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◆第99回女性管理職・中堅社員交流会 開催報告 
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◆活動予定 海外ビジネス展開に向けた国別勉強会のご案内と報告 
オンライン見本市『テクニカルショウヨコハマ2021』出展者募集
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◆投稿企業 
一般社団法人 ハウス・アーク研究所
株式会社サイマコーポレーション
一般財団法人あんしん財団 神奈川支局

3

◆New Face 
有限会社和泉野技研
株式会社イノウエ
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◆元サラリーマン落語家のひとりごと 
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◆会員サービス・会員募集のご案内 
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題字：前田聖峰

第99回 女性管理職・中堅社員交流会（9月16日）開催報告
KIP会では会員企業の女性を対象にした、
「女性
管理職・中堅社員交流会」
を定期的に開催していま
す。新型コロナウイルス感染症流行以来、久しぶりの
開催となりました今回は初のオンラインで行いまし
た。
「コロナ対策とwithコロナ体制～わが社の場合、
わたしの場合」
をテーマに、
テレワークに関する内容
を中心に各社、各自の状況や取組みなど活発な意
見交換となりました。参加者からは
「自分の状況を
説明することで、
自分自身の整理や振り返りの機会
になった」
などの感想をいただいております。本交流
会は管理職・中堅社員の方だけでなく、会員企業の
女性社員の方であれば、
どなたでも大歓迎です。
他社の⽅と情報交換や交流をしたいとお考えの
⽅など、積極的なご参加をお待ちしております。

参加者の「コロナ対策とwithコロナ体制 〜わが社の場合、わたしの場合」
業種：サービス業

東京都港区

業種：無線通信システム設計製造およびEMS事業
横浜市保土ヶ谷区

当事務所では、文書保管や手続きの電子化をすすめていたので、
容易に在宅勤務に移行することができました。顧客との打ち合わ
せもWEB会議ツールを利用し、
データの共有化で、以前よりも効
率的に業務がすすめられることを実感しています。
しかし、在宅勤
務だけでは、従業員の孤立化など精神面が心配なので、事務所
内のコロナ対策を徹底し、通勤してもらったり、
こまめにチャット
したりなど、以前より密なコミュニケーションを心がけています。

当社の対応としてはマスクの着用、
時差出勤、
各座席の仕切り
（手作り）、共有スペースの日々清掃・消毒、会議室の換気、会
議人数によっては食堂で会議を実施しています。来客対応と
しては来社時の検温、手指消毒、来社記録の記入依頼、相互
マスク着用です。
目に見えない脅威と向き合う苦労は絶えま
せんが、
一致団結で日々努力しています。

業種：コンサルティング事業 日本－ベトナム双方進出 中郡二宮町
～ベトナム事務所での対応～

ベトナムでは、政府が厳しい政策を取る事で、国民が必要以上
にコロナ感染を恐れ、個々が自ら外出自粛をしていました。弊社
では、3月に入ってから徐々に在宅勤務に切り替えました。出産
を控えていたスタッフ２名に外出によるリスクを避けてもらうた
めです。
また、県をまたぐ移動が禁止された為、早めに産休を取
り田舎で出産に備えてもらいました。ベトナムでは、雨季になれ
ば、大雨による冠水は一般的に起こるので、早く退社してもらう

事があります。緊急事態が発生すれば、
それに対し迅速に柔軟に
対応することでスタッフが安心して働けるようにしています。弊社
では、元々日本とベトナムでテレワークをしているので、
コロナに
なっても柔軟に対応できました。Web会議の回数が増え、今ま
で以上にコミュニケーションが密になったと思います。業務の遂
行に支障はないですが、様々な場面で直接コミュニケーションを
取る必要性を感じる事は多々あります。
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海外ビジネス展開に向けた国別勉強会（KIPとの連携）
KIP会では、KIPの海外展開支援事業と連携して、県内の中小企業の皆さまが、海外への進出や現地調査をするのに必
要となる情報を提供するため、国別による勉強会を開催しています。
今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
すべてのセミナーをオンラインにより実施いたします。
ぜひ、
ご興味
のある方のご参加お待ちしております。

