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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 165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、 

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況                           ･････････３，４、５、６、

● お知らせ                             ･････････７                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

●  産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー              ･････････８ 

 
 

 

【 神奈川イグレンご案内 】 

 

 神奈川イグレンは現在夏季休暇中です。8月 18日（木）より通常業務に戻りますのでご了承ください。 

尚、急ぎの要件などありましたら芝までご連絡くださいませ。  連絡先：090-4222-5746 

 

＜ 学生と中小企業経営者が交流 ＞ 

 

8月 8日、福井県立大学経済学部経営学科山崎ゼミの研究発表会が横浜メディアビジネスセンター(横浜企

業経営支援財団 IDEC)で開かれ、同大学の学生が横浜の青年経営者会(㈱山喜・山崎一代表取締役代表)の前

で、中小企業の PR 戦略として 3 つのテーマで発表した。①社長を元気にするプロジェクト②動き出そう!

～新たな出会いのために～③広がる中商製造業の可能性。①は企業活動の中心が社長なので、それを補佐す

る社員の工夫として展示会やブランチデーなどを考察したもの。②は採用後すぐ離職してしまう「第二新卒」

と企業とのマッチングを推進する「連携協議会」を大学と共同で設置するというもの。③は商店街の空き店

舗に製造業の拠点を作り学生の往来を活発にするという構想。今回は 3 回目になりますが、例年以上に踏み

込んだ具体的内容となり、最終的には経営者から高い評価を得た②案が表彰された。経営者が 9人、福井の

学生が 25 人、関東学院大生が 24 人、IDEC その他が 8 人の合計 66 人など大変盛況であった。発表は主と

して 3年生が当たったが 4年生の支援があり、また 2年生が学生の大手志向の分析をしたポスターセッショ

ンを行うなど、2・3・4 年生が参加。更に卒業生 2 名も参加、山崎講師(関東学院大と兼務)の熱心な指導も

あり、高い水準の学生と中小企業経営者との交流となった。女性経営者 2人が女子大生に囲まれ人気となっ

た。翌日は会社見学会が行われた。「イグレンも後援団体に参加し、筆者も積極的に発言した。( 芝 忠 ) 

 

 

公益財団法人 横浜企業経営支援財団（IDEC） http://www.idec.or.jp/ 
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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。次回はスピーカーとして公益財団法人ＫＩＰ事業部経営支援課、中小企業診断士 浜野厚太郎氏をお

迎えし、下記の通り行いますですので、奮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 9 月 14 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 

 

 

【ゲストスピーカー】公益財団法人ＫＩＰ事業部経営支援課、中小企業診断士 浜野厚太郎氏 

＜ 演題 ＞ ： ドイツミッションの報告 

 
 

【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】  

 

【第 175 回 日韓ビジネス協議会】 

 高橋 導徳 

皆様に於きましては益々ご清栄の段心よりお喜び申し上げます。 

やっと遅い入梅明けになりました。これから猛暑が続きますが熱中症に御留意ください。 

  さて８月度は恒例の工場見学および暑気払い会を下記の通りの開催いたします。  

   

１．日時：2016年 8月 26(金) 午後 2 時集合  会費：1,000 円、暑気払い会は実費精算。 

（大船駅近くのお店で開催）                

２．集合場所：ＪＲ大船駅：北口改札前（横浜寄り） 

（バスターミナルから鎌倉女子大前下車：６～７分程度） 

＊高橋ＴＥＬ：０８０－３１７１－４０６９ 

３．工場見学：（株）鎌倉ハム富岡商会  http://www.kamakuraham-tomioka.co.jp/about/ 

          鎌倉市岩瀬９６１番地 ＴＥＬ０４６７－４７－８６４７（担当：ジョさん 徐超香） 

４．見学内容：歴史資料館、工場見学施設案内、試食および質疑応答 約６０分程度 

   

尚、一週間前に参加者名簿を提出するため、遅くも８月１９日（金）までに参加の連絡をお願い 

致します。 

 

 

 

http://www.kamakuraham-tomioka.co.jp/about/
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  異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】 

＜2016 年 9 月定例会＞              有村 智里 

視察研修会のご案内 

北関東のいい会社を見よう♪  

面白企業「ばんどう太郎」創業者講演 と「ココ・ファーム」の視察（9月 11～12日） 

 

