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新型コロナウイルスワクチン職域接種

実施報告

神奈川県経済を支える中小企業で働く皆さまの、ワクチン接種を促進するため、神奈川産業振興センターでは、神
奈川県商工会連合会や神奈川県中小企業団体中央会と連携して、KIP会会員の社員・家族等を対象に職域接種を実施
いたしました。
2001名（うちKIP会関係者68社996名）のお申し込みがあり、神奈川中小企業センタービルの多目的ホールで１回
目接種を8/16～8/28、２回目接種を9/13～9/26の日程で行いました。

新入社員フォローアップ研修

中堅社員・中間管理職のための
ブラッシュアップ研修
＜申込終了＞

＜終了＞

【日 時】
令和３年10月20日（水） 午前の部・午後の部
【内 容】
①入社～現在までの振り返り
②ビジネスの基本
③信頼されるビジネスパーソンを目指して
【講 師】
ローズアソシエイツ 代表
金子 由美子 氏

●

●

●

KIP会オンラインセミナー第１回

●

【日時と内容】
第１回 令和３年10月12日（火） 午前の部・午後の部
対人スキル向上のポイント
第２回 令和３年11月５日（金） 午前の部・午後の部
視点を変えて「やる気」につなげる
第３回 令和３年12月10日（金） 午前の部・午後の部
効果的な育成と関わり方
【講 師】
株式会社日本人材開発センター 取締役 研修事業部長
上原 歌織 氏
●

●

●

「地域経済と中小企業の未来を考える」

●

●

KIP会オンラインセミナー第２回

●

●

●

「渋沢栄一の『論語と算盤』に学ぶ」

～現場からの発想の重要性～

～繁栄し続ける社会と企業経営～

＜申込受付中＞

＜申込受付中＞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【配信期間】
令和３年11月10日（水）10：00
～11月16日
（火）17：00
※お好きな時間に視聴できます。
【講 師】
一橋大学名誉教授
関 満博 氏

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【配信期間】
令和３年12月３日（金）10：00
～12月９日（木）17：00
※お好きな時間に視聴できます。
【講 師】
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役
コモンズ投信株式会社 取締役会長
澁澤 健 氏
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●
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KIP会オンラインセミナー第２回

●

●

●

「渋沢栄一の『論語と算盤』に学ぶ」
〜繁栄し続ける社会と企業経営〜

オンラインセミナー
配信期間
令和３年
12月３日
（金）
～12月９日
（木）

渋沢栄一５代目子息

お申込み受付中！

渋沢健氏によるセミナー

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

＜お問い合わせ＞
kipmember@kipc.or.jp

今注目の渋沢栄一
近代日本経済の礎を築いた渋沢栄一。栄一を主人公とするNHK大河ドラマ「青天を衝け」が放送、2024年に発行の新
一万円札の肖像にもなります。
渋沢栄一は、幕末から昭和にかけて日本をリードした人物です。天保11年（1840年）、現在の埼玉県深谷市の農家に生ま
れました。いとこの尾高惇忠から「論語」をはじめとした学問を学んでいます。大名一橋家及び幕府に仕え、慶応３年（1867
年）
、第15代将軍徳川慶喜の弟、徳川昭武の使節団に随行して渡欧しました。約１年半滞在し、ヨーロッパの社会制度・
思想・文化など大きな影響を受けました。
明治元年
（1868年）に帰国した後、静岡に商法会所を設立したところ、大隈重信により明治政府に租税正として迎えられ、
様々な制度の企画・立案に当たります。明治６年（1873年）辞職し、第一国立銀行を設立するなど実業界で活躍しました。
「論語」の精神を重んじ、産業の育成や近代企業の確立に努め、設立・育成に関わった企業は500余に及びました。昭和
６年
（1931年）
に91歳で亡くなるまで、国際親善にも貢献しました。

渋沢栄一著『論語と算盤』
栄一は、幼少の頃から「論語」を学び、生涯を通して親
しみました。
「論語」が記されたのは紀元前５世紀頃。孔子と弟子の
問答を孔子の死後300年後に書き記したものです。中国か
ら伝わったのが390年頃、漢字や仏教とともに日本に伝わっ
たとされています。江戸時代には幕府から奨励されて、全
国の寺子屋で広く学ばれていたといいます。
栄一は大正５年（1916年）に、『論語と算盤』を出版して
います。現在『論語と算盤』は、解説本やまんがも出版さ
れています。読んでいる方もまだの方も、今注目の『論語
と算盤』の精神を、ぜひセミナーで体験してみてはいかが
でしょうか。

