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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 16１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」  松井 利夫            ･････････３ 

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

 

＜イグレン理事会のお知らせ＞ 

5月 26日（木）10：00～12：00 中小企業センター6階 大研修室にて行います。 

年次総会につきましては 6月 21日（火）13：30～14：30、記念事業を 15：00～16：30、懇親会を 17：00～で

企画しております。会場は中小企業センター６階 大研修室です。尚、直前にも理事会を 11：00～12：00 

まで開催しますので理事の皆様、日程の確保をお願いします。 

      「学生は中小企業の広告をどう評価しているか」についての報告 

 

先月号に掲載しました「学生は中小企業の広告をどう評価しているか」についての記事が 3月 31 日の神奈

川新聞に掲載されましたので皆様にお知らせします。 

『大学生に県内中小企業の広告についての印象などを問うアンケートを、県異業種連携協議会（イグレン、 

横浜市中区）が実施し、このほど結果をまとめた。大手企業に比べて中小企業を知る機会が少ない学生にとっ

て広告は“就活情報”。調査の取り組みを通じて、学生と企業の相互理解を促している。』とし、学生関心度 1

位の広告を出稿した、化学薬品製造販売「大東化学」（平塚市）の齊藤信秋工場長は「広告では会社の知名度ア

ップを重視しがちだが、学生向け資料には自社の描く夢や企業理念を明示する必要性を感じた。」とコメントを

残されている。（鈴木 美帆子 記者） 

 学生たちの関心のある産業やテーマ、関心度、惹きつける広告とはなにか？など、有益な情報が掲載されて

おりますので学生たちの生の声を是非お役立てください。企業の求人採用にもご活用頂けるのではなかろうか

と思います。会社の人事・広報部門の方は必読です。 

イグレンではこの調査内容について下記のように提供しておりますのでご活用ください。 

 

販売対象・・・経営者、人事（総務）担当者、現在就職活動をしている学生、その他関心のある方など。 

販売価格・・・会員は１万円、会員外２万円で提供しています。 

ご依頼はイグレン事務局まで。  連絡先 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 

〒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 
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＜イグレン新グループ設立に関する次回会合のご案内＞ 

 

イグレンが新しいグループづくりを行うという事で昨年の 10月より説明会＆意見交換会を行っています。 

企業経営者を始め行政に携わる方や県ＯＢ、会員の方などにご参加頂いており現在意見を集約中です。 

イグレンニュースをお読み頂いている会員の方にとっては他業種との交流を深めるチャンスであり、ビジネ

ス拡大につながる可能性もあります。また、第一線から離れておいでの方にとってもご自身の経験を多くの方

に役立ててもらえるという貢献の場でもあります。今後、何度か討議を重ねた後、新グループを設立します。

次回は 4 月 21 日（木）に第 5 回目の会合を行いますので皆様ふるってご参加下さいませ。是非、皆様のご意

見をお聞かせ下さい。 

【日 時】 ：2016 年 4 月 21 日（木） 18：00～20：30 まで（懇親会付） 

 

相手のビジネスを応援するその 

先にビジネスチャンスあり！！ 

  自分達で新グループを立ち上げよう 

 

 

 

今回、スピーカーとして宝電機工業株式会社、福島タカラ電気工業株式会社の管理部 

管理１課（横浜工場）課長の髙木雅昭 氏にご登壇頂きます。 

 

 ＜ 新規イグレン会員募集 ＞ 

 
 かながわイグレンも 30周年を迎えホームページも一新し、新たな局面に入ってきています。 

出来るだけ多くの皆様にもご参加いただけるよう会費の変更も行っています。現在、個人会員は 3,000 円、 

サポート会員の皆様は 1,000 円と、ご加入頂きやすい会費となっています。ビジネス拡大の場として、また皆

様の交流の場としてご活用頂ければと思います。 

皆様の周りの方で人との交流、ビジネスなどに興味がおありの方がおいででしたらイグレンスタッフまで 

お声がけください。 

       

＜人事異動のお知らせ＞ 

 

4月 1日付けの県庁人事異動により、産業振興センター理事長に北村明氏(元企業庁長)が就任、前理事長の 

蛯名氏は 1 年たらずで、県庁総務企画課へ 非常勤で転出。産業技術センター所長に岸本幸宏氏が昇格、来年

の機構改革を担当。産業労働局に新たに中小企業部が出来、中小企業支援課長に丸山智 司氏が昇格などの人事

が発令されました。 

 

                ＜年会費納入のお知らせ＞ 

 平成 28年度の年会費のお知らせが皆様方のところに届いていようかと思います。 

年会費につきましては 6月末までに納入のほどよろしくお願いします。 

あと、アドレスが期の途中で変更になっておいでの方もいらっしゃると思われます。お知り合いの方でイグレ

ンニュースが届いていないなどの情報がありましたらどうぞお知らせくださいませ。 
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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 

 

松井利夫 

 

