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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 1５６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  

● 新事業・新技術支援フォーラム」(略称：戦略会議)のリポート       ･････････３ 

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況                           ･････････４、５                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

● 産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー              ･････････６ 

 
 

【 神奈川イグレンご案内 】 

 

＜新しい異業種グループ設立、第 1回会合完了のお知らせ＞ 

 
 イグレンが主催する新しい異業種グループ設立に関しての会合が 10 月 22 日（木）23 日（金）の二日間に

わたり行われましたので皆様にご報告致します。冒頭、織方さんから開催の挨拶の後、芝専務理事より会の 

趣旨と新グループ設立に関しての案内がありました。普段面識の無い方もおいででしたのでそれぞれが自己紹

介を兼ねてどんな分野に精通しているのか、また何を新グループ設立に対して求めるのか（期待するのか） 

など面々の思いを話し、情報交換を行いました。ビジネスマッチングや町おこし、ボランティア、輸出入、 

広告媒体など様々な話が出て懇親会でフリートークを行いました。今後、この異業種新グループ設立に関して

は広く皆様の意見を伺いながら決定していくという方向性になっており、何度か同じような会を開催した後、

方向付けを行います。1 人でも多くの方にご参加頂き情報をシェアすることによって新グループ設立を行いた

いと考えております。次回の日程は下記の通りです。お時間の調整を頂き、皆様是非ご参加ください。 

 

【次回 日程】 2015年 12月 10日（木）18：00～ 

【場   所】 神奈川中小企業センタービル 6階 特別研修室 

【参加 申込】 神奈川県異業種連携協議会  TEL 045-228-7331 

 

               

 

 

 

 

 

 

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 
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やっぱり思っている 

ことをお互いがシェア

しなくちゃね ！！ 

http://www.kanagawa-iguren.com/
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イグレン会員の皆様へご協力のお願い ・・・  ＜ 新規イグレン会員募集 ＞  

 

 神奈川イグレンではイグレン事務局の体制強化を図ると共に新規会員の募集をおこなっております。 

イグレンニュースは皆様ご存知のように多くの方からの投稿やご意見、感想などを組み入れた情報誌で、革新

的な技術や成功事例、頑張っておいでの方や企業情報などについてお届けしています。出来るだけ多くの方に

参加頂きたく、この３０周年という節目にイグレン会費を下げました。これはより多くの人に参加してもらう

事で間口を広げ、交流拡大を目指すものです。今後、イグレンを価値あるものにしていくため、会員増強に向

け読者の皆様方にもご協力をお願いする次第です。お知り合いの経営者や個人事業主、ものづくりや地域の取

組みに関心のある方や主婦の方、起業を考えている方などにご参加いただけます様、お声がけ頂けますと幸い

です。是非、皆様のお力をお貸しください。 

 

会員募集に関する責任者はイグレンの宮川が務めます。お申込その他に関する詳細はイグレンスタッフまでお

声がけくださいませ。 

年会費は次の通りです。 

 

●グループ・団体・NPO法人は、年会費 ２万円。 

（NPO 法人については活動の規模により会費金額を選択できます。） 

 ●企業は、年会費 １万円。 

 ●個人は、年会費 ３千円。 

 ●支援者（サポーター）は、年会費 1千円とする。 

 

     先月お３人の方が新規メンバーとしてご入会されましたのでご紹介します。 

     有馬 俊一 様 、岡田 光也 様 真野  学 様 

 
 

★   先月号でご案内致しました神奈川イグレン 30 周年を記念して 

発刊されたイグレン理論誌についてのご案内です  （イグレン 加藤文男） 

 

【 理論機関誌「イグレン」第２号論文原稿募集 】 

 

９月１日機関誌イグレンの創刊号を作成しました。第２号の論文を募集します。 

募集論文の内容は、下記のようにかなり幅広い範囲を想定しています。 

ぜひ、日頃の活動内容をご紹介ください。 

 

① イグレン活動の報告と紹介 

② そこから学ぶこと(経験の整理) 

③ 異業種交流・連携の理論化 

④ 中小企業を取り巻く情勢の紹介と自己の意見 

⑤ 自身の体験の紹介、など 

 

同時に表紙に使用するイグレンの活動に関連する写真を募集します。 

写真の応募については、関連する活動内容など論文も同時にお送りください。 

第２号発行は、２０１６年２月１日月曜日の予定です。 

原稿の締め切りは、２０１６年１月６日水曜日とします。 

募集論文に関するご質問は、芝専務理事、又は、編集担当：加藤へご連絡ください。尚、創刊号は、 

近々イグレンホームページにも掲載中です。 
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「新事業・新技術支援フォーラム」(略称：戦略会議)のリポート 

イグレン事務局 松井利夫 

 

