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２０１８年７月号 

イベントのお知らせ 

 第４６回  海 老 名 サ ロ ン 

日 時 ８月３１日(金) 午後３時より 

場 所 神奈川中小企業センター6 階大研修室 （JR関内駅徒歩約３分） 

内 容 

①「わが社の現状とプレス技術」  

      （株）秋元精機工業 専務取締役 秋元直人 氏 

②「ものづくり補助金の必勝ポイント～採択をリアルに事業化に活かすには」 

       さがみはら表面技術研究所 須藤理枝子 氏  

③「第１回ものづくり交流・政策研究会（７月２７日開催）」報告  

       神奈川県異業種連携協議会事務局  

参加費 参加費３，０００円～３，５００円（交流会費込み） 

 
皆さんの参加をお待ちしています。 

 
 

今月のコンテンツ 

1. 川異研通信 ４月定例会の報告….………………………………….……...２ページ 
2. 35 回神奈川県異業種連携協議会（イグレン）定期総会 報告….……...３ページ 
3. NPO 法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会  
「経営支援講座」と「起業支援講座」開催のお知らせ！........................４ページ 
4. 編集後記【閑中閑話】.......................................................................５ページ 

 巻末 第４６回「海老名サロン」のご案内 
  「経営支援講座 2018」のご案内 
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 川異研通信  

4 月定例会 

 ４月１２日（木）午後６時より、当所にて会員１１名、オブザーバー３名の参加者を得て

４月定例会を開催した。 

 今回は、当会オブザーバーである川崎信用金庫 業務部経営サポートセンター センター

長前田良賢氏と調査役朝井亮介氏を講師に迎え、「中小企業の事業経営上の課題と解決策」を

テーマに講演が行われた。 

 先に前田氏からは、同金庫が地元の中小企業

に対して行ったアンケート調査結果「コミュニ

ティーレポート」に触れながら、また金融庁が

発表した地方銀行の抱える課題をまとめた報告

書についても例にあげ、今日の金融機関の状況

について話された。そして、お客様に寄り添い

ながらサポートしていく事の重要性を強調され

た。アンケートの中で、中小企業経営者から見

た平成 30年の景気見通しの調査によると、自社

の業況が「すでに上向いている」と答える企業もある一方、今後の業況の改善見通しが立たな

いと答える企業もあり問題点を投げかけた。その他、大手

企業と中小企業の景気影響の受け方の違いや、売上が伸び

ている反面利益が出ていないという面など、川崎の特徴が

あげられた。最後に長い目で見て、今後を予測し考える重

要性が語られた。 

続いて朝井氏からは、地域経済の動向、地元中小企業の

事業経営上の問題点と解決に向けた同金庫の取り組みにつ

いて説明された。具体的な事業者の声や相談事例と解決

策、各支援機関との連携例など、分かりやすく紹介され

た。川崎市産業振興財団、川崎市、川崎信用金庫、当所の

【講師の前田氏】 

【講師の朝井氏】 
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４社連携による「中小企業者の事業承継支援に関する連携協定」を締結したことにも言及さ

れ、オール川崎で事業承継をサポートする旨説明された。 

参加者は熱心に耳を傾け、新年度最初の定例会は、好評を博した講演会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 第 35 回神奈川県異業種連携協議会（イグレン）定期総会 報告 

愛 賢司 

6 月 22 日午後、第 35 回神奈川県異業種連携協議会（イグレン）定期総会と特別講演が神奈川中

小企業センター大研修室で開催されました。 

総会は 20 名の方が参加され、金究武正議長の進行で神奈川産業振興センター事務局長髙橋正氏

より来賓挨拶をいただいた後、芝忠専務理事より、①平成 29 年度事業報告・決算報告、②平成 30
年度事業計画案・予算案、③平成 30 年度役員案等の報告が、また小林巽監事より平成 29 年度会計

監査報告があり、イグレンの今後の活動にとって最重要の課題である財政問題について、30 年度に

ついては、会員の皆様に 1 口以上の追加納付をお願いする提案も含め、全議案が全員一致で承認さ

れました。 

 総会終了後、休憩をはさんで、第 3 回宇宙開発利用大賞で総理大臣賞を東京大学中須川真一教

授とともに受賞された、イグレン会員の有限会社オービタルエンジニアリング社長山口耕司氏によ

る「日本初の超小型衛星による宇宙開発・利用の可能性と展望」に関する特別講演があり、2３名

の参加者が熱心に聴講し活発な質疑が行われました。 

 講演会終了後 16 名の参加で交流会が和やかに開催されました。 

【熱心に聴く参加者】 
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 NPO 法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会 

