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　去る６月８日、神奈川中小企業センタービルで、平成30年度のKIP会運営委員会・会員総会・講演会・交流会
を開催しました。
　運営委員会・会員総会では、平成29年度事業報告・収支決算（案）、平成30年度事業計画・収支予算（案）をご
審議いただきました。また今年度は役員の任期満了にともない、役員の選任（案）についてもご審議いただき、
すべての議案とともに満場一致で承認されました。
　総会終了後には、黒岩知事を講師にお招きし『健康・未病産業の創出とベトナムとの経済交流について』とい
うテーマでご講演いただきました。県内の未病に向けた取組みや、神奈川県とベトナムとの関わりなど、参加し
た会員の皆さまも真剣に聴講されていました。
　講演会後は会場を移し、交流会を開催しました。神谷代表のあいさつに始まり、簑原工業部会長による乾杯と
続き、会場内は大変な盛り上がりになりました。
　総会、講演会、交流会と多くの会員の皆さまにご出席いただき、盛況のうちに閉会となりました。

KIP会会員総会　開催報告

代　　表 神谷　光信 神谷コーポレーション㈱　代表取締役会長

副　代…　表 簑原　利憲 タカネ電機㈱　代表取締役会長

〃 横内　昭次郎 神奈川県家具工業組合　理事長

〃 横田　仁… ミコー産業㈱　代表取締役

〃 宮治　英輔 ㈱新井清太郎商店　代表取締役社長

〃 瀬戸　映男 ㈱調味商事　代表取締役

〃 高木　紀世子 ＫＫフォレスト　代表

　 平山　光裕 ㈱平山ファインテクノ　代表取締役社長

　 松波　登 ㈱東科精機　代表取締役社長

　 富田　啓明 トミタテクノロジー㈱　代表取締役社長

　 大山　裕 ㈱オオヤマフーズマシナリー　代表取締役社長

　 千葉　克実 美和電気㈱　代表取締役社長

　 北澤　晶彦 協同電子エンジニアリング㈱　代表取締役社長

　 森川　真彦 ㈱ユニオン産業　代表取締役

　 細谷　信行 ㈲たんぽぽ　代表取締役

　 奥谷　晃 ㈲おくや物産　代表取締役

　 坂田　宏 ㈱サカタのタネ　代表取締役社長

　 宮﨑　眞一 ㈱松屋総本店　代表取締役

　 桂田　忠明 セントラル電子制御㈱　代表取締役

　 杉山　和史 神奈川県銘菓共励会　会長

監　　事 坂井　雅幸 （公社）横浜貿易協会　常務理事

〃 太田　康雄 …㈱ジェムコ日本経営　取締役人事・秘書室長

■ KIP会運営委員のご紹介 ■

黒岩知事講演会

新任

　KIP会では、このたびの「平成30年7月豪雨」で被災
された方々のために、会員の皆さまやKIP役職員･関係
者に義援金の呼びかけを行うこととしました。義援金
はKIP会が取りまとめ、関係機関に送金します。
　皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

◆振込先口座◆
横浜銀行　県庁支店　普通1246858

神奈川産業振興センター　KIP会

『平成30年７月豪雨』
災害義援金の受付
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活動予定
工業部会

健康・医療勉強会

ベトナム・ラオス視察研修

“がん”になった従業員が「この職場でよかった！」と言えるために・・・

　KIP会では､ 会員の企業間交流や今後のビジネスの可能性を探る機会
としていただくため､ ハノイ（ベトナム）とパクセー（ラオス）にて視
察研修を実施します。
　ベトナム･ラオスでの市場調査や海外展開を検討する皆さま、ぜひご
参加ください｡

旅行日程 　2018年11月15日（木）〜 19日（月） ４泊５日
旅行代金 　お一人様　２６４,０００円（予定）　＜参加人数20名以上の場合＞
　　　　　　　（＊参加人数により、代金が変動する場合があります。）
※�旅行代金には、航空運賃（エコノミークラス）、宿泊費、食事代、移動費（車両代）、ガイド費、空港税、燃料サーチャージ（後日決定）等が含まれます。

