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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 17４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 

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況                           ･････････２、３                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

●  産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー              ･････････４ 

 
 

【 神奈川イグレンご案内 】 

 

＜神奈川イグレン総会のご案内＞ 

今年度の神奈川イグレン総会を下記の日程にて行いますのでよろしくお願いします。 

 

【日 時】 平成 29 年 6 月 27 日（火） 

 場所、その他詳細につきましては後日改めてご案内致します。 

 

 

 

「新事業・新技術支援フォーラム」(略称：戦略会議)リポートのご案内 

イグレン事務局 松井利夫 

 

第 51 回 「新事業新技術フォーラム」を５月２５日(木)の 14：00より特別会議室で開催します。 

「新事業新技術フォーラム」に関心のある方は、どなたでも自由に出席できます。事前の連絡は必 

要ありません直接会場にお越しください。詳しい内容についてのお問い合わせはイグレン事務局松 

井までご連絡ください。」会場は神奈川県中小企業センター６Fです。 

 

 

 

 

 

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 

TEL 045-228-7331   FAX 045‐228‐7331（TEL兼用） 
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         イグレン会員グループ・プロジェクト状況 

【 川崎異業種研究会 】 

川崎商工会議所  桂 千香 

＜３月定例会＞ 

 

 ３月９日（木）午後６時より、当所にて、会員１２名、オブザーバー３名、和光大学学生１３名、合計 

２８名の参加を得て開催した。 

 今回は、和光大学経済経営学部 小林猛久ゼミナールの２名の 

学生方により、「和光大学産学連携事例報告～農業の６次産業化支援を通じた人材育成の試み～」と題し、発

表が行われた。 

「６次産業化」とは、農林漁業の１次産業（生産）に加え、２

次産業（加工）、３次産業（販売）を一体的に展開することで新

たな付加価値を生み出し、農林漁業者等の所得向上や地域雇用

の創出を図る取り組みである。発表者は、大学のある麻生区岡

上という地域の中で、農業の衰退という面に着目し、農業の６

次産業化に取り組んだ。地元で栽培されている特長のある万福

寺人参を栽培から収穫まで行い、地元の洋菓子店とタイアップ

しケーキを作成、イベントや大学生協で販売した。またビール

会社と協力し、地元の果実や野菜を活用した発泡酒を作った。

実際に、作物の生産、加工、商品化、販売までを体験したから

こそ語れる、有意義な内容であった。発表後の質疑応答も活発 

に行われた。                                

【発表風景】 

 その後場所を移し懇親会を行い、終始和やかな雰囲気で親睦を深めた。 

 

                           

＜３月分科会＞ 

３月２日（木）午後６時３０分より、「株式会社 工苑」会議室にて、会員７名、和光

大学生３名の参加を得て開催した。 

今回は『６軸モーションベースとは』というテーマで、株式会社 工苑にて６軸モ

ーションベースの試乗会を行った。海上の波の動揺を吸収するために作られた 6軸モ

ーションベースに実際乗って操作し、揺れを吸収する技術を体験した。 

懇親会では、６軸の今後の新しい使い道などについて意見を交わした。 

 

    

                       

 

 

                                        【６軸ﾓｰｼｮﾝﾍﾞｰｽ試乗】 

＜川異研が 30周年＞ 

 5月 11 日、川崎異業種研究会(川異研)が 30 周年記念集会を川崎日航ホテルで開催しました。川崎商工会

議所山田会頭など、来賓や関係者など含めて 80人が参加、大変賑やかな内容でした。30年を写真と会員の

思い出で振り返るとともに、600頁の「機関紙のコピー集」が配布されました。イグレンが開催した川崎サ

ミットの記事も見受けられ、これ自体、神奈川の異業種交流を紹介する重要な資料集です。ジャズコンサー

トもあり、楽しい一日でした。(記、芝忠) 
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異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】 

 
有村 知里 

《2017 年６月定例会》 

■日時 2017 年６月 13日（火）18:30～20:20  懇親会 20:30～22:00 

■場所 ビジネス＆コミュニティ 横浜駅前オフィス セミナールーム 

        横浜市神奈川区鶴屋町２－２１－１ ダイヤビル３０３  

■プログラム 

講演    「現代の婚活事情と結婚相談所の役割」 

少子高齢化による日本経済の将来への悲観が巷間広がっておりますが、その原因の一つ

に晩婚化・未婚化があげられます。 

      今回は晩婚化・未婚化を統計的なデータで検証し、最近の婚活事情を振り返った上で、 

方策としての結婚相談所の役割、最新の仲人業の内容をご紹介します。 

   

講師 岩石貴彦様（結婚相談所リエール・代表、行政書士、証券アナリスト） 

20 年以上の銀行、証券会社でのサラリーマン生活を経て独立。 

    現在行政書士の個人事務所、教育関係企業、結婚相談所を経営。 

■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)  

 

 
 

   【第 182 回 日韓ビジネス協議会】  

高橋 導徳 

１．日時：2017年 5月 24日(水) 午後 3時 30分～5時 15 分 協議会後～6時 15 分迄 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．内容：  

◆ 韓国最大の「ランニングクラブ」日本支部の活動紹介 

      （株）成誌社 代表取締役 石橋健一氏 ・・・・・・（２０分程度） 

     ◆ 出席者全員の１分間スピーチ・・・・・・・・・・・・・・・（２０分程度） 

     ◆ メイン講師：日韓産業技術協力財団 元常務理事 タイトル：「日本の焼酎・韓国の焼酎」 

       要旨：焼酎は日本では根強い人気の酒、韓国では大衆に一番飲まれている酒である。焼酎の

歴史、種類、製法、日韓両国の焼酎の分布について紹介、併せて焼酎とくらし、日韓

の焼酎に合う料理についても紹介。                （４５分程度）  

    

http://shift21.jimdo.com/】
mailto:shift21info@gmail.com
tel:045
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 5月に入りました。最近、晴れの日（五月晴れ）は少ないですね。昨年同様こうしたぐずついた天気が続いた後、 

雨季に突入しそうな予感がします。皆さん、「五月晴れ」についてご存知ですか？実は私は勘違いをしていました。 

五月晴れというと梅雨の前のカラッと晴れた日の事を言うのだとばかり思っていました。 

実は五月晴れの 5月というのは旧暦の 5月を指すようで今の暦では 6月になるそうです。ですので元々梅雨の時期の雨

の合間の晴れの日の事を言うらしいです。梅雨の前の快晴の事ではなかったのですね。 

人生まだまだ勘違いをしている事が色々ありますね。（笑） 

 

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 

 

 尾上町サロン 西湘サロン 

第 69回 

海老名サロン 

第 40回  

三浦半島経済人サロン

第 76回  

日程 6月 02日（金） 

18:00～20：30 

 

07月 04日（火） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

日程は後日お知らせ 

15：00～ 

 

5月 18日 

18:00～ 

開場は 17：30～ 

場所 中小企業センター703 

イグレン事務局 

 

おだわら市民交流センタ

ーUMECO 

小田原市栄町一丁目 1 番

27号 

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 

（変更の可能性あり） 

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 イグレン イグレン（吉池） 愛 賢司 堀込、芝、鶴野、西澤 

内 容 参加費：1,000円 

 

 

「九転十起の会」設立 

「ヤオマサ」名誉会長・㈱

報徳農場 代表取締役 

田嶋 享氏 

参加費:1,000円 

会費：2,000円 「“まちづくり”の観点

から発想するよこす

か・三浦半島再発見」 

有限会社 中央設計 

相談役役 田中忠夫氏 

参加費：1,000円 

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

