令和元年度一年間の事業ダイジェスト
[第３６通常総会]
各議案いずれも全会一致確認頂きました!
令和元年 5 月 16 日(木)HOTEL THE KNOT YOKOHAMA にて、72
名の出席で開催いたしました。塚本裕樹総務部長の司会で始まり、加藤卓郎
会長の挨拶に続き、各担当副会長及び会計理事より、平成 30 年度事業結果
及び決算、令和元年度事業計画及び予算について報告・提案がなされ、審議
の結果いずれも全会一致承認・可決されました。
引き続き、令和元年度･2 年度役員選出が審
議され、佐々木理事･相談役が退任され、中村
副会長が理事･相談役に、山口理事が副会長に
就任されるなど、5 名の理事･監事が退任さ
れ、新たに 6 名が選任されました。
横浜市優良工業従事者については、2 事業所
4 名を表彰致しました。
総会終了後、会場を移して出席者による懇親
が行なわれ友好を深めました。

[納涼事業]
「笑顔は天の花」を人生訓として自分に言い聞かせて日々頑張っています!
令和元年度の納涼事業は 8 月 7 日(水)18 時
より、HOTEL THE KNOT YOKOHAMA に
て、人気作家、神渡良平氏をゲストに「人生の
スイッチがはいった!」と題して 51 名の出席で
開催、木通和摩事業部員の司会で始まりました。
講師は、1948 年鹿児島県で生まれ、九州大
学医学部中退後、新聞記者、雑誌記者等経て独
立。38 歳のときに脳梗塞で倒れ一時は半身不
随となりましたが、俺がここでこけたら、こい
つ(妻)の人生も駄目になってしまうと思い、闘病中に安岡先生の『論語』の講義に学び、起草した
『安岡正篤の世界』がベストセラーになったこと。カンボジアで地雷撤去活動をされている高山
良二さんの話、柔道家の山下さん、グルメ回転寿司「銚子丸」の創業者堀地速男氏との出会い等
を話されました。
引き続き 19 時０５分より、神渡先生も交えて同会場にて納涼パーテーが行なわれ、加藤卓郎
会長の挨拶、山口喜久雄事業部長の乾杯ではじまり、８月に入り真夏日が続く中で生ビールも用
意され、真夏の世のひと時を、和気藹々歓談され予定の 20 時 30 分に永澤実副会長の中締めで
お開きとなりました。

『「笑顔は天の花」令和元年納涼事業講師 神渡良平氏講演より』
問題に直面したとき、それをどう受け止めるかが全てのことを決め
ると思います。そう考えたとき、何が起きたとしても、真っ正面で受
けて立とう、この逆境も私の目を開いてくれるきっかけになると思っ
たら、どんなことでも前向きで建設的で積極的な取り組みができるよ
うになり、不動の心が持てるようになるものです。
そういう姿勢で人生に立ち向っている人は、部下はみんなわかっていて、あの上司は間違
いない、あの人に付いて行けば必ずやこの壁を突破していくだろうと厚い信頼を寄せ、その
企業集団は一丸になっていくのではないでしょうか。
私は本にサインを頼まれると、
「笑顔は天の花」と書きます。どんなに苦しい状況にあっ
ても笑顔を持ち、感謝して受けていると、その笑顔が人々を引き寄せ、運勢が変わり、難題
も突破していけます。不思議なもので、笑顔は人を引き寄せるものです。
私も「笑顔は天の花」を 人生訓として、自分に言い聞かせて日々頑張ってまいります。
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[見学会]
システムキッチンのナスラック鎌倉工場・
皇室ご用達高級食器製造の大倉陶園を見学しました！
晴天に恵まれた 10 月 9 日(水)26 名の参加で見学会が行なわれました。見学会を江口敦事
業部員（川本工業㈱）
、懇親会を三上将貴事業部員(㈱三上)の担当・進行で「ナスラック鎌倉工場」
「大倉陶園本社」を見学、懇親会を「大珍樓新館」にて行ないました。
[ナスラック鎌倉工場] 12 時 30 分に横浜駅東口を出発し 13 時 15 分に工場に到着。会議室
に案内され、工場の概要などを映像で説明頂きました。工場見学に移り、コイル状のステンレス
鋼板切断、大型プレスによる搾り-屈曲-溶接－仕上ラインへと流れ、加工された各種パーツと化
粧板を加工したパーツを組み立てるキャビネットラインなどを、約１時間かけて見学しました。
[大倉陶園本社] 伊藤泰弘総務部長に迎えられ会議室へ、大倉陶園の歴史、製造方法 ・行程など
映像による説明があり、創業者大倉孫兵衛の理念を今も受け継がれ、一貫して美術価値の高い硬
質磁器を作り続けているとの事でした。
見学は、製品の展示室、最高 1300 ℃を越える 48 時間 1 行程のトンネル窯、繊細な絵付け
工房などを 1 時間かけて見学しましたが、皇室ご用達や赤坂、京都迎賓館に納めた食器類、1,000
万円する洋食食器一式セットなど、目にも鮮やかな数々の製品が並び食器と言うより芸術品との
感さえする見学でした。
[懇親会］17 時 30 分に「大珍樓新館」に到
着、山口喜久雄事業部長より、本日参加頂い
た事、有意義な見学会であったこと等へのお
礼を述べ、乾杯で懇親に入りました。歓談は
3 つのテーブルで終始和やかに行なわれ、予
定の 19 時 10 分に大石晴通理事 （横浜エレ
ベータ㈱）による閉会の言葉と中締めで散会
しました。