第 40 回フォーラムは平成 28年 3月 29日に開催。初めに、インキュベートルームに入居しているKACO 

JAPAN の松屋さんから事業内容の説明があった。当社はドイツに本社があり、親会社は中国の ZHONGDING

社で 80％の株式を有している。1914年創設の歴史を有する各種自動車用シーリング製品の開発･製造･販売を

行う欧米を中心とした世界のトップブランドの一つであり、特に自動車用のウオータポンプのメカニカルシー

ルにおいては、世界で最初に特許を取得しているとのこと。日本支社は 2011 年に設立。現在、日本での主力

対象製品はウオータポンプ用のメカニカルシールである。当社製品の極めて高い品質、信頼性と他の例を見な

いウオータポンプ固有の問題発生時の即効性のあるラインナップには、顧客から高い評価を得ている。日本で

のビジネスは、ユーロ対円の為替の影響が強いが、一方、顧客であるポンプメーカーは海外への生産拠点の移

行が進んでおり、中国・タイ・インドなどの現地通貨では為替(VS ユーロ)の影響が少なく十分な価格競争力を

持っている。こうした状況下で日本の顧客の国内開発並びに購買拠点への技術サービス全般を行っているとの

ことでした。 

次に、同じくインキュベートルームに入居しているアラテン(株)の荒井さんから事業内容の説明があった。

当社は、システム エンジニアリング サービス(SES)を主な業務としている。SES とは、システムやソフトウ

エアの開発･運用などで行われる委託契約の一種で、対象物の完成などを目的とせずに特定の業務への技術者の

労働の提供をし、当社の従業員が客先のオフィスに常駐して技術的なサービスを提供しているとのこと。また、

今度ある会社が開発したトークスタンプ(TALK STAMP)の代理店を検討している。こちらは、QR コードに似

たマークを、このトークスタンプのアプリをインストールしたアイフォンで読み取る仕組みであり使い道とし

ては、例えば選挙ポスターにこのQR コード(シール)を貼り付けておくと候補者の主張や経歴などを読み取る

ことが出来るとのことでした。 

その他に、前回までに説明のあった事業のその後について 2.3の方から報告があった。 

 
 

【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】  

 

【第 170 回 日韓ビジネス協議会】 

 高橋 導徳 

 

    １．日時：２０１６年４月２７(水) 午後４時００分～５時１５分 協議会 

                    午後５時３０分～７時３０分 会食・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 TEL：０４５－２２８－７３３１ 

             会食： ＊総会後の会食は下記のお店で開催いたします。 

         日本海庄や・横浜馬車道店 横浜市中区常盤町５－６３ TEL:０４５－６６２－６４１１ 

         http://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=1537 

３．内容：総会  

     議長：瀧澤 清氏  第１号議案 ２０１５年度 活動報告・・・事務局  （３０分程度） 

               第２号議案 ２０１５年度 会計報告・・・事務局 

    会計監査：大島英雄氏 第３号議案 ２０１６年度 会則および役員・・・事務局 

               第４号議案 ２０１６年度 活動方針・・・事務局 

◆ 特別講演：神奈川県異業種連携協議会 理事 瀧澤 清氏  （４５分程度） 

      タイトル：「インターモールド２０１６イン大阪雑感」 

                         

http://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=1537


Ｈ２８年４月１５日発行 

 

4 

 

 

【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】 

ＮＰＯ理事長 松井利夫  

            「地域創業促進支援事業」の公募開始について 

 

先月号で当NPOでは「地域創業促進支援事業」の一環として行われる「創業スクール」開設のための準備中

です、とお知らせしましたが、今年度も「創業スクール」を実施する機関の公募が 4月 13日から始まりまし

たのでお知らせします。 

「創業スクール」は、創業希望者に対し、創業に必要な財務・税務等の基本的知識の習得やビジネスプランの

作成支援を行って地域における創業者の増加を図ることが目的です。公募要領によると、「創業スクール」の研

修コースには、「ベーシックコース」、「第二創業コース」、「女性起業家コース」、「業種別コース」の４コースが

あります。 

「ベーシックコース」の場合は次の要領で実施されます。 

【応募資格】     開業・独立を希望する方で、通学可能な方 

【標準カリキュラム】 基礎編 17時間程度、実践編８時間程度 

【受講料】      10，800円 

【日程】        未定です。 

以上ですが、受託出来た場合には、改めて詳細の実施内容をお知らせしますので創業を計画の方は今から

ご準備をお願いいたします。 

【問合せ先】E-mail：toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 又は携帯：090-9130-0119 

 

 
 

【 川崎異業種研究会 】 

 

この度、前任の市川さんが移動になり、後任として桂さんが担当していただけることとなりましたので皆様

にお知らせ致します。どうぞよろしくお願いします。 

 