〈国別勉強会の今後の開催予定〉 定員：40名程度 開催方法：Zoomウェビナー
国名

開催日時

内容（予定）

フィリピン

12月16日
（水）
14：00～15：40

「コロナ禍におけるフィリピンの最新経済事情と進出日系企業の動向」、他

ミャンマー

1月14日
（木）
14：00～15：40

「コロナ禍におけるミャンマーの最新経済事情と進出日系企業の動向」、他

ベトナム

２月17日
（水）
14：00～15：40

調整中

～ 開催報告 ～
9月16日に第1回ベトナム勉強会（ウェビナー）
を開
催し、多くの方に聴講いただきました。
資料を画面に映し出した状態で講師が講義を行
い、質疑応答では、ベトナムホーチミンから講師が参
加者へのご質問に回答しました。
はじめてのウェビナーによる開催は試行錯誤の部
分もありましたが、
ウェビナーのメリットを生かし、短
い時間ではありましたが現地から生の声をお届けす
ることができました。

お問合せ先

国際課

〈第1回ベトナム勉強会の様子〉

TEL 045-633-5126

E-mail kokusai@kipc.or.jp

オンライン見本市
「
テクニカルショウヨコハマ2021」出展者募集！
新たな技術で未来を創る
首都圏最大級の工業技術・製品に関する総合見本市であるテクニカルショウヨコハマ。第42回目の開催となる今回は、
オンライン上にステージを移して開催します。
リアルの展示会と同様、業界の枠を超えた情報の発信、収集、交流を広範囲
に展開でき、技術・製品の販路拡大など、
ビジネスチャンスを創出します。
詳細・出展申込みは、
テクニカルショウヨコハマ公式サイトをご覧ください。https://www.tech-yokohama.jp
◆募集概要
・会期 2021年2月15日
（月）～26日
（金）
・会場 テクニカルショウヨコハマ公式ホームページ
・出展規模 300社（予定）
・出展ゾーンとコーナー
〈新設ゾーン〉｢ニューWorking・Lifeスタイル」
「ロボット」
「AI・IoT」
「加工技術」
「機器・装置・製品」
「研究開発」
「ビジネス支援」
「団体出展コーナー」
・出展料 ※出展者PRページ
（1社1ページ）
33,000円
（県内に事務所を有する企業）
44,000円
（その他の企業）

お問合せ テクニカルショウ事務局（公財）神奈川産業振興センター取引振興課内
TEL 045-633-5170 E-mail info@tech-yokohama.jp
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投稿企業「KIP会会員より自社PRです!」
一般社団法人ハウス・アーク研究所

生活産業部会

業務内容：船舶型住居の販売
電気を自給自足
（オフグリット）
できるエネルギーシステム
（太陽光パネル・蓄電池・パワコン）
の販売コンサルテイング
代表理事 木暮 敏和
所在地
神奈川県横浜市中区山下町113-4
ポートタワーA棟501
TEL
045-264-9817
HP
https://www.hausark.com

①HausArkタイニーハウス
（狭小住宅）
は未来を感じる八角形のモノコック構造で広さ間取り、機能をプラスする事
ができ自然災害、台風・高潮・洪水時は3日間程度浮くことを想定設計された船舶型住居 HauArkハウスアーク
商標登録済 登録第6223801号 意匠登録申請準備中 ②商用電源を利用することなく、電気を限りなく自給自足
（オフグリット）
を目指すエネルギーシステムを提案 ③新型コロナが発生したコロナ禍の今、新生活様式や新たな働
き方【リモートワーク・ワーケーション】
デュアルライフ空間として都市と地方の二拠点生活の提案・ハウスアークは設
置自由度が高く組み合わせ可能 地方でのコワーキングスペース、
サテライトオフィスとして活用・親子ワーケーショ
ンの場となる魅力的建物 ④「持続可能な開発目標」SDGｓに参加貢献 ⑤安全な水とトイレ ⑥クリーンエネルギー
⑦気候変動と災害対策

株式会社サイマコーポレーション

工業部会

業務内容：ねじ、
機械部品の卸売り
代表取締役社長
所在地
TEL
HP

斎間 孝
神奈川県藤沢市辻堂2-9-17
0466-36-3656
https://www.saima.co.jp/

専用工具がないと取り外しが困難な
「TRFいたずら防止ねじ」、樹脂専用タッピンねじ
「ノンサート」、超極低頭ねじ
「310スリム」等のサイマオリジナルブランドのねじや、輸入品のインチねじを販売しています。
ねじに関するWEBセミ
ナーやオンライン商談会も実施していますので、
お気軽にお問い合わせください。

