経営者からのお話は、いつも学ぶことが多くあります。
経営規模の大きさや業種、著名であるかどうかなどはあまり関係がなく、経験や知見をどのように積ん
でいらしたのか、経営者の深いお考えに感銘を受けます。
２．経営風土を学ぶ
地方にはその地方ならではの風土や文化があり、その中で培われる産業や企業があります。立ち寄る場
所からも、毎回単なる企業見学にとどまらない様々な学びがあります。
企業訪問もそうですが、個人ではなかなか行けない場所に行き、個人では聞けないお話を伺えます。
３．意見交換からの学び
移動は貸切バスです。車内は意見交換の場です。
同じ企業を見ても、自分の視点と、他の参加者の視点が違いますから、深く学ぶということにも意義が
あります。
そんな 3 つのポイントがある、視察研修会です。
今回訪問する企業も、各社の規模は小さく、無名ですが様々なメディアで取り上げられています。
（ご希望の方には PDF を送付いたします。
）
充実した 2 日間の視察研修会ですので、ぜひご参加ください。
【日程など概要】
◆◆日時 ・・・ ２０１5 年９月 6 日（日） ～９月 7 日（月）
横浜駅西口 午前７時５０分集合・・・＜午前８時００分出発＞
◆◆見学先・行程 ：別紙ファイルをご参照ください。
◆◆宿泊先：湯村温泉 柳屋 （日本庭園と料理に定評のあるお宿です）
◆◆料金 （大変お得な料金設定です）
会員の方
28,000 円
ゲスト参加の方
30.000 円
（バス代、１泊４食付、飲み物代、旅行保険込み）
※ 料金は事前にお振込みいただきます。
◆◆お問い合わせ、お申込み
事務局・有村まで
携帯 090-1854-5334 / メール shift21info@gmail.com
申し込み期限
8 月 31 日（月）
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【ハイテク・リバー30 周年記念講演のお知らせ】

ハイテク・リバーが 30 周年を迎え、それに伴い記念講演を下記日程にて行います。参加ご希望の方は必要
事項を明記の上ハイテク・リバー事務局までお申し込みください。
ハイテク・リバー事務局 橋口 由裕
【日 時】 平成 27 年 9 月 9 日（水）15：00～18：30（開場 14：30）
【場 所】 KSP（かながわサイエンスパーク）西棟 3 階 KSP ホール
川崎市高津区坂戸３－２－１
【内 容】 「新エネルギー 水素社会の展望」講演会
第一部 ： 演題「日本のエネルギー政策と現状 ～水素社会の展望～」15：10～16：45
講師：株式会社ケイエスピー代表取締役社長
アジアサイエンスパーク協会（ASPA）会長
国際水素エネルギー協会（IAHE）副会長フェロー

理学博士 ： 内田 裕久 氏
第二部 ： 交流会・懇親会 17：00～18：30
【参加費】 一部： 無料 二部の交流会・懇親会参加の方は 3,000 円
【申 込】 ハイテク・リバー事務局 （パソコンスクール『陽だまり』内）
FAX：045－716-8032 E-mail ： info30@hightech-river.com
詳細に関しては別紙ご案内のチラシをご確認ください。
電話でのお問合せ： 045－716-8031

【 その他イグレンご案内】
● イグレンホームページに新しい投稿が公開されました。
【作成者】
加藤 文男
【タイトル】
23 もし材料管理担当に配属されたら その 3 棚卸し業務
【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-849/
【カテゴリー】 初心者のための資材購買
● ＜イグレン新規会員募集のご案内＞
イグレンでは新規会員を募集しております。 会員募集に関する責任者として宮川さんに着任頂いて
おりますので皆さまに併せてご案内申し上げます。
● かながわビジネスオーディション 2016
第 20 回 かながわビジネスオーディション 2016 のビジネスプラン募集が始まっています。
2015 年 8 月 3～日 31 まで
詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.kipc.or.jp/ba2016/
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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/

