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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 162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            ･････････２ 

● 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。 

記念講演は金究武正(山勝電子工業代表取締役)議長による「4Kフィルムの 開発と当社の将来展望(仮題)」です。

懇親会は伊勢もとで行います。会費は 3000円です。 

＜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６月 22 日（水）に第６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 6 月 22 日（水） 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 
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前回、新グループ設立に関する会合でスピーカーとしてお越しいただいた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 氏より会社の生い立ちから

現在に至るまで様々な話を伺いました。 

宝電機工業株式会社さんは目黒の碑文谷に 1952年（昭和 27年）に設立。その後、拠点を横浜、福島

に移し、現在従業員さんは 200 名を超える体制で経営されておいでです。取扱主力商品は私達のよく知

るところでは郵便局で使われている宛先区分機やATM などの金融端末、自動改札機、放送映像機器、

海底中継器などインフラ関連のシステム開発を行っています。私達イグレンと関連するところでは 

「まんてんプロジェクト」などの宇宙開発に使われる新素材の加工も行っています。ハイテク分野に欠

かせない精密な金属加工なども手掛けていて様々な商品は実に１万点を超えると言います。 

会社経営の中で最もご苦労されたのは人材を集める事だったとの事。会社の存在意義として「何事にも

挑戦する意欲が必要だ」。と、熱い思いを伺いました。髙木さんは現在 75 歳、あまりのお元気さと若々

しさから、参加者の間から驚きの声が上がっていたほどです。これからも益々ご活用ください。 

  
 

 

「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、（公財）神奈川産業振興センターのインキ

ュベートルームに入居している(株)ディサプライングの斎藤さんから事業内容などの説明があった。 

当社は 2014年 5月に設立した会社で、ワイヤレス給電関連商品の製造･販売を行っています。ワイヤ

レス給電市場は、グーグルトレンドによると 4年間に 20 倍に成長するだろうと予測しています。当社

が開発した商品は、載せるだけで飲み物を温めたり、特定の携帯電話を充電できるボード(商品名：「DS

ホットマグ」)です。ボードは横 9.5㎝、縦 12㎝、厚さ 1.3㎝で、特殊なコイルを内蔵し、ボード上に

置いたステンレス製の専用コップで飲み物を温めたりワイヤレス充電に対応したスマートフォンを充電

出来るとのことでした。「DSホットマグ」は 2015年 1 月に発売されましたが、従来からあったワイヤ

レス充電器の機能を持つ給電ボードに加え､マグカップをセットした市場初の 10W ワイヤレス給電製品

です。「DSホットマグ」は、飲み物を入れてから 30分以降の温度降下が少なく一番快適に感じる「飲

み温度(65～70℃)」を長時間キープします。焼酎のお湯割りなどには最適だそうです。ワイヤレス給電

商品はサムソンやＭＧも使い始めました。アメリカのスターバックでは試験運用を行う計画があります。 

多方面に販売促進の手を打っています。東急ハンズや銀座松屋なでは実演販売を行いましたが、店頭に立

ってお客の意見が聞けたのが良かったとのこと。トヨタの販売会社では、販売が成約すると「DSホット

マグ」をプレゼントしているそうです。マグカップはインナーカップと最新のプラスチック素材で出来た

二重構造になっていて、身体にとって安心安全で落としても割れない構造になっています。ボードには、

高価な銅線のコイルを使っています。これからの課題は、ハイパワー化とコストダウンです。価格は

12,800 円ですが、コストダウンをしてもう少し安くしたいと考えているとのことでした。 

  次に、伊藤さんから、田圃センサーの実用実験が県農業技術センターと連携して厚木で実施されること

になったとの報告がありました。石川さんからは、トンネルのシールド工事で使用する覆工体(セグメン

ト)の材料としてコンクリートに当社の再生PET短繊維を混入して曲げ靱性を高めた新型のセグメントが

開発され､この程、長さ 1500ｍにわたって使われることが決まりました。近く、再生PET短繊維の発注

契約を取り交わすことになったとの報告がありました。 
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【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】  