理事長 松井利夫 

「経営支援講座」と「起業支援講座」開催のお知らせ！ 

イグレン加盟の「NPO C&S 経営支援協会」では、毎年、横浜市経済局、日本政策金融公庫、横

浜信用金庫の後援並びにイグレンの協賛を得て創業・起業を目指す方を対象に「起業支援講座」を

開催しています。今年度は、さらに「経営支援講座」を加えて中小企業・小規模事業者を対象に下

記の要領でセミナーを開催することが決まりましたのでお知らせします。イグレン会員の団体、企

業並びに個人の皆様のご出席をお願い申し上げます。詳しくは、添付のチラシをご覧ください。 

記 

１．「経営支援講座」 

  〇講座内容と開催日は次の通りです。 

    ①リスクに強い会社づくり：８月 ３日（金）14：30～17：00 

    ②雇用助成金にチャレンジ：８月２４日（金）14：30～17：00 

    ③人手不足時代の働き方 ：９月２８日（金）14：30～17：00 

   ④財務会計：１０月中、⑤生産性向上：１２月中、⑥補助金活用：来年３月中 

  〇会場は横浜信用金庫アネックスビルです。(横浜市中区尾上町 2-17) 

  〇参加費は各講座 1,500 円です。 

 

２．「起業支援講座」 

  〇講座内容と開催日は次の通りです。 

   ①ベーシック講座  （第一日目）：９月 ８日（土）13：20～16：50 

              (第二日目)：９月１５日（土）13：20～16：50 

   ②ステップアップ講座（第一日目）：１１月中（未定） 



神奈川イグレンニュース 第１８８号 平成３０年７月２５日発行 

 

5 

（第二日目）：１１月中（未定） 

（第三日目）：１１月中（未定） 

  〇会場は波止場会館(横浜市港湾労働会館)です。(横浜市中区海岸通り 1-1) 

  〇参加費は①ベーシック講座 3,000 円、②ステップアップ講座 4,500 円です。 

 

 

 

 編集後記【閑中閑話】 

 連日、熱中症に関する報道が相次ぎますが、他人事ではないので、異常

な猛暑の中、皆様くれぐれも熱中症対策に注意してお過ごしください。

（愛） 

 

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】 休業  

神奈川イグレン事務局 

〒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 

T/F 045-228-7331   URL：http://www.kanagawa-iguren.com 

Mail：iguren@kanagawa-iguren.com   

【問合せ・申込み先】 NPO C&S 経営支援協会 松井 

TEL/FAX：045-845-1566 E-Mail：toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 



第４６回海老名サロン開催要領 

I．日 時 ８月３１日(金)午後３時より 

Ⅱ．会 場 神奈川中小企業センター６階大研修室 

（横浜市中区尾上町５－８０） 

 ＊根岸線「関内駅」北口改札口右側出て、線路沿い桜木町駅方面徒歩 4分 

Ⅲ．進 行 (時間配分は質疑も含む目安です) 

１．資料確認                      （3時～3時 15分）  

２．報告と問題提起 

 （１）「わが社の現状とプレス技術」          （3時 15分～4時） 

      （株）秋元精機工業 専務取締役 秋元直人 氏 

  （２）「ものづくり補助金の必勝ポイント～採択をリアルに事業化に活かすには」 

             さがみはら表面技術研究所 須藤理枝子 氏  

                                 （4 時～5 時） 

       （３）「第１回ものづくり交流・政策研究会（７月２７日開催）」報告  

             神奈川県異業種連携協議会事務局               

気軽に周りのご友人をお誘いください。 

 3．交流会  会場は未定です。 参加費３，０００円～３，５００円 

4．出欠連絡   ア サロン（ 主席  欠席 ）  交流会（ 出席  欠席） 

  所属・ご職名 

  ご芳名   

ご本人以外の参加者ご職名・ご芳名 

 

 

 

 

 

