第 38号

平成30年KIP会賀詞交歓会

1

10周年功労者表彰式 開催報告

平成 30 年 3 月 20 日
題字：前田聖峰

テクノトランスファーinかわさき 出展者募集のご案内

3

KIPの事業紹介

4

やなぎに風

5

会員サービスのご案内

6

平成30年KIP会賀詞交歓会
10周年功労者表彰式 開催報告
去る 2 月２日（金）、平成 30 年 KIP 会賀詞交歓会および 10 周年記念功労者表彰式を、横浜ベイホテル東急クイー
ンズグランドボールルームにおいて開催しました。
平成 20 年 4 月 1 日に発足した KIP 会は、本年 4 月１日で 10 周年を迎えます。これを記念して、永年にわ
たり会の活性化および発展に貢献された方を、賀詞交歓会の冒頭に功労者として表彰しました。
功労者表彰受賞者一同、会場内のステージに登壇いただき、神谷 KIP 会代表から表彰状が授与されました。
神谷代表は、受賞者一人一人と力強い握手を交わしながら、これまでの KIP 会へのご尽力に対する謝意を伝え
ていました。
引き続き、KIP の北村理事長から記念品をお渡し
しました。KIP 会会員である（一社）箱根物産連合
会様より、2016「木のクラフトコンペ」で大賞受
賞した寄木錯覚模様皿記念品を、特別に記念品用に
制作していただきました。
最後に 18 人目の受賞者として、司会者より神谷
KIP 会代表の名前が呼ばれ、KIP の北村理事長より
賞状と記念品が授与されました。
その後、来賓としてお越しくださった黒岩知事を
功労者表彰受賞者で囲み、記念撮影を行い、表彰式

ステージ上での功労者表彰受賞者

は終了となりました。これまで KIP 会の発展を支え
尽力されてきた受賞者 18 名には、KIP 会事務局か
らも心よりお礼を申し上げます。
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功労者表彰受賞者と表彰式
■ 功労者表彰 受賞者 ■
神谷
工業部会
矢野
千葉
大山
富田
簑原
鈴木
松波
生活産業部会 高橋
渡邉
物産部会
露木
横田
辻村
山本
貿易繊維部会 坂田
食品部会
椎野
ＫＥＥＰ部会
高木
桂田
代表

功労者表彰を授与される神谷代表

光信 様
和昭 様
治郎 様
裕 様
啓明 様
利憲 様
信行 様
登 様
保一 様
弘一 様
英治 様
仁 様
彰秀 様
組雄 様
宏 様
栄一 様
紀世子 様
忠明 様

功労者表彰の授与

黒岩知事を囲んで功労者表彰受賞者による記念撮影

KIP会ひろば 2018.3
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神谷コーポレーション株式会社 代表取締役会長
株式会社平山ファインテクノ 相談役
美和電気株式会社 取締役会長
株式会社オオヤマフーズマシナリー 代表取締役社長
トミタテクノロジー株式会社 代表取締役社長
タカネ電機株式会社 代表取締役会長
協同電子エンジニアリング株式会社 取締役会長
株式会社東科精機 代表取締役社長
株式会社ダニエル 代表取締役社長
株式会社和光商会 代表取締役社長
神奈川玩具株式会社 代表取締役社長
ミコー産業株式会社 代表取締役社長
東亜株式会社 代表取締役
株式会社山本産業 代表取締役
株式会社サカタのタネ 代表取締役社長
株式会社しいの食品 会長
ＫＫフォレスト 代表
セントラル電子制御株式会社 代表取締役

賀詞交歓会

開催報告

今回の KIP 会賀詞交歓会、第一部の記念講演では、『最近の金融経済情勢について』をテーマに、日本銀行横

浜支店播本支店長にご講演いただきました。全国の景況感をはじめ、神奈川県経済の現状を、様々な視点から

解説いただくとともに、現在課題となっている人材活用について最新のデータを参照しながら講演いただき、
ご出席の皆さまも真剣な眼差しで聴講されていました。

播本支店長

賀詞交歓会の様子

第二部の賀詞交歓会は、例年より多数の 2４0 名程の参加者がありました。神谷 KIP 会代表のあいさつを皮切

りに、黒岩知事、横浜国立大学長谷部学長に来賓の祝辞をいただきました。神谷会長からは、KIP 会 10 周年を

契機に会員企業の発展に向けた事業継続の充実について、黒岩知事からは、第 4 次産業革命の IoT、AI の時代

にどのように生きていくか、また長谷部学長からは学内の取り組みとして人材育成をポイントに、ご祝辞をい
ただきました。その後、宮治 KIP 会副代表の乾杯の発声により、交歓会が幕開けとなりました。和やかな雰囲

