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令和元年９月２５日発行 

神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 

神奈川イグレンニュース 
＜第２０２号＞ 

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：愛賢司 

〒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./FAX 045-228-7331   http://www.kanagawa-iguren.com 

２０１９年９月号 

イベントのお知らせ 

 第８３回 西 湘 サ ロ ン 
日 時 １１月１１日（月）午後６時３０分～８時３０分（開場６時） 
場 所  おだわら市民交流センターUMECO （JR小田原駅東口より徒歩約 2分） 

内 容 

 話題：『税金のしくみ（改正消費税を踏まえて）』 
                  安西 美彦 安西会計事務所 所長 税理士  
わが国初の試みである軽減税率（多段階税率）の導入された改正消費税法がこの 10 月に

施行されました、平成元年の施行以来消費税自体は皆様も身近な税金となってきたこと

と思いますが、この改正を機に改めて消費税を含めた日本の税金のしくみやその現状を

ご説明していきたいと思います。 
・皆様ご存知なようで意外と知られていない消費税の仕組み 
・税金は何種類あるのか？ 
・なぜこんなにも多くの税金があるのか？ 
・税金によって賄われるべきわが国の財政の現状は？ 
こんな話題を基に元証券マンの税理士が気軽に税金のお話をしていきたいと思っていま

す、皆様のビジネスのヒントになれば幸いです。 

参加費  １,５００円（当日） 

※ イベントの詳細は最終ページをご覧ください。 

皆さんの参加をお待ちしています。 
今月のコンテンツ 

1. NPO 法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会............................................................................２ページ 
2. 閑中閑話................................................................................................................２ページ 

 巻末 第８３回 「西湘サロン」のご案内  
  「新わくわく経営塾」「中小企業会計啓蒙・普及セミナー」のご案内 
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 【NPO 法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】 
 

「新・わくわく経営塾」と「中小企業会計啓蒙・普及セミナー」 

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、１１月中に二つのセミナーを開催します。 

 

一つは、「新・わくわく経営塾」です。１１月６日(水)、１９日(火)、２７日(水)の三日間開催す

る経営塾では、経営者と社員が一体となって毎日の仕事にわくわくして取組み、顧客に支持される

製品・サービスを提供し続けるための経営上の目標を示すとともに目標を実現する上で有効な考え

方や道筋、利用可能なツール・手法をご説明します。 

 

もう一つは、毎年、中小基盤整備機構と共催で開催している「中小企業会計啓蒙・普及セミナー」

です。１１月１５日(金)に開催します。このセミナーは、「中小会計要領」に沿った決算書を作成

する意義と財務情報の活用等について理解を深めることにより、自社の経営状態を把握し、経営力

の強化、金融機関からの融資調達力の強化等へのきっかけをつかんで頂くことを目的にしていま

す。 

 

「経営塾」及び「会計セミナー」の詳細については巻末の案内をご覧ください。この機会に経営者

の皆様並びに幹部の方々のご参加をお願い申し上げます。 

--------------------------------------------------------------- 
記 

１．「新・わくわく経営塾」の開催概要 
  (1)開催日時 第 1日目 11月 6日(水) 13：20~16：40 

         第 2日目 11 月 19日(火) 13：20~16：40 

         第 3日目 11 月 27日(水) 13：20~16：40 

  (2)会場    かながわ県民センター 会議室 

(3)講座内容 第 1日目 基調講座「社員がわくわく働く会社に欠かせない五つの大切な 

こと」及び交流会 

         第 2日目 講座①「お客様に支持され続ける商品・サービスの作り方」 

講座②「誰にでも分る！利益を生むための管理会計のコツ」 

          第 3日目 講座③「社員がわく会社のための働き方改革はこうする」 

              講座④「資金調達を円滑にするための金融機関との付き合い方」 

  (4)参加費(資料代) 全講座通し：13,000 円 講座別受講：3,000 円/講座 
   
２．「中小企業会計啓蒙・普及セミナー」の開催概要 
  (1)開催日時   11 月 15 日(金) 13：00~17：00        
  (2)会場      かながわ県民センター 会議室 

(3)セミナー内容 基本会計(財務会計)・応用編(管理会計) 
  (4)参加費    無料 

       
  【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 
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 閑中閑話  

 台風 15 号による高波で７５０棟以上が浸水被

災したとされる、金沢工業団地の１０日後の状況

を知人の経営する会社への見舞いを兼ねて視てき

ました。堤防の決壊部分のコンクリートの大きな

塊が、根こそぎ倒された大木の下にいくつも残っ

ていて、数キロにわたって緊急対策として積まれ

た土嚢を視た時、今回の高波の物凄さを痛感しま

した。 

 残されているコンクリートを観て意外に思

ったのは、鉄筋構造になっていないことです。

海岸堤防の技術的なことは分かりませんが、上

からの圧力に強いコンクリート構造物ではあっ

ても、強い波の横からの圧力を受けやすい堤防

が、鉄筋構造になっていないというのはどうい

うことでしょうか。戦後の高度成長期に整備さ

れた第一次インフラの構造物が、補強の段階に

来ている、否、補強を放置してきたと言うべき

でしょう。個別の事業所の経営を支援する政策も大事ですが、地域に集積している事業所全体

を守っていくことの視点が産業政策に決定的に欠けていたということではないでしょうか。自

然災害ではなく、政策災害と言っても過言ではないかもしれません。 

 「地球温暖化の影響かどうかは分からな

いけど、台風の進路に変化が起こっている気

がする」という友人のつぶやきが、重く耳に

残りました。(愛賢司) 
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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愛 賢司 

