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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 180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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

●  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 】 

                           イグレン広報：宗和 

 『 異業種交流・連携で切り拓く新たな挑戦 』と題し、第 2回イグレン事例発表会を 2017年 11月 

1 日(水)、神奈川中小企業センター６F 大研修室にて行い、6名の方にご登壇頂きました。 

 

① 健康で長生きする紅茶の飲み方とドライフーズの紹介 紅茶専門店コージュ㈱ 速石敏雄氏 

② 防災用蓄光製品の様々な利活用 シーエー㈱ 松井隆氏 

③ 補助金を活用してモーター修理の一大革命を目指す。協立電機工業㈱ 藤本俊実氏 

④ 非破壊検査による構造物杭の長さ・クラック検査と営業活動 ㈱テクノコンサルタント関東営業所長 

                                       石川常夫氏 

⑤ 明るいプラスチックの会の理念と運営…プラスチック関連中小製造業の新たな挑戦 

                       ㈱テクノラボ 林光邦氏代理・イグレン芝忠 

⑥ 微生物を利用した有機野菜作りと地域活性化の取り組み テーブル・ホーンズ㈱  

代表取締役 森慎太郎氏 

 

① トップバッターは速石さんで紅茶の生い立ちや効能、種類についての話をドライフルーツ片手に実際に

試飲をしながら聞きました。紅茶にかける情熱や意気込みをひしひしと感じる内容で勉強になりました。 

② 次にシーエー㈱の松井さんからの話で現在都庁をはじめ様々なところに納入されている地面設置型のも

のを入れて 15年になるそうですがその効果は良いようです。 

③ 協立電機工業㈱の藤本氏によるとモーター軸のブレを計測するバランスマシンを今まで外注していたが

自社で開発をするという部分で補助金を活用しながら進めていく事で作業の効率化が図れるようになる

との事。 

④ 石川さんからはマンション建設を支える地中杭の長さやクラックを非破壊で測定できる『高周波衝撃弾

性波』による事例を説明。最近は国土交通省の依頼による横浜港岸壁下の杭の測定を行っている。 

クラックに話題のヒアリが住んでいる可能性もあるとの事。 
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⑤ 「明プラ会」は海外に移管されるプラスチックの製造・加工の業界動向のなかで、3 年前神奈川・東京・

千葉の若手経営者 17人で「将来を考える会」として設立、3月に一回開催。共同ホームページを作成し

ている。 

⑥ テーブル・ボーンズ㈱さんでは露地栽培でも既存の水耕栽培ではなく、大豆かすなどを有機肥料として

活用、空き店舗にも活用可能な微生物利用の屋内栽培システムの話があった。 

 

この事例発表会はイグレンが支援して、連携先を探究している様々な分野の実践的事例について報告を

しています。今回は第 2回目の発表会でした。次回は来年 2月を予定しています。 

 

 事例発表会の感想を増田辰弘（イグレン顧問、元産能大学教授)より頂きましたので皆様にもお知らせしま

す。「昨日は次の予定があり、少し早めにも帰らせていただきました。久々にイグレンの行事に参加しました

が、官のにおいが薄れ、民のにおいが強くなってきた感がいたしました、進化ですね。 

           

      「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 

 

 今月号はありませんが次回第 55回「新事業新技術支援フォーラム」は 11/16(木)の午後２時から 

神奈川県中小企業センター6 階大研修室で開催します。フリーで参加出来ますのでお時間のある方は 

お越しくださいませ。 

 
 

イグレン会員グループ・プロジェクト状況 

 

【第 188 回 日韓ビジネス協議会】 

高橋 導徳 

１．日時：２０１７年１１月２７日(月) 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 会費：１，０００円、 

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 

    ○企業紹介：紅茶の飲み方とドライフーズの食べ方 コージュ株式会社 代表取締役 速石敏雄氏   

    ○最近の韓国訪問報告  (株)成誌社 代表取締役 石橋健一氏  

    〇メイン講師：  

      日韓産業技術協力財団 元常務理事 山崎 弘氏  (４５分程度)    

      タイトル：春画の世界 

        要旨：春画は近年大英博物館や永青文庫などで大規模に展示され、注目を集めている。 

           もともとは中国の医学書の名で房中術の解説書として日本に伝えられた。 

           日本では平安時代初期からはじまり、江戸時代に風俗文化として春画、艶本が 

           流行った。多くの絵師たちが競って肉筆画、木版画を制作した。 

           特に特に木版画による複製手段の発達により、大量生産ができ、一般に広まった。 

           またロダン、ロートレック、ピカソなど西洋の画家にも大きな影響を与えた。 

           春画の歴史、種類、絵師、による代表作、市民の生活などについて紹介される。 

 

