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産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー

【 神奈川イグレンご案内 】
＜イグレン総会・理事会のお知らせ＞
【 日 時 】 6 月 21 日（火）13：30～14：30、記念講演 15：00～16：30、懇親会 17：00～
【 会 場 】 中小企業センター６階 大研修室
【 記念講演 】山勝電子工業株式会社 社長 金究 武正(イグレン議長)
「４K フイルムスキャナーの開発と当社の事業展開」
【 ご案内 】 懇親会は伊勢もとで行います。会費は 3000 円です。
当日理事会を 11：00～12：00 まで開催しますので理事の皆さまはお集まりください。

＜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） 18：30～20：30 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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※ 今回、スピーカーとしまして株式会社トライアスの代表取締役 栗田 篤 氏をお招きしております。
新グループ設立にふさわしい若手経営者の取組む事業とは・・・。ご期待ください。

この度、会場の都合で開始が６：３０に変更となりました。ご注意下さい。

＜ イグレン会員募集 ＞
イグレンでは引続き会員を募集しております。皆様の周りの方でビジネス拡大に興味がおありの方など
おいでになりましたらイグレン事務局、宮川までお知らせくださいませ。

「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 42 回フォーラムは平成 28 年 5 月 26 日に開催。初めに、伊藤さんから「不良箇所検知装置」とい
う簡単な装置の説明があった。この装置はセンサーを使って製品の組み立てがきちんと出来ているかを最
大で６箇所の状況を検知出来るようになっている。使い道について良いアイデアがあったら教えてくださ
いとのこと。
次に、荒川さんからは、開発中のＰＬＣ(Power Line Communications)スマートシステムの件で、福岡
の会社や久留米の会社と相談中であることが報告されたが、まだ、理解が十分に得られていない状況のよ
うである。フォーラムのメンバーからは、ＰＬＣは電力線を通信回線として利用する単なる技術であり、
通信手段と装置を切り離して考える必要がある。今は、IC チップが 1000 円以下に値下がりしたので、
いろいろなところに使われているが、IC チップを組み込み、ＰＬＣの代わりに WIFI(無線 LAN)を使った
装置にした方が良いと思う、また、ＩＯＴ(Internet of Things)の方が優位になりつつあるので、ＰＬＣに
はこだわらない方が良いのではないかという意見が述べられた。更に、別のメンバーから、インキュベー
トルームに入居している(株)イナシンという会社は、従来ある高齢者向けの「介護」
「生活支援」とはち
ょっと異なる「コミュニケーション支援サービス」事業を行っている、もし良ければ紹介しますとの発言
有り。
次に、栗田さんから電力の自由化と最近取り組んでいる事業について説明があった。電力の自由化は、
今年の４月から始まったが、どこから買ったら良いかという質問を良く受ける。私見であるがしばらく様
子を見るが良いと思うとのこと。今、電力インフラは①発電部門、②送電線部門、③販売部門の三つの部
門に分かれている。①発電部門はすでに原則参入は自由であるが、②送電線部門は安定供給を担う要のた
め、各地域の電力会社（東京電力、関西電力等)が担当している。従って東京電力の場合、送電線の利用
料を確保できることから売上高が減ることはない。なお、
「エネチェンジ」という電力料金比較サイトが
あるので紹介します。このサイトは、様々な条件を入力すると、どの電気料金プランが最適かを教えてく
れとのことでした。
次に、中小企業センタービルの地下室を借りる話は、すでにインキュベートルームの計画が進んでいる
ようなので、地下室利用のあり方を検討する必要がある。当社はインキュベートルームやシェアードオフ
ィスを利用し、中小企業センタービルに拠点を設け、プロジェクト化して進めていくつもりであり、この
中で「コト作り」を通じて様々なプロジェクトを計画し、新しい異業種連携の形を提案していくつもりで
す。今後、自社プロジェクトとしてバッテリーを使用した直流システムについて開発を検討しているとの
説明があった。
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【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】
【第 173 回 日韓ビジネス協議会】
高橋 導徳
１． 日時：２０１６年６月２２(水) 午後３時３０分～５時１５分 協議会
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
〇会社紹介：和功通信工業（株）営業部 柏木 渉氏
・カストマＲＦフイルタ、高周波コンポウネンツ等の製造・販売（２０分程度）
〇韓日ビジネス商談会【部品素材/IT/電力】の報告
常陸興業（株） 取締役 増田明一氏
（２０分程度）
〇「エコノミスト」6 月号掲載の記事「サムスンについて」の紹介
ハイアールアジアＲ＆Ｄ（株）特別顧問 石田 賢氏
（１０分程度）
〇メイ講師：日韓産業技術協力財団 元専務理事 成田洋助氏 （４５分程度）
・タイトル「心にしみる韓国の名曲より」
要旨：日帝時代から近代までの代表的な歌を数曲選び、其々にまつわるエピソードに所感を
添えて紹介されます。その中で歌の紹介はカセットを使いテープと歌唱を行います。