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

【 連載 17 】
連日猛暑が続いておりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
今年は、120 年ぶりの民法大改正の年です。中小企業の経営にも大きな影響が考えられますので、ポイント
をいくつかご紹介いたします。
【Ⅰ．改正の目的】
今回の改正の第一の目的は、読みにくくわかりにくかった条文を、国民にとって、読み安くわかりやすい
形に整備することです。特に争いの多い事項、例えば賃貸借契約における規定などについて明文化すること
を目的としています。
目的の第二は、１２０年前に制定されたため、現代の国民生活にそぐわない点を改め、時代等の変化に対
応することです。
【ＩＩ．具体的な改正点】
１． 消滅時効の統一（原則 5 年）
一定期間の経過によって債権等の財債権が消滅する制度の事を「消滅時効」といいます。改正民法では、
消滅時効は、原則 5 年に統一されます。
２． 法定利率の引き下げ
法定利率とは、当事者間で利率について合意がない場合の利率ですが、大きく変わります。今までは、
民事５％、商事６％だった法定利率は民事、商事ともにまずは３％になります。
しかしながら、この金利は固定ではなく市場金利の変動を踏まえて 3 年ごとに見直されます（当初３年
＋変動金利）
。
３． （連帯）保証の制限
個人保証について、保証が制限されます。これは連帯保証においても同じです。
具体的な手続きは、以下の通りです。
「保証契約締結の 1 ケ月前以内に作成された公証証書において、
「自分は保証債務を履行する意思がある」
という旨を表示すること。
また、
公正証書作成にあたり、
一定事項を公証人に口授することなどという条件等をみたさなければ、
経営者ではない個人（第三者）が事業のための借入（主債務）の保証人になるという、保証債務の効力
は生じない事になる。
」
４． 定型約款
インターネット通販など利用する際、約款を読まずに「同意します」をクリックしてしまうことがよく
あります。トラブル防止をするために、新たに「定型約款」という規定が設けられます。
５． 敷金
改正の民法では、単なる経年劣化は借主に修理義務なし、敷金は借主に原則返還することが明文化され
ます。
その他にも民法の改正点はあります。まずは上記の内容についてご確認の上、詳細な内容・その他の改正点
につきましては、必ず専門家にご相談ください。
それではみなさま、水分を十分にとって楽しい夏をお過ごしくださいませ。
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尾上町サロン
日程

場所

連絡先

西湘サロン

海老名サロン

三浦半島経済人サロ

第 58 回

第 30 回

ン第 67 回

8 月 21 日（金）

9 月 14 日（月）

9 月 25 日

9 月 11 日

9 月 04 日（金）

18：00～20：00

15：00～

18:00～

開場は 17:30～

（日程変更の可能性あり）

開場は 17：30～

神奈川中小企業センタ

日本生命小田原ビル

神奈川県産業技術センター

神奈川新聞社横須賀

ー703 イグレン事務室

4 階会議室

２F 講義室

支社 横須賀市小川

小田原市本町 1-4-5

海老名市下今泉 705-1

町 21－9

イグレン（吉池、
）

愛 賢司

（堀込、芝、鶴野、

イグレン事務局

西澤）
内 容

原則第一・第三金曜日

「コーディネートによ イグレン会員からの報告

「衣笠山の桜を守る

（17:15～19:30）

る地域活性化のきっか 芝、遺言：坂本先生

会」

ざっくばらんに語らい

け作り」

会長：天沼正光 氏

あう場

ハルネ小田原街かど案 会費：1,000

参加費：1,000 円

内所ゼネラルマネージ
ャー

（予定）

参加費：1,000 円

中嶋 順氏

参加費:1,000 円

8 月と言えばお盆の季節。全国各地でお盆にちなんだお祭りや先祖の霊をお祭りする儀式が 8 月 13 日～15 日前
後に行われています。元々は旧暦の 7 月に行われていたようですが、現在では月遅れの 8 月になされるようになり
ました。ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典によると、このお盆の儀式は餓鬼道などにおちて倒懸 (さかさま
につるされること) の苦しみを受けている亡者の苦しみを取除くという行事のようです。
倒懸の梵語をサンスクリ
ット語で ullambana と言い、音写で盂蘭盆(うらぼん)と言います。それがやがて盆と言われるようになりました。
その為、ご先祖様の祭壇とは別に無縁仏のために餓鬼棚(がきだな)を設けお供えをし、先祖として祭ってくれる者のな
い傍系の亡霊も祭るという慣わしのようです。
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。
伺える範囲であれば取材にも参ります。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】 ①②③宮川 豊④⑤荒 直孝【火】①②④⑤児玉 英二③愛賢司 【水】①菊地②指方③加藤④愛⑤芝
【木】①②③④⑤ 松井 利夫【金】 ①愛賢司②指方 順一郎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
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