一般財団法人あんしん財団 神奈川支局

賛助会員

業務内容：
「特定保険業」
「災害防止事業」
「福利厚生事業」
の3つの事業を展開する一般財団法人
支局長
所在地
TEL
HP

鎌田 喜全
神奈川県横浜市中区本町1-4 プライムメゾン横濱日本大通り2階
045-664-6081
http://www.anshin-zaidan.or.jp

地場企業を対象とした①事故発生時のケガの補償、②労災事故で訴訟に発展した際の使用者の賠償責任を補償、
③災害防止に向けた各種費用の補助金、
④定期健康診断補助金やレジャーなどの福利厚生と幅広いサービスを1名
あたり月額2,000円という会費で提供しています。
詳しくは当財団ＨＰやお電話にてお気軽にお問い合わせください。
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有限会社和泉野技研

工業部会・ビジネスチャンス開拓研究会

業務内容：精密機械部品加工
（マシニング加工・ワイヤーカット放電加工・型彫り放電加工・平面研削加工）

代表取締役
所在地
TEL
HP

関根 隆行
神奈川県藤沢市土棚814番地
0466-42-6021
http://izuminogiken.co.jp/company.html

当社は、主に電子部品検査装置の部品を製作しております。材質は、
鉄、
ステンレス、超硬などです。製品の大きさは、100×100×20（㎜）位
までです。近年は、超硬のマシニング加工に取り組んでいます。新規顧
客獲得のため、展示会の出展、神奈川産業振興センター主催の商談
会へ参加しています。

株式会社イノウエ

貿易繊維部会・ネットマーティング研究会

業務内容：組紐の製造及び卸売り

代表取締役社長
所在地
TEL
HP

井上 毅
神奈川県相模原市緑区鳥屋750
042-785-0136
https://www.inoue-braid.co.jp

創業の昭和3年より組紐を製造し、長い歴史の中で培った技術力と実
績を武器に組紐からヘアゴムなどの雑貨をデザイン・製造・販売してい
る会社です。
お客様のご要望に合わせた小ロット、多品種の生産が可
能です。
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元サラリーマン落語家のひとりごと
落語家のコロナ対応