７月は２７日（水）に開催する予定です。

【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」公募の結果
中小企業庁が公募していた「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」に応募していま
したが、その結果が先日発表されました。残念ながら、当 NPO は採択されませんでした。このため、来年に
再挑戦することを決めて新たな準備をすることにしました。なお、今年度は 240 件の応募があり 135 件が採択
されましたが、神奈川県からは僅か 6 件採用という結果でした。年々、競争率が高まっているように思われま
す。当 NPO としては、今まで「創業スクール」開催のために準備してきたことを活かして独自の「創業スク
ール」を開催することを決定し、近く、その内容を発表します。特にテーマをビジネスプランの作成と創業の
ための手続きに重点を置いた企画を考えています。
今年の 8 月頃、経営能力を強化し経営力向上を図ることを目的として新たに制定された「中小企業等経営強
化法」が公布されますが、この法律は、中小企業経営者自身が取り組まなければならないことが多々あります。
このため、今年度、当 NPO では、経営力向上に関するご相談や「補助金セミナー」
、
「会計セミナー」など中
小企業経営者のために役立つ活動を行って参りますのでご利用頂いて経営能力の強化に努めてください。
【相談及び問合せ先】E-mail：toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp
又は携帯：090-9130-0119
理事長 松井利夫
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【 川崎異業種研究会 】
川崎市商工会議所 桂 千香
＜４月定例会＞
４月１４日（木）午後６時より、川崎商工会議所会議室４にて、
会員１６名、オブザーバー１名の参加を得て開催した。今回は、
川崎信用金庫 業務部経営サポートセンター センター長松本好市氏
及び同センター中島太一郎氏を招き、
「最近の地域経済状況について」
をテーマに講演が行われた。川崎市の景況感、中小企業経営者から見た
平成２８年度の見通しについての説明、また地域金融機関に金融取引
以外にどのような支援を望んでいるか、アンケート結果や、同センター
の活動、支援内容、取り組みなども紹介された。
毎年、当研究会では、川崎信用金庫に「最近の地域経済動向」の講演を
依頼しており、具体的な事例や数値などが把握できると好評を博している。
その後、懇親会を行い、会員相互で活発な意見交換がされ盛会裏のうちに
終了した。
＜４月分科会＞
４月７日（木）午後６：３０より、高津市民館第４会議室にて、会員
６名、和光大学生９名の参加を得て開催した。今回は『社業紹介
松山商事株式会社』というテーマで、講師 松山商事株式会社 代表
取締役社長 金 春山氏による講演が行われた。
中国へ日本の高性能なネジやスプリングを輸出する商社である同社の
社業についての説明があり、大変興味深い内容であった。
その後場所を移して行った懇親会では、中国ならではの商慣習や、一人
で営業することの大変さについてより深く教えて頂き、おおいに盛り上
がった。