来年の１月度は新年会を兼ねて１月２４日(水)に開催の予定です。 
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異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】 

 有村 知里 

 

 

作り続けられる分譲マンションストックの課題、これからどうする？ 

 

《2017 年 12 月定例会》 

■日時 2017年 12 月 12日（火）18:30～20:15  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 ： 分譲マンションストックの課題 

    人口減少、超高齢化、建替え困難な老朽化、空家問題の顕著化、それでも造られ続けるマンション。

防災、高齢化対策、子育て環境整備がマンションに求められる中、外国人の投資買い、民泊等、新

たな課題がマンションを襲います。現状の課題を整理し、対策を考えます。 

講師 ： マンション総合コンサルティング（株）代表取締役 廣田信子様 

 一級建築士、マンション管理士 

（公財）マンション管理センター主席研究員（現参与） 

マンションコミュニティ研究会代表 

     住宅新報 コラム「マンション管理応援歌」連載中 

書籍 「2020 年マンション大崩壊から逃れる 50の方法！」（宝島社） 

 

■ゲスト参加費 

    参加が初めての方  ：定例会 無料     / 懇親会 1,000 円 

    参加が 2・3回目の方 ：定例会 1,000円 / 懇親会 実費（3,000 円程度） 

※  4回目以降のご参加は定例会費として 4,000 円をいただきます。 

 

 

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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「第 78 回三浦半島経済人サロン」 

会員 平野和夫  

 

9月 19日、神奈川新聞横須賀支社 5階で開か

れ、ソフトウェア開発・HP 作成・パソコン教

室・キャリアコンサル業務などの（株）ティー・

エムシー（市内追浜）、千葉理恵子専務取締役

が「多様な価値観が生まれる現在、”キャリコン”

による人材育成は企業発展の原動力」と題して

講演しました。千葉さんはキャリアコンサルタ

ント、専務として千葉直樹社長を補佐する傍ら、

横須賀商工会議所女性会役員、横須賀の若い人

材を横須賀の力で育てる「キャリア教育応援団

（よこすかキャリア教育推進事業）」活動、神奈川県情報サービス産業協会常務理事、などの活動を 

こなしています。この日はご一緒に登場しました。 

 

千葉さんは「キャリアとは」「キャリアコンサルティングとは」「企業内での活用」「個人の効果」「企

業の効果」などについて、詳細に話しました。その上で、「ITの進化により生活は格段に便利になった

が、その反面、人間関係の複雑化・希薄さ問題が発生れ、多様な価値観への不適合・心の病など新しい

課題が出てきた。これに対応できるキャリアコンサルティングが必要」として、キャリコンの重要性を

アピールしました。「今の人は出世・給料アップはしなくてもいい、地方・海外転勤はしたくない」「定

時に退社、週末は休みたい」といった、一昔前には考えられない事態が起きているとも報告しました。

企業がキャリコンサルティングを活用する効果として、「社員との信頼関係構築・社員が抱える課題把

握」「社員自らの課題気づき・自発的な職業能力の開発取り組み促進」「自立型人材育成に効果的」など

を挙げました。 

 

「人間の本質を学問の世界」から知るために、短大卒業後保育士になった千葉さんは、42歳で慶応、

聖心など大学に入り直し「認知行動療法」「性格心理学」などを学び、キャリコンの仕事に役立たせま

した。千葉さんは「働く皆さんが意欲的に自立し、自分の役割を自覚、成果を挙げれば会社の利益向上・

発展につながる」とまとめました。 

 

「会社からキャリコンを受けろと指示されたサラリーマンは、自分に大きな問題があるのかと委縮しな

いか」「貴社でコンサルを受ける場合、費用はどのくらいかかるか」などの質疑応答がありました。費

用について、千葉さんが人数・時間などを勘案してある額を提示しましたが、某社長さんは是非お願い

したいと発注しました。 

 

 