 

【第 172 回 日韓ビジネス協議会】 

 高橋 導徳 

 

   すでに開催日はご連絡おりますが次第が決まりましたのでご連絡いたします。  

すでに開催日が来週になりました。参加予定でまだご連絡のない方はご一報ください。 

    

１．日時：２０１６年５月２５(水) 午後３時３０分～５時１５分 協議会 会費：１，０００円 

                 午後５時１５分～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： 

   〇会長挨拶 瀧澤 清氏 

   〇「６月２１日のイグレン総会を控えて」 神奈川県異業種連携協議会 専務理事 芝 忠 氏   

   〇「横濱ニューオペラ顔見世興行」公演について 

     アチーブメントプロデュース（株） 取締役 ジョシュア 佐佐木氏 （２０分程度） 

   〇韓国料理教室の紹介 成誌社  代表取締役 石橋健一氏 （１５分程度） 

   〇メイン講師 

     ２月度で大変好評でした「ユーラシア大陸を自転車で横断の旅行」について続編として 

トルコから日本への帰国までのお話をしていただきます。 

     特定非営利活動法人「Connection of the Children」代表理事   加藤功甫氏（４５分程度）    

 
 

【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】 

ＮＰＯ理事長 松井利夫  

          「NPO 法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会」の活動内容について 

 

3 月号及び４月号で、中小企業庁が公募している「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」に応募のため準備をしていますとお知らせしましたが、5月 12日に「女性起業家コース」、を選択し応

募手続きを完了しました。6 月上旬に受託の可否が分かります。 

当ＮＰＯは、1985年 8月に、経営コンサルタントグループとして「Ｃ＆Ｓグループ」を結成し、2015年 6 月

に「NPO法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会」に改組しました。 

主な活動は次の通りです。 

１．経済活動の活性化を図る活動  ２．情報化社会の発展を図る活動 

３．まちづくりの推進を図る活動  ４．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

５．国際協力の活動 

以上の活動に関して中小企業診断士が、皆様の抱える経営課題や地域社会の発展に結び 

つくご支援をいたします。ご質問、ご相談があれば下記のところにご連絡ください。 

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

 

mailto:toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp
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【 川崎異業種研究会 】 

川崎市商工会議所  桂 千香 

  

＜３月定例会＞ 

 ３月 10日（木）午後６時より、川崎商工会議所会議室５にて、会員 

14 名、オブザーバー２名、見学者１名の参加を得て開催した。 

和光大学経済経営学部 小林猛久ゼミナール学生により、「和光大学産学 

連携事例報告～パレール商店会のイベント運営支援（広告の運用とその 

成果）～」をテーマに発表がされた。ＳＥＯ対策とリスティング広告、 

Ｇｏｏｇｌｅ ＡｄＷｏｒｄｓ、Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮプロモーション、 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ有料告などについて、説明がされた。具体的な結果分析 

をとおした理解しやすい内容であった。一方、もう一歩進んだ展開が必要 

と感じた。その後、会議室６にて懇親会を行い、終始和やかな雰囲気で 

親睦を深めた。 

【学生による発表】 

＜３月分科会＞ 

 ３月３日（木）午後６:30 より、中原市民館第２会議室にて、会員６名、 

学生５名の参加を得て開催した。株式会社トレードオン 代表取締役 山根 

篤治氏を招き、「省エネ補助金の活用」をテーマに講演は進められた。 

ＬＥＤ照明の省エネとその内情が説明された。補助金申請のアドバイスは 

非常に役に立った。その後、場所を移して懇親会を行い、終始和やかな 

雰囲気で親睦を深めた。 

 

   

【山根篤治氏の講演】 

 
 

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】８  海外調達で失敗を繰り返さないために 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-956/ 