【松本講師の講演の様子】

【分科会の社業紹介の様子】

第 70 回 三浦半島経済人サロン報告
神奈川イグレン会員 平野和夫
第 70 回三浦半島経済人サロンが 5 月 18 日、神奈川新聞横須賀支社５階会議室で開かれ、15 人が聴講しま
した。話題提供「環境にやさしい土木資材」は武尊(ほたか)建設㈱代表取締役、内藤義和氏が行いました。
内藤さんは話題提供に先立ち、由緒ある、珍しい「武尊（ほたか）
」という表記を会社名に使った経緯を説明し
ました。内藤さんは「群馬県利根郡水上町藤原に武尊山の麓に日本武尊（やまとたけるのみこと）を御神体と
して、武尊神社（ほたかじんじゃ）が建立されております。昭和 63 年春に横須賀より武尊神社を尋ねて御緑
を頂き、平成元年 5 月有志と共に奥の院を寄進させて頂きました。同年 9 月会社設立に当たり武尊神社総代宮
司（故）林国治氏より社名に貸しても良いと承諾して頂きました」と説明しました。
本論に移り内藤さんは「メイン商品「ジオロック」は酸化マグネシウムが主成分で、自然にやさしい環境配
慮型固化剤です。土壌の固化、雑草防止、防草抑止材、泥濘化防止材、飛散防止用に開発された弱アルカリ性
固化材です。どのような土とも混合が可能、輻射熱によるパネルの温度上昇を抑止する、土に近い弱アルカリ
性などの特徴がある」と説明しました。
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さらに「砂質土、ローム土などの改良に使用されています。改良土壌は建設廃材にならず、重金属も含みませ
ん。道路路側帯、学校の校庭、盛り土側面、太陽光設置場所等、幅広く活用されています」と具体的な施工事
例について詳細説明をしました。
三浦の農家さんが参加者全員に新鮮なキャベツをプレゼントしました。

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

＜2016 年 7 月定例会＞
■日時 2016 年 7 月 12 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 303 会議室
■プログラム
１．講演「Google SEO」と「産業 Navi の歴史」について
Google 等のサーチエンジンにおけるロジック変化に合わせ、変わり続ける SEO 対策に対応してきた
産業 Navi１８年の歴史について、現製作スタッフと共に振り返り、今後の SEO 対策の変化とページ
作りを語ります。
講師：一般財団法人神奈川県経営者福祉振興財団 企画支援事業部 主任 産業 Navi 制作チーム
杉本雅春様
ホームページ制作歴は個人用途で２年ほど勉強し、企業向けページで１７年の計１９年。福祉振興
財団へ産業 Navi 事業開始から６年後の２００４年に制作スタッフとして入社。現在、神奈川県内の
商工団体系ページの制作・保守も担当。
２．参加者全員の自己紹介タイム （1 人 1 分間）
3．プレゼンタイム （限定３名、1 人５分間）
事業・製品・商品・サービス紹介やイベントのご案内など、自由にプレゼンしてください。3 名まで。
■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)
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日程

神奈川新産学公交流

西湘サロン

海老名サロン

三浦半島経済人サロン

第 72 回 サロン横浜

第 63 回

第 34 回

第 71 回

07 月 20 日（水）

0７月 12 日（火）

06 月 17 日（金）

07 月 20 日（水）

18:00～20：30

18：00～20：00

15：00～

18:00～

開場は 17:30～
場所

連絡先

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

神奈川新聞社

横須賀

ービル 6F 特別研修室

4 階会議室

ター２F 講義室６

支社 5 階会議室

横浜市中区尾上町 5-80

小田原市本町 1-4-5

海老名市下今泉 705-1

横須賀市小川町 21－9

（織方、篠原、坂本、

イグレン（吉池）

愛 賢司

堀込、芝、鶴野、西澤

木の話・・
「適材適所」の

「これからの事業の在

「ＴＲｉＡＳ社の戦略」

由来は木から

り方を考える」

（横須賀市二葉）

イグレン 織方 盛男

湘南マイホームサービス

変化の時代に今後の戦

栗田篤社長

参加費：1,000 円

㈱ 瀬戸衆平氏

略を考える Ⅲ

参加費：1,000 円

参加費:1,000 円

ディスカッション

杉本）
内 容

未定

会費：2,000 円

尾上町サロン・・・毎月 1 回、第一金曜日に開催。次回 07 月 01 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
梅雨の時期に入りました。季節の変わり目とも言える今月、政治の世界でも公職選挙法が変わり目を迎えています。
なんでも 70 年ぶりに改正されるその内容は 18 歳から選挙権を認めるというもの。これにより新たに約 120 万人の有権
者が増えることとなります。このことから、一部の学校では選挙に対する啓蒙活動として文部科学省から高校生向けの
副教材としてとても分かりやすく掲載されています。海外の選挙の様子なども見ることが出来ます
のでご興味がおありの方は覗いてみてはどうでしょうか？以下にアドレスを掲載しておきます。
文部科学省ホームページ： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shukensha/1362349.htm
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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