 FAX ０４５－２２８－７３３１ 



最新トレンドをつかんで経営をフレッシュに！ 

経営支援

講座2018 

開催予定講座一覧（1講座単位で受講できます。）  

リスクに強い会社づくり ・・・・ 8月3日    財務会計 ・・・・・・  10月 

雇用助成金にチャレンジ ・・・ 8月24日   生産性向上・・・・・ 12月 

人手不足時代の働き方 ・・・ 9月28日   補助金活用 ・・・・・  3月 

※今回は前半（8月/9月）講座のご案内です。 

8月 

-1 

必ず役に立つ 

リスクに強い会社の基盤づくり 
【日時】 2018年 8月3日（金）14:30～１7:00（受付 14:00より） 

8月 

-2 

上手に活用しよう 

雇用助成金制度活用のポイント 
【日時】2018年8月24日（金）14:30～１7:00（受付 14:00より） 

9月 

知らないでは済まされない 

超人手不足時代を生き抜くための働き方 
【日時】2018年9月28日（金）14:30～１7:00（受付 14:00より） 

【会  場】 横浜信用金庫アネックスビル2階 会議室 
         横浜市中区尾上町2-17※詳細裏面 

【参加費】 1,500円/各講座（資料代） 

【定  員】 15名（先着順） 

【主  催】 NPO C&S経営支援協会 

【後  援】 横浜市経済局       

              日本政策金融公庫 

              横浜信用金庫 

【協  賛】 神奈川県異業種連携協議会 

【お問合せ】 NPO C&S経営支援協会 松井 

       〒233-0015 横浜市港南区日限山1-25-2  

       TEL/FAX 045-845-1566  

       E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 

受講対象者 

講座内容 

受講申し込みは裏面参照 

▶受講対象者 

 最新の経営に関するトレンドを

把握して経営に活かしたい方 

 事業承継に向けて、企業力を

磨き上げたい方 

 起業済みの方で、経営に関する

より深い知識を身につけたい方 

 事業承継に向けて企業力向上

のヒントを得たい方 

▶8月-1 経営法務講座 

必ず役に立つ、リスクに強い会

社の基盤づくり 

中小企業が取り組むべき、法務・

労務対策をリスク予防、戦略的

活用の視点で解説します。 

▶8月-2 雇用助成金講座 

上手に活用しよう、雇用助成金

制度活用のポイント 

雇用や労働に関する法律改正と

ともに、事業運営に役立つ各種

雇用助成金制度を解説します。 

▶9月 人事労務講座 

知って得する、超人手不足時代

を生き抜くための働き方 

中小企業が超人手不足時代を

生き抜くために必要な「働き方」を

分かりやすく解説します。 

※講師プロフィール、その他の講

座の概要については裏面参照 



【会場へのアクセス】 

横浜信用金庫本店 アネックスビル ２F会議室 

〒231-0015 横浜市中区尾上町2-17（本店隣） 

JR京浜東北線「関内駅」南口正面 徒歩1分 

市営地下鉄線関内より徒歩1分  

※ 横浜市庁舎の斜め前です。 

【2018年度 前半（8月/9月）の経営支援講座概要と開催予定一覧】  

今年は、税制改正をきっかけに、事業承継に向けた動きが活発です。事業承継においては、なによりも事業価値向上が大切です。当講座は、

「企業力向上」のための新たな視点をご提供します。講座ごとに参加申し込みを受付ますので、ご興味に応じてご検討ください。 

【経営法務講座・8月3日（金）】  

必ず役に立つ、リスクに強い会社の基盤づくり 

昨今の法務的・労務的なリスクは、経営にダメージを与えかねません。

当講座では、中小企業が取り組むべきリスク対策を、企業力基盤強

化の視点で経営コンサルタントが解説します。 

【講師プロフィール：山下洋】  

大手電子機器メーカーを退職後、経営コンサルタントと 

して独立。企業力を築くための業務プロセス構築が専門 

マネジメントパワー・コンサルティング代表 

【雇用助成金講座・8月24日（金）】 

上手に活用しよう、雇用助成金制度活用のポイント 

最近の雇用や労働に関する法律改正等をご説明させていただくととも

に、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、社員の

能力向上など対し、事業主の皆さまにとってお役に立つ 

助成金をご紹介いたします。  

【講師プロフィール：棟居大輔】 

中小企業診断士・特定社会保険労務士 

現在、公的団体職員として勤務 

【人事労務講座・9月28日（金）】 

知って得する、超人手不足時代を生き抜くための働き方 