昨年度実施したタイ視察研究での集合写真

KIP会では、神奈川県と連携し、事業主・人事労務担当者のための勉強会を開催します！

◇お問い合わせ◇　神奈川県がん･疾病対策課　がん･肝炎対策グループ　TEL 045-210-1111（内線4739）

～ 受講者の声 ～
・企画自体が秀逸でした。実践的な内容なので、さっそく役立てられます。
・従業員ががんに罹ってから考えるのではなく、今から備えておくことが大切と実感しました。
・具体的なお話を聞くことができて、とても参考になりました。

☆テーマ　「従業員ががんになってからでは遅い！
　　　　　　　　　今から知っておくべきこと！」

第 1 回目
｢社会保険労務士が事例をもとに伝える」
　～傷病手当金がもらえない？ 人事担当者が知らないでは許されない！～
　　　講師：須田 美貴　氏（社会保険労務士）

第 2 回目
がん体験者の産業医が経営者目線で伝える」
　～人事担当者の役割と医療スタッフの上手な活用～
　　　講師：東川 麻子　氏（がんサバイバーの産業医）

＜参考＞昨年の研修会の内容

今年度は10月頃に開催予定！！
　ぜひ県のホームページをチェックしてみてください（８月頃掲載予定）
URL�:http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/ganntaisaku/ivent/business-event.html

日　付 内　容　（予　定）
11月15日（木） 日本

⇒ハノイ
　（ベトナム）

集合（羽田空港）　
　8　：55　羽田発＜ＡＮＡ-８５７便＞
13：10　到着後、企業視察または市内観光　　　　　　　　　　　　　　　　…◆ハノイ泊

11月16日（金） ハノイ 午前　企業視察
午後　神奈川投資セミナー（会場：パンパシフィックホテルハノイ）
　　　ネットワーキング（交流会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ハノイ泊

11月17日（土） ハノイ
⇒ビエンチャン
　（ラオス）

午前　「神奈川フェスティバル…in…ベトナム」　オープニングセレモニー見学
午後　「神奈川フェスティバル…in…ベトナム」　見学…または…市内観光
16：40　ハノイ発＜ＱＶ-３１２便＞
17：50　⇒…ビエンチャン（ラオス）着　　　　　　　　　　　　　　　　◆ビエンチャン泊

11月18日（日） ビエンチャン
⇒パクセー
　（ラオス）

　8　：00　ビエンチャン発＜ＱＶ-３０５便＞
　9　：15　⇒　パクセー（ラオス）着
午前　現地工業団地視察
午後　市内視察（世界遺産ワット・プー等）　　　　　　　　　　　　　　　◆パクセー泊

11月19日（月） パクセー
⇒日本

　9　：25　パクセー発　⇒　10：55　バンコク着（経由）＜ＱＶ-２２３便＞
14：45　バンコク発　⇒　22：20　羽田空港着＜ＡＮＡ-８７８便＞

＊詳細はKIP会事務局にお問い合わせください。
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活  動  報  告

　入社後、電気工事部工務

課に配属されました。

　電気工事は私達の生活を

支えている大切な仕事で

す。

　私は電気工事を通じて

困っている人達の助けにな

りたいと思います。

　そのために必要な資格を

とりなるべく早く仕事を覚

えられるように日々精進し

ていきます。

　今回のビジネスマナー研

修はただ一方的に教わるの

ではなく、参加型でとても

勉強になりました。

　私は自分の好きなことを

仕事にして、大変なことも

多いですが、毎日が楽しい

です。

　まだ社会人として始まっ

たばかりですが、今後も仕

事を楽しみつつ全力で頑張

りたいと思います。

☆会津電業株式会社　岩﨑　弘祐さん☆ ☆アークシステムワークス株式会社　光吉　佑斗さん☆

「ＳＴＡＲ☆」
「ＳＴＡＲ☆」イキイキと輝く会員企業の人材をご紹介いたします！

　今回ご紹介するのは、 4 月11日に開催した「新入社員ビジネス
マナー研修」に参加された会津電業株式会社の岩﨑さんと、アーク
システムワークス株式会社の光吉さんです。