日本銀行を背に大手町に立つ
渋沢栄一の銅像
KIP会ひろば
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株式会社FRPカジは、御殿場線山北駅の山に囲まれたのどか

な環境にあり、本社は駅から車で10分。令和2年にＲ＆Ｄセン
ターを駅の近くに開設した。FRPカジはその名の通り、FRP

製 品 を 製 造 す る 会 社 で あ る。FRPと はFiber Reinforced

Plasticの略で、繊維強化プラスチックのことである。マトリッ
クス樹脂にガラス繊維などの強化材を混ぜることで強度を高め

た複合材料のことである。FRPは大きく分けて、強化材にガ

ラス繊維を用いたGFRP（ガラス繊維強化プラスチック）と、
炭素繊維を用いたCFRP（炭素繊維強化プラスチック）があり、
当社はGFRPを製造している。

開設したR＆Dセンターでは、技術評価受託事業を開始。当

社が保有する検査機器を用いて、「どんなアウトプットが必要
か」から検査の立案をし、検査を実施する。ものづくり企業だ
からできる、最新の評価機器を用いた検査の提案と実施の事業
恒温恒湿検査室にて

佐藤政志経営戦略室長

である。

コロナ禍前からしていた準備
コロナ禍になり営業に行けなくなると、すべてオンラインでの商談に切り替えた。「コロナ禍の前からWeb会
議は行っていて、さらに環境をよくするためにインターネット接続をIPv6に切り替えたくらい」と一歩先の
準備が功を奏した。実は情報発信を強化しようと、リアルセミナーを企画し事務所の２階に会場を整えていた。
それもすぐオンラインセミナーに切り替えた。

最新機器を用いた製品の技術評価データを開示
FRPカジのホームページには、主に当社所有の最新設備を用いた、当社製品に対する技術評価データがたくさ
ん掲載されている。
「社内では、そこまで開示するのかという声もあったが、その品質を見ていただいて取引し
てもらいたかった」という狙いがある。言わないとわからない品質。きちんと開示することが信頼と取引につな
がっている。
ホームページの作りはとてもシンプルだ。その都度、業者に更新を頼まなくていいようなホームページを作っ
た。情報をすぐ掲載でき、管理しやすいホームページが会社のためになっている。

おもしろ動画が可能性を広げる？
FRPカジのYouTubeチャンネルには、当社の設備紹介などの動画の他に、お勧め動画がある。「実験・検証動
画」である。「段ボール椅子にFRP樹脂を塗ったら最強だった！」という動画は、塗布作業の下敷きに段ボール
を利用していたが、ある時その段ボールがカチカチになっているのに気づき、「市販の段ボール製の椅子にFRP
樹脂を塗布したら、強度が増すのではないか…」という仮説を立てた。早速段ボール椅子を購入し、販売元の
了承を得て、実験開始！その様子を動画で面白く紹介している。耐荷重100㎏程度と表示の段ボール椅子が何㎏
まで耐えられたかは、ぜひ動画を見ていただき
たい。
「当社のGFRPはリサイクルに不向きな素
材であるが、段ボールのような可燃物に樹脂を
塗布することで用途も広がる。この動画がきっ

株式会社FRPカジ

かけとなって製品の可能性が広がるかもしれな

設立：2014年
代表取締役：梶山礼子
所在地：足柄上郡山北町都夫良野2-1
主要事業：FRP製品の製造・販売
https://frpkaji.co.jp/

い」
。今後も色々な動画を作ってアップしてい
きたいという。その動画づくりが従業員の気づ
きになり、更には地球にやさしいものづくりの
第一歩になるだろう。
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New Face
株式会社ビービーエル

今年度の新入会企業を
ピックアップしてご紹介します。

KEEP部会

業務内容：組織・人材開発コンサルティング、人事制度設計、マネジメント研修、経営顧問
代表取締役
所在地
T EL
HP

佐藤 美和
東京都港区南青山6-10-7-1101
03-3499-5083
http://www.bblconsulting.jp

社員がいきいきと働く強い組織づくりを支援しています。大手外資系コンサル
ティング会社での戦略コンサルティングと「世界で最も尊敬される企業」で組
織開発・人材開発をリードした実務家の経験を併せ持つ、数少ないコンサルタ
ントである代表が、お客様の想いや状況を丁寧にヒアリングし、課題解決に向
けて伴走します。