気の歓談の場は、情報交換や近況について語り合うなど、大変盛り上がりました。最後の中締めは、高木 KIP

会副代表より、10 年後の 20 周年では、本日の参加者に若い人の参加で KIP 会が益々活気づくようにというお
話をいただき、一本締で閉会しました。

見本市出展のご案内

「テクノトランスファーinかわさき2018」の出展のご案内
当見本市では、生産・環境・医療における最新テクノロジーを担
う次世代技術部門を設け、ものづくり、大学技術シーズとともに先
端技術をお届けします。また、「川崎ものづくりブランド認定製品」
も特設コーナーとして出展します！
この機会に是非、ご出展をご検討ください！
時】 平成30年7月11日（水）〜7月13日（金）
10：00〜17：00
【会
場】 かながわサイエンスパーク（ＫＳＰ）
イノベーションセンター西棟
（川崎市高津区坂戸3−2−1）
【出 展 料】 64,800円〜75,600 ／小間(2ｍ×2ｍ）※基礎小間設備付
【詳細・お申込方法】公式ＷＥＢサイトをご確認ください
http://www.tech-kawasaki.jp/ttk2018/
【日

問い合わせ先

前回の開会式の様子

公益財団法人神奈川産業振興センター 取引振興課
TEL：045-633-5170
E-mail：info@tech-kawasaki.jp
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KIPの事業紹介

KIPにて実施している支援策を紹介します。

プロ人材採用で「攻めの経営」へ
事業スキーム

神奈川産業振興センターは神奈川県からの委託により、プロフェッショナル人材戦略拠点とし
ての「神奈川県プロ人材活用センター」を設置しております。プロフェッショナル人材戦略マ
ネージャーを含めた6名の拠点スタッフは、金融機関等と連携しながら、地域企業の経営者と対
話を重ね、新事業立ち上げや販路拡大等の「攻めの経営」への転身を促すとともに、その実現に
向けたプロフェッショナル人材ニーズを民間人材ビジネス事業者へ取り繋ぎをします。また、企
業の経営課題の解決や、成長戦略の実現にむけフォローアップも行っていきます。

平成29年度成約事例
【製造業A社】

【製造業B社】

■業種
業務用機械器具製造
■経営課題
開設間もないメキシコ工場にて産業用機械設備の機械制
御に係る組織体制作り
■課題解決に向けた取組み
シーケンサープログラマー、機械制御全般に関して知見
があり、メキシコ駐在が可能な人材の採用
■拠点の成果
当センターによる民間人材ビジネス事業者との取り繋ぎ
により、メキシコ工場にて勤務可能な信頼のおける人材
の採用を図り、メキシコ工場の組織体制作りを行った

■業種
配線用遮断器の製造
■経営課題
現行の生産管理システムの処理の流れを再検証し、部品
管理・在庫管理・原価計算等の適正化
■課題解決に向けた取組み
原価計算、コスト面の見直しが行える等、財務分析能力
に特化した人材の採用
■拠点の成果
経営者の人材ニーズは経理面に重点を置いていたが、拠
点スタッフは組織全体を管理できる人材の採用の必要性
を感じ、助言した。その助言を受け、民間人材ビジネス
事業者への取り繋ぎでは、経理面、管理面両方の業務経
験がある人材を採用し、生産管理システムの適正な運用
を図った

事業スキーム図

問い合わせ先
KIP会ひろば 2018.3

神奈川県プロ人材活用センター TEL：045-633-5008
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「客家」にスポット
もう一つの台湾売り出す