  シフト 21の視察研修会は毎年１回１泊２日で実施しています。毎回２社程度、優れた経営を実践され

ている企業を視察しています。 ＜視察研修会のメリットは次のとおりです。＞ 

 １）個人では訪問が難しい企業、お会いすることが難しい経営者でも、グループであれば視察が可能であ

り、社長様の生の声を聴くことができる 

２）お客様に支持され、社員が活き活きと働いている優良企業の視察を通じて、自社お事業に活かす 

 ３）自分だけでなく、複数の視点で見て意見交換することで、理解がより一層深まる 

 ４）バスで移動する車中の交流により、参加者相互のネットワークが広がる 

 実際に視察研修会参加がきっかけになり取引が始まった例もあります。途中に立ち寄る話題のスポットや

おもてなしが参考になる宿泊先など、随所に楽しみがあり、有意義な視察研修になっています。 

 これまで 9回ほど実施し、毎回高い評価をいただいています。ゲスト参加大歓迎です。お気軽にご参加く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【概要】 《ここがポイント！》 

➀ ばんどう太郎 （茨城県古河市） http://bandotaro.co.jp/index.html 

創業者・代表取締役会長 青谷洋治様から、直接お話を伺います。 

・平均客単価 1,400円と高価格ながら、成長を続ける異色のファミレスチェーン 

・女将さんが要。 非効率経営で家族の心をつかみ、『３世代全員が満足する居心地が良い店作り』  

・「カンブリア宮殿」でも紹介された“幸せ日本一企業”従業員をやる気にさせるファミリー経営 

② ココファーム・ワイナリー （栃木県足利市）  http://cocowine.com/ 

・知的障害者更生施設（こころみ学園）の利用者の自立を目指し栽培を始めた葡萄 

・その葡萄を使ったワインは、サミットの晩さん会でも提供された 

 

その他 ●話題の地下空間「大谷資料館」見学 http://www.oya909.co.jp/ 

●宇都宮餃子を一気に楽しめる施設「来らっせ」で餃子の食べ比べ 

              http://www.gyozakai.com/society/kirasse.html 

●旅館所属の地元ガイドの案内で益子の町を巡る＆宿泊は益子温泉 

http://shift21.jimdo.com/】
http://bandotaro.co.jp/index.html
http://cocowine.com/
http://www.oya909.co.jp/
http://www.gyozakai.com/society/kirasse.html
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【 概 要 】  

◆日 時 ： 2016年 9月 11日（日）～12日（月）横浜駅西口 午前 7時 50 分集合 8時 00 分出発 

◆見学先・行程 ：別紙行程をご覧ください  

◆宿泊先：益子温泉「益子舘 里山リゾートホテル」 http://mashikokan.jp/ 

◆料金 （バス代、１泊４食付、飲み物代、旅行保険込み） 

  会員の方    28,000円  ゲスト参加の方  30,000円  ※料金は事前にお振込みいただきます。 

◆お申込み期限  8月 31日（水）  

  下記に記載して、メールでお申込みください。 shift21info@gmail.com 

---------------------------------------------- 

 氏名（ふりがな）：     （     ） 

 会社名 ： 

 役職名 ： 

 業種  ： 

 ご住所 ： 

 携帯番号： 

  メールアドレス ： 

 年齢  ：   歳 （旅行当日の年齢。保険加入のため必要です） 

----------------------------------------------- 

◆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 

 
 

【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】 

ＮＰＯ理事長 松井利夫  

   「中小企業等経営強化法」の説明会開催のお知らせ 

 

先月号で「中小企業等経営強化法」が７月 1日に施行されたことをお知らせしました。この法律は、生産

性が低迷し人材確保や事業の継続的発展に懸念がある中小企業･小規模事業者等の生産性の向上(経営力向

上)を図るため、国が「事業分野別指針」を策定し、その指針に沿って中小企業･小規模事業者等が「経営力

向上計画」を作成し国の認定を受ければ、税制や金融支援等の措置が受けられる法律ですと説明しました。 

そこで、もっと解りやすく知りたいというご要望に応えて、下記の要領で「１時間で解る中小企業等経営強

化法」の説明会を開催することにしました。この法律が、中小企業･小規模事業者等の及ぼす影響や「経営力

向上計画認定申請書」の書き方などを中心に解りやすく簡潔にご説明します。是非、ご出席くださいますよ

うご案内申し上げます。 

(詳しくは添付しました開催案内をご覧ください。) 

                 記 

 １．開催日時  平成２８年８月２９日(月) １５：００～１７：００ 

２．会  場  神奈川中小企業センタービル ６階 特別研修室 

  ３．対  象  中小企業経営者・管理監督者 

   ４．受 講 料  無料 

  ５．講  師  中小企業診断士 松 井 利 夫 

 【申込・問合せ先】NPO C&S 経営支援協会 

           TEL/FAX : 045-845-1566 

                   toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 
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【 第 71 回三浦半島経済人サロン 報告 】 