株式会社ダイヤプレス

工業部会・ビジネスチャンス開拓研究会

業務内容：精密金型設計・製作、プレス加工。その後の２次加工までを行っています。
代表取締役
所在地
T EL
HP

後閑 信夫
川崎市高津区宇奈根708-1
（岩手工場：岩手県八幡平市大更2-154-18盛岡北部工業団地内）
044-833-5235
http://www.diapress.co.jp

守備範囲は、プレス加工「抜き・曲げ・絞り」の３点
に集中した加工群となっております。特に絞り加工
は非鉄材料（SUS,真鍮）を主流に生産しております。
また近隣の車載メーカーとの取引によりハイテン材で
の部品生産も数多く手掛けてきております。

株式会社NTQジャパン

工業部会

業務内容：ITオフショア開発事業
（一括請負・準委任）ならびに国内SES事業・商品開発事業
代表取締役
所在地
T EL
HP

ファン・タイン・ナム
横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル3F
045-228-9010（営業部）
https://jp.ntq.com.vn/

私たちは、ベトナムハノイに開発拠点を持つソフトウェア開発事業
（オフショア開発事業、BrSE/SES事業、自社プロダクト開発）の
会社です。
一般的なモバイルアプリ、Webアプリやクラウド、業務系のアプリ
の開発サービスから、最先端技術であるIoTやAI研究・開発等幅広
くサービスを提供しています。
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K2D＆M株式会社

食品・工業部会

業務内容：WEBサイト・バナー・チラシ/パンフレット・ロゴ制作、技術コンサルティング
代表取締役
所在地
T EL
HP

野々村 和英
横浜市瀬谷区二ツ橋町340-6
045-363-5602
https://do-k2dandm.com・https://peo-k2dandm.com

会社、お店、商品などの「良さ」が伝わる、魅力たっぷりのデザイ
ンにするために、特徴や魅力、届けたいターゲットなどを一緒に考
え、一緒に形にしていきます。そして、個性とインパクトと見やす
さのあるデザインでグッと心を惹きつけます。また、食品工場に関
する技術コンサルティングもお引き受けします。

会員企業紹介

日本木質技研株式会社

工業部会・ビジネスチャンス開拓研究会
http://www.nicimo.com

代表取締役 秋山 忠
所 在 地 愛甲郡愛川町角田727-8
Ｔ Ｅ Ｌ 046-258-6980

木質系工業製品の製造・加工

イチオシ
商品・製品
紹介

工業製品へ適用可能にする「木」の精密機械加
工に特化した会社になります。
「木」は工業製
品として通用しないという既成概念を払拭させ
るべく高精度木質加工技術を保有、現在では幾
多数の企業・研究所から「木」を工業製品の一
部として採用頂いております。御社の製品価値
向上にご活用お願い致します。

投稿
募集

無料

３次元曲面・複雑形
状の加工であっても
当社にお任せくださ
い。

・「ニューノーマルを生きる」
・「会員企業紹介」
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。

お問い合わせはKIP会事務局まで！
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中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

ﬀ

O
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

特別会議室Ａ
特別会議室Ｂ

利用時間帯
午前

9：00 〜 12：00

10,120円 〜 35,816円

午後

13：00 〜 17：00

24名

12,408円 〜 44,000円

夜間

18：00 〜 21：00

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

多目的ホール

お問い合わせ
ご

予

午前・午後／午後・夜間／
終日のご利用もお受けして
おります。

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
KIPホームページから仮予約できます。

TEL 045-633-5019

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

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』
〜KIP会は企業間交流や経営活動のヒントになります〜

チラシ同封サービス

県内で事業活動を行っている方や事業展開を目指して

「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。

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

◆チラシサイズ：A ４
◆送付部数：530部程度
◆利用料金：5,500円（税込）

種の会員との交流や情報交換を通じて、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

お問い合わせはKIP会事務局まで！

さい。事務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。

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。ぜひお問い合わせください。

公益財団法人神奈川産業振興センター
総務部総務課

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 : 045-633-5018
E-mail：kipmember@kipc.or.jp
ホームページ：https://www.kipc.or.jp/about-kip/kipkai/
KIP会ひろば
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