役立ちそうだ。

台湾鉄道内湾線の終点にある内湾駅周辺、ルート変更

で廃止された旧山線の勝興駅跡、日本統治時代に建設さ

れ、大地震で崩壊した龍騰断橋などは、日本人にも懐か
しさが感じられる風景である。また、保存食や米を駆使

「客家（はっか）の里ロマンチック街道」というネー

した客家料理は、質素だが食材のおいしさが存分に引き

ミングにひかれて、昨年11月初旬、台湾の客家の集落を
巡ってきた。漢族をルーツとし、独自の言語や慣習を持

出され、グルメも舌鼓を打つだろう。

建、江西省の境界の山岳地帯に移住。そこから香港や台

は4、5千万人に上るともいわれる。だが、日本の中華街

客家は勤勉さを武器に、移住先の国々の政財界などで

者は大和市つきみ野で胃腸科病院を開業する小柳朝明さ

客家をルーツとする華僑を含めると、世界の客家人口

つ客家は、秦の始皇帝の時代から戦乱を逃れて広東、福
湾、東南アジアなどへ南下したとされる。

には客家の組織は存在せず、私が初めて会った客家出身

多くの人材を輩出。台湾では国父とあがめられる孫文、

ん（83）＝客 家 名・楊 朝 明＝と 寿 美 さ ん（80）＝同・黄

本省人として初めて総統を務めた李登輝さんも客家出身

壽美＝夫妻だった。

の多元的文化の発展のため、客家文化の復興・継承が必

卒業後は地域医療に貢献する傍ら、客家文化を日本に紹

ロマンチック街道の整備は、台湾政府と沿線自治体が

経済文化代表処（台湾の大使館に相当）の横浜分処の仲

小柳夫妻は約50年前、勉学のため台湾から来日。大学

といわれる。現総統の蔡英文さんも客家出身で、「台湾
要」と訴えてきた。

介する活動に取り組んでいる。それを後援した台北駐日

連携して昨年からスタートした。同街道は台湾を南北に

立ちで、約5年前に夫妻と知り合い、客家の歴史や暮ら

貫く国道「台三線」
（台北〜屏東、全長436.8キロ）のうち、

しなどについて話を聞く機会を得た。

名は「内山公路」で、内山とは山々が重なり合った奥山

苗栗の風景や伝統行事を撮りため、日本国内の有力写真

台三線の沿線には客家の集落が点在し、茶畑やレトロ

婦女会を設立し、世界客属（客家）総会日本分会の会長

日本写真作家協会会員でもある朝明さんは、出身地の

桃園から台中まで約150キロの区間を指す。台三線の別
のことだ。

展で何回も入賞。寿美さんは2003年に全日本台湾客家

な商店街、工芸品の工房など先人が200年余にわたって

を務めるなど、日本国内の客家の親睦交流に力を注いで

栗にある「客家文化パーク」は、世界の客家文化や産業

こういった地道な活動が浸透すれば、私のように客家

築いてきた客家文化の片りんが見られる。中間地点の苗

いる。

の交流・研究の場として設けられた国立施設で、観光客

に興味を持つ日本人が増えて、ロマンチック街道もいつ

同街道の整備計画の狙いは、交通アクセスの不便さゆ

か。そうなる前に、「客庄浪漫大道」（同街道の台湾側呼

にも無料開放され、人気が高い。

の日か〝台湾観光の定番コース〟に育つのではなかろう

えに開発から取り残された客家の集落を、新たな観光資

称）の隠れた見どころを訪れ、誰にも煩わされずに「漫
遊、漫歩したい」と考えるのは、わがままだろうか。

源として台湾の国内外に売り出すことだ。バスやローカ

（経済ジャーナリスト・松本

ル鉄道を乗り継ぎ、時間をかけて周遊すれば〝もう一つ

努）

の台湾〟を楽しめるので、リピーターの掘り起こしにも

写真を通じて客家文化を日本に紹介
している小柳朝明さん。
台湾鉄道旧山線の勝興駅跡の周辺に残るレトロな商店街

隣は寿美夫人
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員は
会会 から
P
I
K
料金
通常
ﬀ

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

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

KIP会会員・利用料

第１会議室

39名

10,886円 〜 38,447円

第２会議室

93名

23,328円 〜 82,425円

第３会議室

36名

9,936円 〜 35,164円

午後 13：00〜17：00

特別会議室Ａ

24名

12,182円 〜 43,199円

夜間 18：00〜21：00

特別会議室Ｂ

22名

8,985円 〜 31,794円

会議・講習会

120名

27,302円 〜 96,594円

展示会・パーティ等

220名

48,211円 〜 170,293円

多目的ホール

◆お問い合わせ・ご予約

利用時間帯
午前

9：00〜12：00

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

TEL

045-633-5019

※ホームページもご覧ください

会議室担当

http://www.kipc.or.jp/rental̲mtg̲room/

KIP会ひろばを活用してあなたの会社をPRしませんか？！
投稿募集

チラシ同封サービス
KIP会会員のビジネス拡大をお手伝いするため、

無料

会員の皆さまからのご投稿を大募集！

「KIP会ひろば」を送付する際に貴社の

どのようなテーマでも結構です。

製品・商品PRなどのチラシを同封する

お問い合わせお待ちいたしております。

サービスを行っております。

わが社の自慢
新製品紹介
事業紹介
などなど

◆チラシサイズ：Ａ４

◆送付部数：600部程度

◆利用料金：5,400円（税込）

◆お問い合わせ

取引振興課

TEL

KIP会事務局

045-633-5149

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！ 無料
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
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
MAIL : kipmember@kipc.or.jp
ホームページ : http://www.kipc.or.jp/about̲kip/kipkai/
KIP会ひろば 2018.3
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