 
  第 36 回フォーラムは平成 27年 10月 27日に開催。初めに、静岡から来られた(株)シーエー社の松井隆さ

んから、蓄光式避難誘導標識について説明があった。避難誘導標識に用いる蓄光製品は、太陽や照明等の光源

から光エネルギーを吸収して蓄光されたエネルギーを光として放出する素材でできている。避難誘導標識にな

る高硬度石英成形板は、天然石英石を細かく粉砕し、その一粒一粒に 1000℃弱の温度で釉薬を焼き付けること

で作られている。蓄光製品の特徴は、夜間災害時、完全に電源が喪失しても住民を安心・安全に避難誘導でき

る大変有効な製品であるとのことである。蓄光製品には JISZ9096という規格があるが、規格に適合していない

蓄光式避難誘導標識は、水分や摩耗・衝撃により、変色や割れ、能力の低下など不具合が生じることがある。

当社の製品は、JISZ9096に適合した唯一の製品であり、発光時間は 12時間後に 10mcd/㎡以上を確保。消防設

備認定など第三者機関の客観的評価を受けている。また、業界初の 5年間保証を実現。発光するためには、紫

外線が必要であり、蛍光灯やローソクの光が３時間から４時間当たっていれば 12時間は光っているとのことで

した。なお、この製品は、東京都庁、横浜市営地下鉄、私鉄の駅舎・駅ビルなど各地で施工されているそうで

す。 

次に、コーマツグラフィカ(株)の細野盛久さんから、特殊印刷技術の説明があった。初めに、当社が印刷し

た特使印刷物が示され、偽造されないための工夫が施されているとの説明があった。 

また、我が国の紙幣は、偽造防止印刷物として世界最高のものであり、凹版印刷、ホログラム、マイクロ文字、

潜像模様などが施されていて偽造不可能であるとのことだった。他のメンバーからは、印刷通販会社にインタ

ーネットで冊子の注文をしたら、安くて立派な冊子が出来てきた、との発言があった。これに対して、細野さ

んは、自分のところでは敵わない。この通販印刷会社は良いビジネスプランを作られた、と感想を述べられた。

また、別のメンバーから、特使印刷技術を応用した商品アイデアなどの提案もあった。 

次に、荒川さんから、ＰＣＬについてその後の開発状況の説明があった。更に、伊藤さんからからは、海老名

サロンのプロジェクトの一つとして田圃の水位センサーの開発について説明があった。先日は、県農業技術セ

ンターを訪問し、見学と田圃水位センサーについての協議を行ってきた、と説明があった。なお、既に田圃水

位センサーは２ヵ所の田圃に設置済みとのことであった。 

次に、鶴野さんから、スターリングエンジン普及に向けての講演会を 10月 23日に開催したことと、早く、 

商品を作って世の中に出さなければならないと考えている､と説明があった。さらに、石川さんから、首都圏環

状道路工事の 2015年以降の予定が明らかになっているが、この中の未着工部分のトンネル工事に当社のペット

ボトル材が使われることになった、と説明があった。 

 
 

【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】  

  

＜ご案内＞        第二回 ヨコハマ・ドリームを語ろう会 

 

【日 時】 2015年 11月 28 日（土）18：00～20：00    ＜参加費＞ ： 無料 

【場 所】 横浜市開港記念会館 

【趣 旨】 横浜から社会的な課題を解決していく新たなビジネスモデルを創造したいという想いを語る

シンポジュウム・・・ 第一部：基調講演、第二部：ヨコハマNOW5周年のご挨拶 

                 第三部：パネルディスカッション 

【お申込・問合せ】 http://yokohama-now.jp/home/ 

 

 

http://yokohama-now.jp/home/
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＜ 第１６７回・日韓ビジネス協議会 ＞  

高橋 導徳 

１．日時：2015年 11 月 25(水) 午後 3時 30 分～5時 15 分 協議会 その後～6時 15 分 交流会 

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．次第： 

◆ 企業紹介：（株）日本クラウディア 代表取締役 吹戸尚之氏 業種：ＩＴ関連企業           

 

◆ 企業紹介：（株）シーエー 営業部課長  松井 隆氏業種：建築、消防、土木分野 

       画期的な新素材「アベイラス」の紹介  

■ 講演  ：「我が妻の故郷、全羅北道の観光資源について」 

（株）成誌社 代表取締役  石橋健一氏（２０分程度） 

 

■メイン講演：ハイアールアジア 特別顧問  石田 賢氏 

1.タイトル : 非常事態のサムスン 

2.要旨 : この 1年程の間にサムスンも韓国情勢も大きく変化をしている。また 

躍進するハイアールアジアの活動の実情を、内部の視点から解説する。         

（４５分程度）  

 

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

                                   有村 知里 

＜2015 年 12 月定例会＞ 

 

