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　本年の賀詞交歓会は、オンライン上に会場を移して、「KIP会オンライン新春交流会」として令和3年2月15日
（月）〜19日（金）の間、会員限定で開催いたしました。
　会期中のページビューは411ビューを数え、また、注目の特別講演は、宮家邦彦氏（キヤノングローバル戦略研
究所　研究主幹）とモーリー・ロバートソン氏（ジャーナリスト・タレント）の講演を動画で配信し、両講演会で260
を超える視聴回数があり、会員の皆さまの関心の高さがうかがわれました。
　オンライン上の会員交流を目的とした会員PRでは、食品関連、工業・IT関連、農業関連、木工関連、エコ・健康
関連、営業・経営・販路支援などのサービス関連の様 な々分野から38社の会員企業のPRを掲載しました。
　オンライン新春交流会の会員ＰＲは、KIPホームページ内のＫＩＰ会ページ（https://www.kipc.or.jp/about-
kip/kipkai/pickup-member-pr/）でも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

開催報告　多くの会員の皆さまにご覧いただきました！

KIP会オンライン新春交流会コンテンツ

KIP会

KIP会代表 神谷光信メッセージ
神谷コーポレーション株式会社 代表取締役会長

各部会長メッセージ
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神奈川県知事 黒岩祐治メッセージ

モーリー・ロバートソン氏宮家邦彦氏 ジャーナリスト・
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キヤノングローバル
戦略研究所研究主幹

会員PR

功労者表彰

令和3年 2月15日（月）〜19日（金）

オンライン新春交流会
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　令和３年１月２５日（月）に神奈川中小企業センター１４
階多目的ホールに於いて、昨年6月に運営委員の従事期
間が10年なりました宮治英輔様（株式会社新井清太郎商
店　代表取締役社長）の功労者表彰式を行いました。
　宮治様におかれましては、平成22年7月の総会において
運営委員に就任され、平成24年10月には貿易繊維部会
長に選任されました。現在は貿易繊維部会長のみならず、
ＫＩＰ会副代表としてＫＩＰ会の発展に、ご尽力いただいて
おります。
　なお、この表彰式の様子は、「KIP会オンライン新春交流
会」においても紹介いたしました。

第98回人事・総務担当者交流会（3月4日）

　今回は弁護士法人真英法律事務所の弁護士　黒川　慶彦　氏に『パワーハラスメントの動向と事例及び労働施策総
合推進法の改正に伴うパワハラ防止施策の義務化とその対策』をテーマに講演をいただきました。令和元年５月２９日に
可決・成立された労働施策総合推進法と、パワーハラスメントの取組み・定義とその内容、関連する法規についてわかりや
すく講演いただきました。参加者からは「説明がうまく、解説も具体的で、初めて聞くことでも理解し易かった」「厚生労働省
にパワハラ規程などの情報はありますが、先生に詳細を説明して頂き、理解を深めることが出来ました」などの感想をいた
だき、大変好評でした。

活動報告

KEEP部会

人材育成研修

　今年度に新社会人となった方、中途採用社員の方を対象にしたフォローアップ研修を３月１日に開催しました。毎年10
月に開催しておりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症対策に伴い3月にオンライン形式での開催となりました。
研修ではグループワークや発言をしてみることで、自分の意見を相手に伝えることの難しさや、コミュニケーションの大切さ
を学びました。また、これまでの振り返りとして、電話応対や伝言の受け方・伝え方など、ビジネスマナーの復習をするなど
盛りだくさんのプログラムでした。自らの成長と今後の課題を確認するとともに、参加者それぞれが新たに今後の目標設定
ができる研修となりました。

活動報告

新入社員フォローアップ研修（3月1日）

令和３年功労者表彰式（受賞者 宮治英輔ＫＩＰ会副代表）

神谷代表（左側）から表彰状を授与される宮治副代表（右側）
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　個人から企業、1個から量産まであらゆるロット
に対応出来ます。
　インテリア関連、一般製造業、自動車、航空関
連と様 な々素材にも対応いたします。
　お客様のご要望に最適な方法で製品を最高
な品質に仕上げます。

代表者
所在地
TEL
HP

取締役 今津太郎
〒245-0003 横浜市泉区岡津町2259
045-811-0278
https://www.aso-kk.co.jp

業務内容：バフ研磨

工業部会/ビジネス・チャンス開拓研究会

阿蘇工業株式会社

令和3年2月15日（月）〜2月26日（金）に開催されました「オンライン見本市テクニカルショウヨコハマ2021」に12社が共同出展し、販路拡
大に向けて、積極的に自社PR活動を行いました。