会員 平野和夫 

 

 

第 71 回三浦半島経済人サロンが 7月 20日、神奈川新聞社横須賀支社ビルで開かれ、株式会社TRiAS 

（トライアス、横須賀市二葉２丁目）の栗田篤社長が「ものづくりを基盤にこれからの『ことづくり』を目

指す」と題して講演しました。 

栗田さんによれば、社名「TRiAS」はラテン語の数字「３（tria）」に複数の意味のSを加えた造語で、 

小文字の「i」は「identity」を意味するそうです。加えて会社の内容について、フィールド（場）を提供

し、集まる様々なプレイヤー（企業、団体・研究機関・個人など）が持っている「経験・技術・知識・設

備・実績など」を共有した上で、我が国の高い技術力を支える中小企業・研究機関などをプロジェクトご

とに機能的に連携させて仮想企業体を構築することによりスピードと実現力を確立すること」と説明しま

した。次々に新たな事業を創出し紹介することです。 

「モノがあふれている現在、モノが欲しいというニーズが多様化し、製品から得られる 

「ものがたり」（したい、なりたい、欲しいなど）が求められている。それがコトづくりである」と話しま

した。それは単に優れた製品を作るだけでなく、コンセプトやストーリーなどの高い付加価値のある製品

を作ること、そのような付加価値を創出することである。 

栗田さんの課題意識として「もったいないでは終わらせない」⇒「知識と技術で「想い」を形にする」

があります。「アイディアはあるが形にならない。技術はあるが突破口が見えない」場合、技術・経験の滞

留・消失、機会損失の拡大につながるので、「知識・技術・発送・根拠の集約、世代と業界を超えた協働」

「具現化した価値を世界へ発信、新しい付加価値の創造」につなげます。 

県内の複数の異業種連合体を束ねる「神奈川県異業種連携協議会」の協力を得て、傘下の中小企業経営

者、中小企業診断士、弁理士、税理士などと連携して進めます。国立大学・研究機関などとの連携も視野

に入れます。この結果、自分の領域と他者の領域が重なり、自分の領域が広がるメリットがあります。 

「神奈川中小企業センタービルの地下室にインキュベートルームとして拠点を設け、プロジェクト化して

進めていくつもりであり、ここで「コトづくり」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きます。バッテリーを使用した直流システムの開発など複数の事案を検討している」

と話しました。 

同社が発信するプロジェクトとして、ドローンの新しい使い方、 

エネルギー循環（SVO(植物油)で動く発電機の事業化）、直流でも 

交流でも使えるハイブリッド（電気エネルギーの効率的利用）、 

ウェアラブル・グラスコックピット（現場のニーズ、先端技術活用） 

などを挙げました。今後の進め方の一つとして、栗田さんは「溶融 

塩を用いた高度な蓄熱技術が注目されており、熱媒の開発と合わせて 

部材も高度化を求められる」としています。 

 

      ＜写真： ドローンの活用について語る栗田社長 ＞ 

 

芝忠・イグレン専務理事は「栗田さんの若さ、行動力、企画力に期待したい」と語りました。 
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【 川崎異業種研究会 】 

川崎商工会議所  桂 千香 

  

＜６月定例会＞ 

  ６月９日（木）当所にて、会員８名、オブザーバー３名、学生５名の参加を得て開催した。今回は和光

大学 経済経営学部教授 加藤 巌氏を招き、「経済学でTPP を考える」と題し講演が行われた。 

 講師の、海外での豊富な実体験もまじえて、データを示しながらわかりやすくTPP問題の解説がなされ、

参加者は熱心に耳を傾けた。 

 講演後は懇親会を行い、講師も参加し、終始和やかな雰囲気で親睦を深めた。 

 同テーマについては、９月定例会にて「農業的視点から」の講演を行う予定。 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

                                   

 【講師の加藤氏】 

           【講演風景】 

 

＜６月分科会＞ 

６月２日（木）午後６：３０より、「中原市民館」第２会議室にて、会員７名、和光大学生８名の参加を得て

開催した。 

今回は「ストレスチェック説明会＆ストレスをためないコミュニケーションの体験」というテーマで、 

講師 セルフ・カウンセリング普及協会 桜井氏、吉田氏、河上氏による講演が行われた。 

ストレスチェックが企業に義務付けられている現在、ストレスチェックのあり方について、寸劇仕立ての部

分もありわかりやすく講演いただいた。 

その後場所を移して行った懇親会では、ストレスチェックの大変さなどを、より深く教えていただきおおい

に盛り上がった。 

 