 

【タイトル】9  海外調達で失敗を繰り返さないために その２  【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-957/ 

 

【タイトル】10  海外調達で失敗を繰り返さないために その３  【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-958/ 

 

【タイトル】11  海外調達で失敗を繰り返さないために その４  【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-959/ 

 

【タイトル】12  海外調達で失敗を繰り返さないために その５  【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-961/ 

 

 

 

 

http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-956/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-957/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-958/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-959/
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase_fc/purchase_fc-961/
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異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】 

有村 智里 

＜2016年 6月定例会＞ 

 

■日時 2016年 6月 14日（火） 定例会 18:30~20:20 懇親会 20:30～22:00 

■場所 かながわ県民センター ３階 ３０6会議室 

■プログラム 

１．講演  ゲームで学ぶ！じぶん年金の作り方 

   ～マイナス金利に負けない“つみたて投資”の極意とは～  

少子高齢化が進む日本の年金問題。多くの方が、“なんとなく”将来のお金のことで不安を抱

えています。預貯金ではほとんど金利がつかない状況の中、どのように「じぶん年金」を作

っていくのか。その解決策の一つである“つみたて投資”の面白さを、ゲーム感覚で学んで

いただきます。 

        

株式会社あしたば未来塾 代表取締役 安藤 宏和様 

ファイナンシャルプランナー じぶん年金ゲームインストラクター 横浜市出身。成蹊大学法

学部卒。大手損害保険・生命保険会社での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)

として開業。主に資産運用・相続コンサルティングで多くの相談者との信頼関係を築いた。「こ

れまでの資産運用ノウハウをいかして、一人でも多くの方を将来のお金の不安から解放した

い」との思いから、㈱あしたば未来塾を設立。“じぶん年金塾”の講師として一般の方はもち

ろんプロ向けにもセミナーを多数開催し、一般社団法人ドルコスト平均法協会開発の「じぶん

年金ゲーム」第１号インストラクターに認定された。全国各地で奔走中！ 

 

２．プレゼンタイム  お一人様 5分間で、ご自由にプレゼンしてください。3名まで募集いたします。 

 

■参加費 

   定例会 / 初回参加の方 無料、２回目・３回目 1,000円、４回目以降 4,000 円 

   懇親会 / 初回参加の方 1,000円、 2回目以降 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。 

多彩な経営者・起業家が集い、外部講師による講演や会員のプレゼンなどで 

研鑽を図りながら、ビジネスに繋げる交流を図っています。 

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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尾上町サロン・・・毎月 1回、第一金曜日に開催。次回 06月 03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 

  皆様ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたでしょうか？5月 5日はこどもの日、よく端午の節句とも言われま

す。端午の「端」は「はし」と読みますよね。はしは「初め」を意味し、「午」は数字の５を表すようです。 つまり端

午とは毎月初めの５日の事。そのため 毎月５日を端午と呼んでいたそうです。そもそも５月は古代中国で雨期に入る月

で病気や災厄の月と言われ、これらの邪気を菖蒲で祓っていたらしい。それが鎌倉時代に入り武家

が台頭してくると菖蒲の形が剣に似ていることで菖蒲＝勝負と男の世界のイメージがつき、そこか

ら兜を祭ったりしたことで、やがて男の子の成長を祝う日となりました。元々は女性が邪気を祓う

ためのお祭りだったそうですよ。ご存知でしたか？・・・歴史は時代とともに変わる。企業も同じ

ですね。 

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  
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 神奈川新産学公交流 

第 71回 サロン横浜 

西湘サロン 

第 63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 

 

0７月 12日（火） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

06月 17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 ある企業のコア技術を

活用した「異業種」進出

事例 

イグレン 織方 盛男  

参加費：1,000円 

木の話・・「適材適所」の

由来は木から 

湘南マイホームサービス

㈱ 瀬戸衆平氏 

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 Ⅲ 

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 
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