キシコの知り合いなんて朝4時に起きて聴いてくれて嬉し
かったねぇ。

初めまして、
参遊亭遊助と申します。
57歳から落語を始

でね、
そうだ、
日本文化に触れる機会の少ない国にい

めましてね。60歳でサラリーマンを辞めちまって落語に専

る日本人にオンライン落語やってやろうと思って、
アフリ

念しているんですよ。
バカですねぇ。

カのギニアに知り合いが居たんで、7月25日に、
そこの日

でも、皆さんからお声をかけていただいて、結構な数の

本人にやって差し上げたんですよ。
そしたら喜んでねぇ。

高座をさせていただいてましたけどね、
このコロナ騒ぎで

こりゃいいことしたと。
で、次に9月14日にメキシコの人に

すよ。参りましたですねぇ。
もう40回以上の高座がキャン

やって差し上げました。
いまそういう国の伝手を探してど

セルになっちまいました。

んどんやっていこうと思ってますよ。

でもまぁ、凹んでもいられないんで、
そうだ、
この暇を活

今のところオンライン落語自体は無料ですけどね、
こ

かして新しい噺をどんどん覚えようと思ったんですがね、

れを観た友人が、
自分の会社のオンライン・イベントで創

人間て弱いもんですねぇ。何月何日の高座にこの噺を掛

作落語をやってくれないかと依頼してくれて、
いままでに

けると決めないと、覚えねぇんですよ。

ない大きな仕事になったですよ。他にも、
オンラインでで

で、
どうしようかと思ってね。
そうだ、世の中でオンライ

きるなら、
自分の母校の神奈川同窓会の歴史をオリジナ

ン会議システムなるものを使って演劇やったり落語やっ

ル落語でやってくれとか、
それを観てくれた全校同窓会

たりしている人がいるじゃないか、
あっしもそれを使って

の人からも
「堅苦しい話を、
あなたの話で柔らかくして、動

新しい噺を皆さんに聴いていただこうと思いましてね。5

画に収録して伝えてくれ」
という依頼も頂いて、
オンライン

月から月一回オンライン落語を始めて新ネタを披露して

やっといてよかったと思いますよ。

いったんですよ。
おかげさまで、
これで噺を増やすことはで

コロナで売上激減で途方にくれてる方もいらっしゃる

きるようになったんすが、
もっと面白いことに気づきまして

でしょうが、諦めないで今回の環境の変化をある意味で

ね。

楽しんで、何ができるか、
どう変われるかを考えていろい

リアルな落語会を横浜でやるとすると、
まぁ、神奈川県

ろ取り組まれたら、全く違う、大きな道が開けるかもしれ

の人しか来てくださいませんよ。
でもオンラインだとね、大

ませんですね。

阪、広島、北海道の知り合い、
さらにはインドやメキシコ

（落語家

参遊亭遊助）

の知り合いなんてのが聴いてくれて。
ああ、
ネットは本当に
距離を越えるんだなぁというのを実感しましたですよ。
メ

参遊亭遊助
（豆生田信一）

【プロフィール】
63歳、東大・ミシガン大院卒、
横浜銀行・ALSOKを経て60歳で57歳から始めた落語に専念。
バンコク口演を含め通算口演数250回。
ネタ100題。社史、冠婚葬祭、地域、聖書などの落語も創作。
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員は
会会 から
P
I
K
料金
通常

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

Oﬀ

20%

中小企業センタービルには５つの会議室と多目的ホールを設けています。KIP会会員の皆さまには
利用料の割引がございますので、会議、研修・セミナー、展示会などにぜひご活用ください。

〈KIP会会員料金表〉

（平日料金）

定員

利用料

第１会議室

39名

11,088円〜39,160円

第２会議室

93名

23,760円〜83,952円

第３会議室

36名

利用時間帯
午前

9：00 〜 12：00

10,120円〜35,816円

午後

13：00 〜 17：00

夜間

18：00 〜 21：00

特別会議室Ａ

24名

12,408円〜44,000円

特別会議室Ｂ

22名

9,152円〜32,384円

会議・講習会

120名

27,808円〜98,384円

展示会・パーティ等

220名

49,104円〜173,448円

午前・午後／午後・夜間／

多目的ホール

終日のご利用もお受けして
おります。

TEL 045-633-5019

◆お問い合わせ

公益財団法人神奈川産業振興センター
（KIP）
総務課 会議室担当

◆ご予約

https://www.kipc.or.jp/rental/rental-mtg-room/vacancy/

KIPホームページから仮予約できます。

ご紹介ください！
！

KIP会ひろばを活用して
あなたの会社をPRしませんか?!

『KIP会会員募集中』

チラシ同封サービス

〜KIP会は企業間交流や
経営活動のヒントになります〜

「KIP会ひろば」
を送付する際に貴社の製品・商品PR
などチラシを同封するサービスです。

◆チラシサイズ：A4
◆送付部数：600部程度
◆利用料金：5,500円（税込）

県内で事業活動を行っている方や事業展開を
目指している方が集まる全国唯一の会員組織
「KIP会」
、新たな企業間の出会いで世界が広が
ります。さまざまな業種の会員との交流や情報

投稿募集

交換を通じて、新たなビジネスチャンスを一緒
に見つける新しい仲間をご紹介ください。事務

無料

会員の皆さまからのご投稿を大募集！わが社の
自慢、新製品紹介など、
どんなテーマでも結構です。

局より内容等は説明申し上げますので、皆さん
の手間は取らせません。お待ちしています。

お問い合わせはKIP会事務局まで！

あなたの会社のイベントやサービスを会員向けにご案内します！
セミナーやイベントの開催、展示会へのご出展、新製品、新サービスなどを
メール＆FAXで会員向けにPRします。ぜひご活用ください。

公益財団法人神奈川産業振興センター
事業部

取引振興課

KIP 会事務局

〒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5F TEL : 045-633-5149 FAX : 045-633-5068
E-mail: kipmember@kipc.or.jp ホームページ : https://www.kipc.or.jp/about-kip/kipkai/
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