中小企業経営者が知らなければいけない「働き方改革」の本質とは何

か？ 中小企業が超人手不足時代を生き抜くために必要な「働き方」

を分かりやすく解説します。  

【講師プロフィール：青木高志】            

老舗百貨店勤務後、後継者として中小企業の経営 

者に就任。経営難から廃業を経て現在は中小企業 

診断士として独立。経営者の視点からサポートします。 

【横浜信用金庫の経営支援の取組】 〈各講座冒頭にて解説〉 

横浜信用金庫の経営支援の取組について、各講座冒頭で解説します 

①各営業店の営業課員ならびに本部職員の専門スタッフによる各種個

別相談業務 

②ビジネスマッチング等の本業支援活動 

【後半（10月～3月）の開催予定講座】 

10月 財務会計講座 

12月 生産性向上講座 

 3月 各種補助金講座 

「8月・9月の経営支援講座」受講申込書 
以下枠内をご記入の上、下記までお申し込みください。 ※E-mailでお申し込みの場合は、件名を「起業支援講座申込み」とした

うえで、下表の1．～ 6．までの項目をご記入の上、お申込みください。 

【申し込み先】   FAX: 045-845-1566   E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 

 8月3日：必ず役に立つ、リスクに強い会社の基盤づくり 

1．申込講座 
受講希望の講座に〇をつ

けてください。 

 8月24日：上手に活用しよう、雇用助成金制度活用のポイント 

 9月28日：知って得する、超人手不足時代を生き抜くための働き方 

2．事業所名  

3．参加者氏名  

4．電話番号  

5．E-mail   

開催要領は

別途ご案内 



商業・サービスで起業をお考えの方のための 

起業支援

講座2018 

【開催日時】 

1．ベーシック起業講座（2日間コース） 

  1日目:  9月8日(土) 13:20—16:50 

  2日目:  9月15日(土) 13:20—16:50 

2．ステップアップ起業講座（3日間コース） 

  ※日程は別途ご案内いたします（11月の予定） 

  講座内容は、現在の予定を裏面で紹介しています。 

【会 場】 

波止場会館（横浜市港湾労働会館）  

横浜市中区海岸通り1-1 ※詳細は裏面の案内をご参照ください 

【参加費】  

1．ベーシックコース  3,000円（2日間、資料代） 

【定 員】 20名（先着順） 

2．ステップアップコース 4,500円（3日間、資料代） 

【定 員】 12名（先着順） 

【主 催】 NPO C&S経営支援協会 

【後 援】 横浜市経済局 

         日本政策金融公庫 

         横浜信用金庫 

【協 賛】 神奈川県異業種連携協議会 

【お問合せ】 NPO C&S経営支援協会 松井 

 〒233-0015 横浜市港南区日限山1-25-2  

 TEL/FAX 045-845-1566  

 E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 

受講対象者 

講座内容 

【受講対象者】 

 商業・サービス業で起業をお考

えの方に最適 

 起業に際して、基礎的な知識を

学びたい方（ベーシック講座） 

 ベーシック講座修了者、または

すでにお持ちの起業構想をブ

ラッシュアップしたい方（ステップ

アップ講座） 

【講座概要】 
講座の内容、時間割につきましては裏面

を参照ください 

ベーシック起業講座概要 

※ 講義中心の初心者向け講座です。 

・起業体験談〈便利屋〉 田村隆氏 

 ㈱TSコーポレーション 代表取締役  

・5W2Hで考える事業計画 

・資金計画と事業運営のキソ 

・起業に必要な経営のキソ 

ステップアップ起業講座概要 

※講義とワークを組み合わせた、ベーシック

講座参加者、すでに起業検討中の方に

最適な実用コースです。 

・顧客目線のコトづくりとモノづくり 

・事業コンセプトと資金調達 

・モノやコトを売上につなげる考え方 

・事業コンセプトと収支計画 

・経営者のもう一つの武器 

・事業計画と資金調達 

・各種届出と労務管理 

※ 講座内容、お申込み方法は、

裏面ご覧ください。 



「起業支援講座」受講申込書 
以下枠内をご記入の上、下記までお申し込みください。 ※E-mailでお申し込みの場合は、件名を「起業支援講座申込み」としたう

えで、下表の1．～ 6．までの項目をご記入の上、お申込みください。 

【申し込み先】   FAX: 045-845-1566   E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp 