　KIP会では、自社単独では新入社員研修の実施が難しい中小・小規模企業向けに毎年４月に新入社員を対象に
した「新入社員ビジネスマナー研修」を実施しています。今年は昨年より多い57名が参加し、社会人としての
心得やビジネスマナー、プロ意識の重要性を学び、グループワークやロールプレイングを通して身に付けました。
　研修後は交流会が行われ、他社の同世代の仲間と交流を深めていただきました。

～ 参加者のコメント ～
・曖昧だったビジネスマナーを学び、自分の中で確立され自信がつきました。
・声に出して練習しながらの講義は、実践的で明日から業務に活かせます。
・色々な業種の方と話す事が出来て、貴重な経験でした。

　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。
　今回の事例発表は、みゆき社会保険労務士事務所�代表�栗原様に
「メンタルヘルス対策～傾聴とアサーティブコミュニケーション」
をテーマに、日頃のコミュニケーションにおいて、傾聴の大切さと
上手な伝え方のコツをポイントにお話いただきました。その後のグ
ループディスカッションでは「コミュニケーション」をテーマに、
各自の思いを模造紙に書き出し、グループでの発表を行いました。
　女性管理職・中堅女性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。異業種の方と意見交換は「大
変刺激になる」と多くの参加者より感想をいただきます。次回は9
月に開催を予定しています。

新入社員ビジネスマナー研修（ 4月11日）

第92回　女性管理職・中堅社員交流会（ 6月20日）

人材育成研修

KEEP部会

グループディスカッション

グループ発表会

新入社員フォローアップ研修を10月10日に開催します。
入社から半年が過ぎた時期、振り返りすることで、
更なるステップアップへつなげませんか？
4月の新入社員ビジネスマナー研修に不参加でも、今回の10月の研修は参加可能です。

予告
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—  富士ウッドワークス株式会社  —
所在地 座間市栗原920-9　SIP座間

ＴＥＬ 046-253-1601

ホームページ https://www.fujiwoodworks.com/

代表取締役 齊田　光男

取締役　工場長 齊田　勇

業務内容：オーダーメイド家具の製造・販売

～今回は、齊田工場長よりお話をうかがいました～

　当社は平成6年、木工職人だった現社長が、経験者10名
とともに座間市にて創業しました。当社が製造する「オー
ダーメイド家具」は、家具のデザイン・設計・製作・塗装・
納品・取付けまで社内一貫システムで行っています。機械
化できる行程は製品の均一化が図れるメリットを活かすた
めにも極力機械化し、材料はコストダウンのために「束」
で仕入れ、世間の相場より2～ 3割安価で提供できます。
また、当社の製品は、最後は必ず熟練の自社職人により手
仕上げすることで、特注対応の高品質な一点物として、お
客様にお届けしています。

　これまでに「もの補助」に3回採択され、申請書は毎回
自分で作成しましたが、KIPマネージャーの支援もいただ
きました。１回目の「もの補助」申請時は、リーマンショッ
クの影響で発注も減り赤字が続いていましたが “設備を増
設し効率化につなげ黒字転換したい”と熱い思いがありま
した。今でもその時「もの補助」で増設した設備は、わが
社では欠かす事ができなり好プレイヤーです。

　現社長である父が創業した当時、私は大学生で、当社の
手伝いをした時は「楽しい仕事だなぁ」と感じていました。
畜産系の大学にいましたので、卒業後は北海道の牧場など
で働きましたが、26歳の時に木工の職業訓練校への合格
をきっかけに、木工業界に進み、その後当社に入社しまし
た。畜産と木工の仕事の違いは、畜産は一つが育つまであ
る程度の年月を要しますが、木工は新製品を作るチャンス
が多くあり、完成品に何度も立ち会えること、畜産よりス
ピード感があることが魅力です。その後、しばらくは、当
社を継ぐ気はありませんでしたが、次第に「自分がやるし

かない」との思いが芽生え、KIPの支援で事業承継計画書
も作成しました。

　当社は神奈川県より、「神奈川県優良工場表彰」の表彰
や「神奈川がんばる企業」の認定いただきました。特に優
良工場表彰は、財務や就業規則の審査が厳しかったですが、
就業規則は法律との整合性を見直す大変良い機会となりま
した。表彰後は、商品注文のお問い合わせが増加したのと
同時に、求人会社からの問い合わせも増えましたので、世
間からの影響力は大きいと実感しています。