「ビジネス・チャンス開拓研究会」とは、神奈川県内に拠点を置く中小企業の経営者達が販路開拓を目
的として、平成11年に立ち上げた会員組織です。現在の会員数は103社で、会員企業間の交流や連携
を図るための「工場見学会」、研究会や会員の技術を市場に紹介するための「展示会への共同出展」な
どさまざまな活動に取り組んでいます。

オンライン見本市「テクニカルショウヨコハマ2021（第42回工業技術見本市）　ビジネス・チャンス開拓研究会　団体出展一覧
会員名 キャッチコピー

株式会社青山精工 難削材・硬脆性材の微細加工が得意です。
株式会社精光技研 厚さの非接触測定ならOCT装置にお任せ！
株式会社赤原製作所 大物から小物まで幅広い板金加工が得意！
株式会社三興ネーム Printing innovation
日本木質技研株式会社 工業・産業製品への木質製品の適用
株式会社日の出製作所 難削材加工のエキスパート日の出製作所
株式会社伊藤製作所 あらゆる素材を表面処理にて、不可能を可能に！機能追加・省エネ・全ての産業機器世界に貢献致します。
高和電氣工業株式会社 各種プラスチック、電子・電気機器の受託生産、ハードウエア・ソフトウエア受託設計／開発支援
イチコーエンジニアリング株式会社 未来をひらく技術集団。FA機器の設計・製造
フェイス株式会社 少量多品種「開発・製造支援サービス」
株式会社クレール 【小ロット・量産 金属部品製作】【治具金型製作】ならお任せ下さい!!
株式会社安田製作所 最適化へのナビゲーション

KIP会ビジネス・チャンス開拓研究会
https://www.kipc.or.jp/business-support/development-of-market/business-chance/

オンリーワン技術を有する中小企業が集積

テクニカルショウヨコハマ2021にビジネス・チャンス開拓
研究会から1２社が出展しました！
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おじゃまします！

組紐～ヘアゴムへの想い
　当社は、昭和3年(1928)年に創業、「組紐」という、現在
の㈱イノウエの礎を築きました。二代目である父は、お客様
が満足する品質のものづくり」という理念のもと、「リング状
のつなぎ目のないカラーヘアゴム」の開発に成功しました。
それらの技術を生かしながら、お客さまのご希望に応える
高品質で安全な製品を提供しています。

当社の組織力
　当社は、製品やサービス企画の段階において、社員から
のボトムアップでのアイデアを大切にし、ディスカッションを
重ね、お客様のニーズを捉えた機能性ファッション雑貨の
提供を可能にしています。

　出産、子育て、介護などライフワークバランスの実現や業
務効率化による利益確保のため社員が目的意識をもち、ま
た工場を24時間稼働させ短時間で集中的に仕事をできる
現場改善も実施し、社員の働くことの意義、モチベーション
向上につなげています。

　また、社員の育児休暇などを契機に社員自身のノウハウ

を他の社員に伝え、共有することで社員が新しいこと、事業
全般を学ぶことになり、社員同士が成長を促す姿勢は大き
な強みです。

KIP会との連携
　他の会員企業様と知り合い、互いの得意分野を持ち
寄って、1つの商品を開発・ブランディング、B TO Cの市場
へ供給していくといった協創ができればと考えています。

今後の展望
　他人にプレゼントしたくなる、サプライズを与えるような
ワクワクする商品づくりをしていきたいと考えています。そし
て、商品の魅力を上手に発信し、お客様にご理解頂けるよ
うショッピングモールも独自に作りこんでいきます。
　また、海外展開も実施していきます。ベトナムでカラーヘア
ゴムの販売をトライアルで実施しましたが、リピートで注文
をいただきました。また、ヨーロッパの企業から製品の品質
を気に入ってもらい、販売したいとのオファーなどもいただ
いています。

会員企業訪問

所在地
TEL
HP
代表取締役
事業内容

神奈川県相模原市緑区鳥屋750番地
042-785-0136
https://www.inoue-braid.co.jp/index.html
井上　毅
ゴムひも・手芸用組みひも製造販売、産業資材、
医療、化粧品、装飾、包装