川崎市商工会議所  桂 千香 

 ＜２月定例会＞ 

 ２月１０日（水）午後２：３０より、会員１０名の参加を得て、例年どおり移動例会（視察会）を開催した。 

 東京都江戸東京博物館（墨田区）にて、ボランティアガイドによる説明を受けながら、施設内を見学した。 

 江戸東京の歴史と文化を学ぶ貴重な機会となった。特に、庶民の循環経済活動の構築には驚いた。 

 その後、ちゃんこ寺尾にて懇親会を行い、美味しい鍋を食べ、終始和やかな雰囲気で親睦を深めた。 

 

＜２月分科会＞ 

 ２月４日（木）午後６：３０より、中原市民館第１会議室にて、会員９名、学生６名の参加を得て開催した。 

 当会員である、株式会社あいしん相続サポートオフィス 執行役員 七条亜紀 氏を招き、「社業紹介～株式

会社あんしん相続サポートオフィス～」をテーマに講演は進められた。相続の賢い方法や費用などが説明さ

れた。先のことでありそうだが、身近に意外と迫っていると学んだ。 

その後、場所を移して懇親会を行い、相続で苦労した当会員の話などで大いに盛り上がり、散会となった。 
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       2 月度定例会視察の様子          2 月度分科会の様子 

 

イグレンホームページに新しい投稿が公開されました。 

【タイトル】 53 営業に上手に対応する資材購買になるために１ 【カテゴリー】初心者のための資材購買 

【掲載ページ】  http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-936/ 

 

【タイトル】 54 営業に上手に対応する資材購買になるために 2 【カテゴリー】初心者のための資材購買 

【掲載ページ】  http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-937/ 

 

【タイトル】 55 調達担当者への誘惑と圧力          【カテゴリー】初心者のための資材購買 

【掲載ページ】  http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-939/ 

 

【タイトル】 56 コラム 初心者のための資材購買終了 

【掲載ページ】  http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-940/ 

 

新【タイトル】 「あるべき姿の海外調達」を始めるにあたって 【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【掲載ページ】  http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-942/ 

 

【タイトル】  1 海外調達は国内調達と何が違うか その１  【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【掲載ページ】  http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-943/ 

 

【掲載ページ】 ２ 海外調達は国内調達と何が違うか その２ 【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【タイトル】   http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-947/ 

 

【掲載ページ】 3 海外調達は国内調達と何が違うのか その３ 【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【タイトル】   http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-948/ 

 

【掲載ページ】 4 海外調達は国内調達と何が違うのか その４ 【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【タイトル】   http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-949/ 

 

【掲載ページ】 5  海外調達は国内調達と何が違うのか その５【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【タイトル】   http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-950/ 

 

【掲載ページ】 6 海外調達は国内調達と何が違うか その６ 【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【タイトル】   http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-951/ 

 

【掲載ページ】 7 海外調達と国内調達は何が違うか その７ 【カテゴリー】あるべき姿の海外調達 

【タイトル】   http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-952/ 

  

http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-936/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-937/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-939/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-940/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-942/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-943/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-947/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-948/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-949/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-950/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-951/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-952/
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尾上町サロン・・・毎月 1回、第一金曜日に開催。５月は休止いたします。 

         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 

 忘れた頃にやって来る！！ 東日本大震災から数年がたち、かつての震災の影響も時間とともに徐々に薄れかけてい

た矢先、熊本で震度７の地震が発生しました。いわゆる直下型と言われる地震です。関東圏でもこの直下型地震が想定

されており甚大な被害が予想されています。直下型は震源が浅いため地震が来ると分かってから時間が無く、通常地震

発生前の P波をとらえて緊急停止する電車も間に合わずに脱線したり、高層ビルが立ち並ぶ辺りで

は建物の倒壊、火災旋風という高さ 100メートル以上の火柱が発生し周りを焼き尽くすという状況

も想定されています。高層ビルは横揺れには免振装置で対応できるのですが縦には弱いというのが

現状です。こうなると救援物資はまず来ないと考えたほうがいいでしょう。まず備えるものは飲み

水です。よく 3日分用意しておけば・・・など言いますが最低 1週間以上確保できる飲み水を備蓄されているといいと

思います。何もないのに越したことはないですが備えあれば患いなしです。 

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 

 

 神奈川新産学公交流 

第 71回 サロン横浜 

西湘サロン 

第 62回 

海老名サロン 

第 34回  

三浦半島経済人サロン

第 70回  

日程 05月 18日（水） 

18:00～20：30 

 

05月 09日（月） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

04月 22日（金） 

15：00～ 

 

05月 18日（水） 

18:00～ 

開場は 17：30～ 

場所 神奈川中小企業センタ

ービル 6F 特別研修室 

横浜市中区尾上町 5-80 

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６ 

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 未定 

参加費：1,000円 

「働くアリはヤセッポチ」 

肥満の功罪 

近藤蟻蜘蛛研究所 

近藤正樹 氏 

参加費:1,000円 

「これからの事業の在

り方を考える」 

変化の時代に今後の戦

略を考える 

ディスカッション 

会費：2,000円 

「環境にやさしい土木

資材」 

武尊（ほたか）建設 

代表取締役 

内藤義和 氏 

参加費：1,000円 

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