 

 

 

 

【６月分科会講演の様子】 
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                 【 お知らせ 】 

 

かながわビジネスオーディション 2017 ビジネスプラン募集開始  

 

＜ 募集期間 ＞   2016 年 8月 1日（月）～31 日（水）  

【 応募資格】  

＜ 基本要件 ＞ ①中小企業者または個人 

 ②創造的・革新的なビジネスプラン 

 ③計画作成段階から事業開始段階までの事業ステージ 

 ※その他の要件など、詳しくはビジネスオーディション 2017のホームページでご確認ください。  

＜ 応募費用 ＞  無料  

 ＜ 応募方法 ＞  応募申込書を公式ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入の上、E-mail に

て申込みください。 詳細は、ホームページをご覧ください。  

          http://www.kipc.or.jp/ba2017/  

 

＜ お問い合わせ先 ＞   かながわビジネスオーディション実行委員会事務局 

 TEL：045-633-5203    E-mail: b-audition@kipc.or.jp 

 
 

  

          神奈川県ものづくり技術交流会のお知らせ 

 
＜ 開催日 ＞ 平成 28年 10月 26日（水）～28日（金） 

＜ 会 場 ＞ 神奈川県産業技術センター  海老名市下今泉 705－1 

＜ 発表分野 ＞ 口頭発表・ポスター展示 

10月 26日（水）ロボット技術、機械設計・加工・材料関連技術、切削加工技術 

         10月 27 日（木）電子デバイス技術、エレクトロニクス実装技術、磁気関連技術 

                 高周波及び電子応用技術、情報・生産システム技術 

         開催期間中、ロボットやデジタルものづくり関連技術をはじめ、様々な技術分野で開発

された新規性を有する技術・製品・試作品、デザインを活用した商品などを展示してい

ます。詳細は神奈川県産業技術センターの神奈川県ものづくり技術交流会のホームペー

ジをご確認ください。 

         https://www.kanagawa-iri.jp/researchresults/exchange_meeting.html 

 
 

＜イグレン新規会員情報＞ 

 
  企業会員 ・・・ アイコンテクノ株式会社、株式会社サムシステム、協立電機工業株式会社、 

豊光エンジニアリング株式会社 

個人会員 ・・・ 堀込孝繁氏（横須賀市産業振興財団事務局長） 

 荒井良子氏（荒井良子社会保険事務所） 

鈴木稔氏 

サポーター・・・ 渋谷秀昭氏 

 

 

http://www.kipc.or.jp/ba2017/
mailto:b-audition@kipc.or.jp
https://www.kanagawa-iri.jp/researchresults/exchange_meeting.html
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尾上町サロン・・・毎月 1回、第一金曜日に開催。次回 09月 02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 

 

 暑い日が続きますね。オリンピックも柔道、体操、水泳などメダルラュシュで熱い戦いが繰り広げられています。 

4 年間この日のためだけに頑張ってきた選手。そこには熱い思いが無ければ到底続きません。何のためにやり続けるの

か何故やるのか・・・相当な精神力とメンタルに打ち勝つだけの心が必須です。次回のＴＯＫＹＯオリンピックは新し

い選手も出てくるでしょうし現役選手もそれに焦点を合わせてくるに違いなく、日本国中が 

盛り上がること間違いなしです。このオリンピックは日本を世界にアピールする絶好の機会。 

企業もオリンピックをはじめ、その後を見据えた動きが活発化するでしょう。熱い思いをいつまで

も。頑張れニッポン！！ 

 

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 73回 サロン横浜 

西湘サロン 

第 64回 

海老名サロン 

第 35回  

三浦半島経済人サロン

第 72回  

日程 09月 21日（水） 

18:00～20：30 

 

09月 13日（火） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

08月 23日（火） 

15：00～ 

 

09月 21日（水） 

18:00～ 

開場は 17：30～ 

場所 横浜市中区尾上町 1-6 

横浜関内ビル B1 

 

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 

絵本は哲学書 ～絵本か

ら生き方を学ぼう～ 

株式会社 Cube-up 代表取

締役社長  内田由美 氏 

 

参加費:1,000円 

「家族経営からの脱却」 

ニイガタ株式会社 

代表取締役 

渡辺 学 氏 

会費：2,000円 

未定 

参加費：1,000円 

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