代表取締役　井上 毅　様

株式会社イノウエ
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　私は65歳までいられた会社を60歳で辞めて落語に専
念しちゃったでしょ。辞めてみて、なんて自由なんだとつく
づく思っちゃいましたよ。反対に背負うものもあるけど、自
由と引き換えならしょうがねえなと思いますよ。
　会社員だとね、幹部社員たって自分で決められること
は少なくてさ、やれ稟議だ会議だってやって。そうして出
来上がりはてえと、イトカワやリュウグウのようにゴツゴツ
とんがっていた考えが、出来上がったらこんにゃく玉のよ
うに、まあるくなっていたなんてこともしばしば。
　落語に専念してからは、例えばメールや電話で高座を
頼まれると、その場で予定確認して「やるよ」とか「埋まっ
てます。他の日でどうですか」とか応えられる。ものの1分
ですよ。中身もあんまりうるせえこと言われねえし、こっち
も向こうさんの望みにできる限りお応えするように自分で
決められるんすよ。それでいて「落語をやらせてやる」とい
う上から目線の依頼には、誰に気兼ねすることなく丁重
にお断りしちゃう。
　従業員てのは、代わりはいくらでもいるんだよね。私が
辞めたって、次の日、その机には別の人が座って会社は
何にも困らねえんですよ。
　ところが落語なんて、聴きたいけど、どうやって依頼して
いいのかわからない、何の準備をしたらいいのかわから
ないという人が多いんだよね。で、偶 ご々縁のできた遊助
は、結構ありがたがられるんですよ。だから、そんなに下手
に出なくても、対等な立場で話ができるんですよね。

　で、下請さんはどうだろうね。もちろん独立した企業な
んだけど、自由度ってそんなにあるのかねぇ。たとえば売
上の大半をどっかの大手から貰っていたら、無理な納期
や毎年の値下げとかあって、「勘弁してくれ」と言おうもん
なら出入り差止で他の下請けに仕事が行っちまう、相手
のミスにも文句が言えず、忙しいだけで儲けは残らず(「稼
ぎに追いつく貧乏なし」って落語では言うけどねぇ）、発
注量はその企業の業績次第･･･。自由のなさは従業員並
みで、それでいて苦しくなっても「別会社だから」ってんで
面倒を見ちゃくれない。
　で、もし、そんなのやってられるかって、長年鍛えた腕で
どこにもないモノを創っちまう。あちこちに自分達の腕を
売り込む、そうして下請けを脱けたら、自分のやりたいモ
ノづくりができる、売りたいものを売れる、売物がどこにも
ないモノなら締切りや値も仕切れる、少なくとも対等に商
いができるんじゃないすかね。
　もちろん創れるかどうか、売れるかどうかはすべて自分
が負うんだけど、それは、自分たちが決めたことだからしょ
うがねぇと思えば、それもまた心の張りになるんじゃない
かね。モノづくりのことで書いたけど、食い物屋だって、髪
結いだっておんなじだよね。
　コロナ禍で暇になっちゃってるかもしれねぇけどさ。で
も考えようじゃぁ、しめたもんで、その暇な間に自分の強
みって何だろうと考えて、大化けしたら面白いよねぇ。

（落語家　参遊亭遊助）

サラリーマンと下請け企業

元サラリーマン落語家のひとりごと

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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KIP会
会員は

通常料
金から

20%O
ff 　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。

定員 利用料

第１会議室

第２会議室

第３会議室

特別会議室Ａ

特別会議室Ｂ

39名

93名

36名

24名

22名

多目的ホール

会議・講習会 120名

展示会・パーティ等 220名

〈KIP会会員料金表〉 （平日料金）

　　

利用時間帯

午前 9：00～12：00

午後　13：00～17：00

夜間　18：00～21：00

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 TEL 045-633-5019

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/

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。

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

27,808円～98,384円

49,104円～173,448円

23,760円～83,952円

10,120円～35,816円

12,408円～44,000円

9,152円～32,384円

11,088円～39,160円

KIPホームページから仮予約できます。
https://www.kipc.or.jp/rental/rental-mtg-room/vacancy/

◆お問い合わせ

◆ご予約

KIP会ひろばを活用して
あなたの会社をPRしませんか?!

ご紹介ください！！
『KIP会会員募集中』

投稿募集
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。

チラシ同封サービス
「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。

お問い合わせはKIP会事務局まで！

◆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
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
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。

～KIP会は企業間交流や
　経営活動のヒントになります～

無料

KIP会ひろば　2021.3