お申込日  平成 30 年   月   日 

1．受講コース 
 ベーシック起業講座（2日間講座） 3,000円 

（ステップアップ起業講座は後日のお申し込みとなります） 

2．起業（予定）業種等 
※ 決まっていない場合は漠然とした内容でもOK 

 

 

3．郵便番号 ・住所  

4．氏名  

5．電話番号  

6．E-mail address  

【会場へのアクセス】 

 波止場会館（横浜市港湾労働会館） 

〒231-0002 横浜市中区海岸通1-1  TEL 045-201-3842  

• みなとみらい線 日本大通駅： 2番出口正面の信号を渡り「日本大通り」を直進し、開港記念

資料館前の信号を渡り「象の鼻パークに入り右手の白いビルです（徒歩5分）。 

• JR関内駅： 南口から横浜公園内を斜めに方向に抜けて「日本大通り」を直進（徒歩15分） 

ベーシック起業講座（今回のご案内） 

（講義中心の初心者向け講座） 

ステップアップ起業講座（別途ご案内） 

（講義とワークによるの起業構想の具体化講座） 

漠然と起業したいと考えている方、起業に必要な基礎知識をまとめて

習得したい方に適しています。 

講義とワークを組み合わせた、ベーシック講座（または、昨年の起業支援講

座）終了者や、すでに起業検討中の方に最適な実用コースです。 

1日目 9月8日(土) 13:20 ～ 16:50（1F 多目的ホール） 

• 起業体験談: 田村隆氏 ㈱TSコーポレーション 代表取締役 

 

 

 

 

 

 

• 講義B1： 5W2Hで考える事業計画 

• 売れる事業コンセプトの作り方 

• 起業の具体化計画・スケジュール 

• 抜けの無い収支計画づくりと練り上げのポイント  

日程未定（11月の土曜日を予定) 13:20 ～ 16:50 

• 講義S1：顧客目線のコトづくりとモノづくり（事業/商品コンセプト） 

ワーク：自分の考え・夢を、事業コンセプト、設備、商品にまとめる。 

• 講義S2：モノやコトを売上につなげるための考え方（マーケティング） 

ワーク：各自の起業業種に合わせたマーケティング要素をまとめる。 

日程未定（11月の土曜日を予定) 13:20 ～ 16:50 

• 講義S3：事業コンセプト、マーケティング要素と経費（収支計画） 

 ワーク：事業・商品コンセプト、マーケティング要素、経費計画を組み

合わせて収支計画を検討する（収支計画シミュレーション） 

• 講義S4：経営者のもう一つの武器（経営知識） 

経営と経理の基本（日々の記帳と財務諸表・試算表の読み方、設

備投資、運転資金、資金繰り,確定申告） 

2日目 9月15日(土) 13:20 ～ 16:50（3F 中会議室） 

• 講義B2： 資金計画キソ 

• 資金調達計画と準備、各種融資制度の知識 

• 創業の基礎知識（事業形態、経理、税金、雇用など） 

• データで学ぶ創業（全体の中での自分を確認する）  

• 講義B3： 起業に不可欠な経営のキソ 

• ゼロから始める会計（経理のキソ） 

• 人を雇う前に考えること（雇用のキソ） 

• 説明会： 「ステップアップ起業講座」の説明会 

日程未定（11月の土曜日を予定) 13:20 ～ 16:50 

• 講義S5：事業計画と資金調達（政策金融公庫） 

    ワーク：事業計画書計画の作成 

• 講義S6：起業にあたっての各種届け出と労務管理 

    労働契約と労務管理、企業運営上のリスクに備える 

【講座内容】  ※ 具体的内容は多少変更になる可能性があります。 

【講師プロフィール・講演概要】 

1976年KFC店長を経験した後、赤帽田村運送を創業。物流支援

サービスの㈱タムラコーポレーション社長を経て、2年前㈱TSコーポレー

ションを設立。高齢化・低成長時代の暮らしにかかわる個人向け総合

サービス（便利屋）事業にチャレンジ中。失敗や成功を繰り返しなが

ら成長させてきた事業の経験談と新たな事業展開を紹介する。 