次回は三冨染物店 7代目、三冨由貴氏    

11月 21 日（火）18時、「観光客を対象 

とした伝統技術体験と観光土産品販売事 

業」のテーマで講演します。 
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【 川崎異業種研究会 】 

川崎商工会議所  桂 千香 

＜９月定例会＞ 

 ９月１３日（水）当所にて９月定例会を開催した。会員１６名、オブザーバー３名、和光大学学生３名

の参加を得た。講師には、和光大学 経済経営学部教授 原田 尚幸氏を迎えた。スポーツビジネス、ス

ポーツマーケティングがご専門の講師が、「東京オリンピック後を考える～ロンドン、ブラジルの事例を

踏まえて～」と題し講演が行われた。 

 日本オリンピックプロジェクトメンバーでもあった講師ならではの視点から、東京オリンピックが抱え

る課題について考察された。 

 具体的に、過去にオリンピックを開催した国について、開催前後のＧＤＰの変遷や外国人観光客の推移

について、データを示しながら説明された。そのうえで、オリンピック開催翌年の景気は要注意であるこ

と、外国人観光客を対象としたビジネスを視野に、ＨＰや国内施設等の外国語表記の重要性、また海外投

資家の動向も興味深い視点であることなどが語られた。 

 そして、東京オリンピックは後世に何を残すのか、大会をきっかけにどんな日本になっていくべきか、

課題を投げかけられた。 

ＩＯＣでは２０２４年、２０２８年の開催国を同時発表という異例な発表を行った。オリンピックがどう

いう状況にあるのか、参加者は興味深く耳を傾けた。 

その後の懇親会は、講師の原田教授も参加いただき、終始和やかな交流会であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

【熱心に耳を傾ける参加者】                  【講師の原田氏】 

 

＜９月分科会＞ 

 ９月７日（木）、午後６時３０分より中原市民館第１会議室にて、９月分科会を開催した。会員３名、

和光大学生４名の参加を得た。 

 今回は、「大人向けマジック講座」というテーマで、マジシャン指江彬氏に講義いただいた。指江氏は、

和光大学卒業生で、現在川崎や久喜にて活動している若手マジシャン。当会３０周年記念祝賀会ではテー

ブルマジックを披露、祝賀会を盛り上げていただいた。 

講座では、カレンダーやスプーンを使ったマジックを用いて、 

通常とは違った視点の使い方について説明いただき、参加者 

は大変興味深く耳を傾けた。懇親会では、よりわかりやすく 

トリックの使い方や簡単な輪ゴムを使ったトリックなどを教 

えて頂き、終始和やかな懇親会であった。 

 

 

【講師の若手マジシャン 指江彬氏】 
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 皆さんこんにちは。総選挙からしばらく経ち、政治の世界もとりあえず少し落ち着いてきた状況です。半ば強硬に行

われた選挙でしたが、日本を取り巻く状況を考えるとこのタイミングでしか出来なかったのかもしれません。 

何はともあれ安心できる国づくりに向けて始動してもらいたいものです。国防という現実の問題と戦闘という問題のは

ざまで揺れる北朝鮮。それに対してアメリカは対話政策を模索しています。こんなにも態度が変わるところを見ると個

人的にはやはりトランプ氏もやり手の経営者だという印象を受けます。やり手の経営者とガッツリ組んでいきたい安倍

総理。今後の行方に注目です。安全保障の問題は急務ではありますが一歩間違えると巻き込まれてしまう危険性をはら

んでいます。日本は安全であるという神話はそろそろ曲がり角に来ているのかもしれません。私達一人一人が関心をも

って政治に注目すべき時が今目の前に来ているのではないでしょうか？ 

 

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 72回 

海老名サロン 

第 42回  

三浦半島経済人サロン

第 79回  

日程 12月 01日（金） 

18:00～20：30 

 

01月 16日（火） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

11月 24日（金） 

15：00～ 

 

11月 21日（火） 

18:00～ 

開場は 17：30～ 

場所 神奈川中小企業センタ

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 

神奈川中小企業センタ

ー 6階 大修室 

横浜市中区尾上町 5-80 

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（芝） イグレン（吉池） 愛 賢司 堀込、芝、鶴野、西澤 

内 容 自由に語らう 交流 

参加費：1,000円 

 

 

「芦ノ湖の水を早川へ流

そう！」（早川第 2弾） 

早川流域環境懇談会代表 

勝俣 正次氏 

参加費:1,000円 

「アメリカ経済の現状」 

昭和女子大教授、ｺｰﾎﾟﾚｰ

ﾄｼﾁｽﾞﾝｼｯﾌﾟ取締役 

今井 章子 氏 

参加費：2,000円 

「観光客を対象とした

伝統技術体験と観光土

産品販売事業」三富染物

店７代目三冨 由貴氏 

参加費：1,000円 

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