　“思いがあるなら実際に挑戦してみること”が中小企業の
生命線であると思います。結果も大切ですが、挑戦するこ
とで次のきっかけに繋がることもあります。また、公的機
関や行政を最大限に活用し、担当者と知り合いになること
で情報もいただけます。常に自分を好循環にもっていくこ
とが、中小企業が生き残っていく鍵だと思います。

　売上を上げて、従業員の給与に還元していくことが夢で
す。また、日本ではオーダー家具を知らない人がまだ多い
現状のなか、展示会等で周知活動を行なうとともに、将来
は当社が木工業界のドリームチーム（＝憧れの存在）にな
りたいです。当社の名称にもある「富士」を象徴するよう
に、日本一の富士山のように、日本を代表する木工所を目
指していきます。

代表取締役　齊田…光男様、取締役…工場長　齊田　勇様

ものづくり補助金（通称：もの補助）で
設備増設から黒字へ

親族内承継

行政からのお墨付き

中小企業の生命線

未来に向けて

当社の事業

作業風景

会員企業訪問記



公益財団法人 
神奈川産業振興センター

神奈川県事業引継ぎ支援センター
事業承継に関するご相談を専門家がお受けいたします。

●ご相談お申し込み先・お問い合わせ先

神奈川県事業引継ぎ支援センター
〒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12階
TEL：045-633-5061（直通）　　E-mail：hikitsugi@kipc.or.jp

経済産業省
関東経済産業局

委 託 事 業

後継者を探している

事業を引き継ぎたい 自社を譲渡したい

企業を譲り受けたい

秘密
厳守

相談
無料
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今年度の新入会企業を
ピックアップしてご紹介します。

株式会社まつざか
業務内容：需品（金物・機械工具・物流機器等）の製造販売及び貿易業

業務内容：……社会保険労務士業（労働保険、社会保険手続き業務から求
人採用から定着までのコンサルティング等）

H30年5月入会　工業部会

H30年4月入会　KEEP部会

○代表取締役社長 松坂　知重
○所在地 神奈川県横須賀市米が浜通2-9
○ＴＥＬ 046-823-0260
○ホームページ http://mtzk.co.jp/

○所長 井上　知子
○所在地 神奈川県相模原市緑区橋本3-19-21　ハピニスライフ4-C
○ＴＥＬ 042-703-6518
○ホームページ http://inoue-sharoushi.com/

　明治41年、金物商として創業し、現在は主に公的機関や
船舶向けの商品の企画・提案・販売をしております。
　「Marketing Solution　横須賀からその先へ」の経営理念
のもと、時代の変化に合わせた自社開発製品に力を入れ、
金属・特殊ポリエチレン加工等の実績があります。

～  事業主の皆様に寄り添う事務所です！～
　いつでも真っ先に相談できる身近さと、速さと解決力を兼ね備え
た丁寧な対応で、お客様をサポートしてまいります。「ヒト」に関
する込み入った手続きや悩み事は当事務所にお任せください。

井上社会保険労務士事務所

KIPにて実施している支援策を紹介します。KIPの事業紹介

会員企業訪問記
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KIP会会員は

通常料金から

20%Off
中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！
　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 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

特別会議室Ａ 24名 12,182円 ～ 　43,199円

特別会議室Ｂ 22名 8,985円 ～ 　31,794円

多目的ホール

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

＜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。

KIP会会員のビジネス拡大をお手伝いするため、

「KIP会ひろば」を送付する際に貴社の

製品・商品PRなどのチラシを同封する

サービスを行っております。

会員の皆さまからのご投稿を大募集！

どのようなテーマでも結構です。

お問い合わせお待ちいたしております。

◆お問い合わせ・ご予約

◆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

TEL　045-633-5019
※ホームページもご覧ください　http://www.kipc.or.jp/rental_mtg_room/

取引振興課　KIP会事務局

TEL　045-633-5149

KIP会ひろばを活用してあなたの会社をPRしませんか？！

チラシ同封サービス 投稿募集

◆チラシサイズ：A ４
◆送付部数：600部程度
◆利用料金：5,400円（税込）

無料

わが社の自慢
新製品紹介
事業紹介
　などなど

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/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。ぜひお問い合わせください。

無料