■日時 2015年 12月 10 日（火） 18:30~20：20 

■場所 かながわ県民センター 3階 303会議室 

■講演 「平和な日常に忍び寄る「魔物」から身を守る｣ 

 企業や組織では「危機管理」や「リスクマネジメント」が経営や事業活動上の戦略手法の一つとして

重要視されるようになって久しい。ひるがえって、私たち個人の日常生活においてはどうだろうか？

ちょっとした油断から起こりうる思わぬ危機を具体的な事例をまじえながら、家族や自身を守るため

に「危機管理」「リスクマネジメント」的視点で今一度見直しながら考えてみよう。 

【講師】 損保ジャパン日本興亜代理店  高木雅生様 （会員） 

■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

を目的としています。 

■お問合せ・お申込みは事務局・有村まで。(shift21info@gmail.com)  

 

 

 

http://shift21.jimdo.com/】
mailto:shift21info@gmail.com
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【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】 

ＮＰＯ理事長 松井利夫  

マイナンバー制度への準備をお手伝いします。   

 

国民及び企業に対し個別にマイナンバーが割り当てられ、平成 28年 1月から、社会保障･税･災害対策の行政

手続で使用が始まります。それに伴って民間事業者は、従業員などのマイナンバーを取扱いますが、個人情報

の保護が強く求められます。 

Ｃ＆Ｓ経営支援協会では、制度の開始に向けた準備を事業者の要望に添ってお手伝いします。 

 

１．お手伝いの主な内容 

① マイナンバー制度の対象業務と問題点の洗い出し、 

② 従業員の個人番号の取得方法及び管理方法、 

③ マイナンバーの運用ルール策定及びシステム改修、 

④ 個人情報保護方針及び保護規定の策定、 

⑤ 社員などへのマイナンバー制度の研修と運用ルールの周知徹底、 

⑥ 申請書、申告書、調書等の書き方 

２．相談の受付 

        お手伝いを希望される方は、次のところにご連絡ください。 

         【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】事務所 (理事長：松井利夫) 

             MAIL  ： toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 

                TEL/FAX：０４５－８４５－１５６６ 

※ ご要望を伺った上で、ご要望に添った適切な対応をいたします。お気軽にご相談ください。 

 
 

               【 その他 ご案内 】 

 神奈川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  【カテゴリー】 初心者のための資材購買  

 

【タイトル】  32 製造業に必要な開発購買機能 １ 【作成日時】  2015年 10月 16日(金)  

【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-873/ 

 

【タイトル】  33 製造業に必要な開発購買機能 ２ 【作成日時】  2015年 10月 19日(月)  

【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-874/ 

  

【タイトル】  34 製造業に必要な開発購買機能 ３ 【作成日時】  2015年 10月 23日(金)  

【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-875/ 

 

【タイトル】  35 製造業に必要な開発購買機能 4  【作成日時】  2015年 10月 27日(火)  

【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-876/ 

 

【タイトル】  36 製造業に必要な開発購買機能 5  【作成日時】  2015年 10月 29日(木) 

【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-877/ 

 

 

http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-873/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-874/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-875/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-876/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-877/
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尾上町サロン・・・毎月 1回、第一金曜日に開催。次回 12月４日 17：15～19：30 参加費 1000円 

         ざっくばらんに語り合う場 会場：中小企業センター703 イグレン事務局 

 

11月に入り冷え込んできました。今年も残すところあと 1ヶ月。カレンダーや年賀状などの準備を開始される方もお

いでの事だと思います。今年はまだ目立った風邪やインフルエンザの情報は届いていませんが間もなく予防接種を受け

ようかと思っています。効果が現れるまで 1 ヶ月ほどかかるそうなので流行りだしてから接種をすると逆にかかってし

まう人もいます。接種される方は早めに対応されるとよろしいのではないでしょうか。 

これから寒さも厳しくなってきますので皆さんお気をつけくださいませ。 

 

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 

 

 神奈川新産学公交流 

第 69回 サロン横浜 

西湘サロン 

第 59回 

海老名サロン 

第 31回  

三浦半島経済人サロン

第 68回  

日程 11月 18日（水） 

18:00～19:30 

19:40～交流会 

11月 18日（月） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

11月 2７日（金） 

15：00～ 

上記日程に変更 

11月 19日（木） 

18:00～ 

開場は 17：30～ 

場所 神奈川県中小企業セン

ター6階 特別研修室 

 

 

日本生命小田原ビル 

4階会議室  

小田原市本町 1-4-5 

神奈川県産業技術セン

ター２F講義室 

海老名市下今泉 705-1 

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 

連絡先 （織方、篠原、坂本、 

杉本） 

イグレン（吉池） 愛 賢司 堀込、芝、鶴野、西澤 

内 容 生命保険の魔法の力 

＜総集編＞ 

事例から考える！ 

宗和 正憲 

参加費：1,000円 

「箱根市構想」～東箱根そ

して箱根市へ～ 

ユートピア農園＆ＴＯＭ

ＩＯファーム 

代表 古屋富雄氏 

参加費:1,000円 

後日ご連絡 

 

会費：1,000円 

「河川・冠水警報システ

ム」 

㈱ユニメーションシス

テム 伊藤幸彦氏 

 

参加費：1,000円 
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