【火】 ①②④⑤児玉 英二 ③愛 

【水】 ①菊地 ②指方 ③加藤 ④愛 ⑤芝 

【木】 ①②③④⑤松井 利夫 

【金】 ①愛 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 
 Tel./Fax 045-228-7331   URL：http://www.kanagawa-iguren.com 

 Mail：iguren@kanagawa-iguren.com  

 

 



 
【日時】：令和１年１１月１１日（月）午後６時３０分～８時３０分（開場６時） 

【場所】：おだわら市民交流センターUMECO (TEL :0465-24-6611) 
  【会費】：参加費１,５００円（当日） 

＊次回 84回予定：令和 2 年 1 月 20日（月）（開催時間、場所は今回と同じ予定です） 

                                            
 

１．話題：『税金のしくみ（改正消費税を踏まえて）』 
安西 美彦 安西会計事務所 所長税理士  

わが国初の試みである軽減税率（多段階税率）の導入された改正消費税法がこの

10 月に施行されました、平成元年の施行以来消費税自体は皆様も身近な税金となっ

てきたことと思いますが、この改正を機に改めて消費税を含めた日本の税金のしく

みやその現状をご説明していきたいと思います。 

・皆様ご存知なようで意外と知られていない消費税の仕組み 

・税金は何種類あるのか？ 

・なぜこんなにも多くの税金があるのか？ 

・税金によって賄われるべきわが国の財政の現状は？ 

こんな話題を基に元証券マンの税理士が気軽に税金のお話をしていきたいと思っ

ています、皆様のビジネスのヒントになれば幸いです。 

 

２．テーブルディスカッション（ビール、つまみを用意します）テーブルを囲み、自由に討論・

交流を行います。 

 
３．場所 

 
JR 小田原駅東口より

徒歩約 2 分です。 
 
住所：小田原市栄町一丁

目 1 番 27 号（駅東口駐車
場１階） (TEL :0465-24-
6611) 

 
 
 
 

 
個人で参加される方は、申し込みの必要がありません。多人数で参加される方は会場の準備の都合もあります

ので下記参加申込書で参加人数を教えてください。 
参加申込Ｅ-mail yoshiike@maple.ocn.ne.jp                 Tel＆Fax ０４６７－３２－５１５４（吉池） 

    
氏名 （参加人数：  名） 所属・役職  

住所  
電話番号 （    ） 

ＦＡＸ番号 （    ） 
 

 

地域の幅広い人材交流を目指した「神奈川新産学公交流サロン」 

第８３回西湘サロン開催のお知らせ 
神奈川県異業種連携協議会（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   







[主催]

[日時]

[場所]

[定員] 15名
[講師] 中小企業診断士　小林　巽

[講座内容]

[申込先]
E-Meil：  toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp

会社所在地 会社名

携帯TEL 業種

受講者名 資本金

役職名 従業員数

６．事業計画の策定②　～売上予算を作る

７．事業計画の策定③　～利益計画を作る　

８．事業計画の策定➃　～資金計画を作り

　　　　　　　　　シュミレーションする　

９．事業計画を実現する

２．会計を活用する

３．会計の活かし方①
　　～資金繰りを安定させる

４．会計の活かし方②
　　～業績を共有する

      企 業 の 経 営 力 強 化 を 目 指 す 会 計

　無 料　   中  小  企  業  会  計  啓  発・普 及 セ ミ ナー

数字に強い人は、ここが違う！

１．会計の活用とは？

応用編（管理会計）基本編(財務会計）

５．事業計画の策定①　～重点方針を作る

ただ、その数字は信頼できる？　数字のルール・仕組みを知ろう。

11 月 15令和元年 日 (金）

※　１．申込書は切らずにそのまま送信してください。

　　２．ご記入願った受講者の情報は、本セミナーの実施・運営のみに使用致します。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構・NPO法人 C&S経営支援協会

（専門は経理・財務です）

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　　TEL:045-312-1121

10.  その他良く使われる管理会計手法

かながわ県民センター6F 601会議室  JR横浜駅西口より徒歩５分

中小機構作成のテキストを中心に、講師の実務経験や参考事例を交えな　

がら、分り易く説明いたします。

    １３：００～１７：００　

 NPO法人 C&S経営支援協会   　 FAX：０４５-８４５-１５６６

　　　　　　　受  講  申  込  書　　　　令和元年　　月　　日
〒