[経営者セミナー＆忘年会]
幼少に決めた女優の道を貫き信念を通し続けた心に胸を打たれた講演でした!
寒さも本格化した 12 月 5 日(木)17 時 30 分より、大珍樓新館において
女優五大路子氏をゲストに 47 名の出席で「夢を紡いで～自分らしく輝くと
は～」と題して経営者セミナーを開催致しました。
定刻、長井邦夫事業部員の司会で始まりました。講演では、新横浜で生ま
れ、高校生の頃から演劇部の部長をして演劇を志すと言った時父に猛反対さ
れ、それでも私は意地で女優を目指しました。
ある時、帝劇の舞台稽古をしている時に、右足が全然動かなくなり色々な病院に行きましたが、
原不明で帝劇を降板。そんな時、メリーさんに出会うんです。私はメリーさんを追いかけながら
私は、横浜ローザという横浜発の芝居をしよう。そんな中で女優しか知らなかった私が初めて傷
だらけになりながらも皆さんと一緒に創り旗揚げしたのが 1999 年「横浜夢座」でした。
それから何度も悪戦苦闘をしながらローザをやり続けて 2008 年、8 年目にしてやっと赤レ
ンガ倉庫で横浜ローザを演じる事ができました。いつの間にか夢座実行委員の中に市民のボラン
ティアができ人達の輪が広がって、ニューヨークにいく夢が叶いました。
私も夢を紡いで人並みではなく、自分なりに命を発信続けたら良いなと思っています。皆さん
もそれぞれがそれぞれの素晴らしさで、今という時を輝いて夢を紡いで行ってください!。
忘年会は、18 時 35 分より、木通 和磨事業部員の司会、加藤会長の挨拶、山口 喜久雄事業
部長の音頭で乾杯で始まりました。講師の五大路子氏にも閉会時までお付き合いを頂き、名刺交
換や会員の方が列をなしての記念撮影
もツーショトで皆さんの期待に応えて
頂き、歓談も終始笑顔で時を過ごし、
定刻の 20 時 05 分に、新副会長にな
られた、古河電気工業㈱横浜事業所、
高際清彦副会長より、中締めが行われ
一年の疲れを癒やしました。
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[令和 2 年新春賀詞交歓会]
各界から来賓をお招きし 81 名の出席で新春を祝いました!
令和初の賀詞交歓会は、1 月 22 日(水)17 時 30 分より、横浜市経済局をは
じめ各界からご来賓をお招きして、HOTEL THE KNOT YOKOHAMA おいて
８１名の出席で開催しました。太刀川 佳代子氏(㈱オカムラ本社)の進行で始まり、
加藤卓郎会長より新年の挨拶、来賓挨拶に移り、竹前 大中区役所区長、各級議員
(６名)より一言ずつご挨拶を頂きました。
引き続き、新年を祝う鏡開きに移り、各
界を代表して、加藤卓郎会長、平沼英子経
済局副局長、寺岡洋志西区長、榎本英雄横浜市工業会連合
会々長、三浦のぶひろ参議院議員が壇上に、会場の出席者
の方々も声あわせ「ドーン!」と開かれ、市工連榎本英雄会
長の音頭で乾杯で歓談に入りました。
新年の挨拶を交わす方々、名刺交換をされる方々など和
やかに歓談が行われました。

90 点を超える景品で全員が当選、協賛品は 5,000 円の商品券(8 本)や 1 万円の高級メロン、
農家直送新米 30Kg など多彩な景品で楽しみました!
歓談も進んだところで、木通和摩(朝日生命(相)横浜中央営業所)の進行で恒例の「新春福引」が
始まりました。今回は、会員の企業様の協賛
を得て 90 点を超える景品となり全員が当選、
当選するたびに歓声とため息で楽しいひと時
を過ごしました。
予定 19 時 30 分、山口喜久事業部長より
ご健勝と企業の発展を期して 3・3・7 拍子
で中締め行われ、2 時間に亘った賀詞交歓会
も、皆さん福引の商品を手に笑顔・笑顔で帰
路につかれました。

(三浦参議員)

(作山県会議員)

(荻原市議会議員) (松本市議会議員) (福島市議会議員)(伊波市議会議員)

[第314回朝食会] ‥・タイムリーな情報の提供に心かけてきました・・・
「平成３１年度横浜市予算の特徴と経済局重点施策について」
新しく赴任された高柳友紀ものづくり支援課長に説明頂きました!
第 314 回朝食会は、4 月 16 日(火)HOTEL THE KNOT YOKOHAMA に
て、42 名の出席で開催致しました。今回のテーマは、横浜市が平成 31 年度
予算も成立したことから「平成 31 年度横浜市予算の特徴と経済局重点施策に
ついて」と題して、4 月 1 日に赴任された、経済局中小企業振興部ものづくり
支援課 高柳友紀課長及び瀧澤
恭和係長をゲストに開催しまし
た。
今回の予算案は、中期４か年計画を着実に推
進する取組をしっかりと盛り込んでいます。横
浜が、さらなる発展に向けて、躍動する年にし
ていきますと述べられ、①平成３１年度横浜市
予算の特徴について、②経済局の重点施策など
を中心に説明頂きました。
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[第３１５回朝食会]
米中貿易摩擦が激化する中、防衛省主任研究官増田雅之氏をゲストに開催!
米中貿易摩擦が激化する「『競合』する米国と中国」と題し、防衛省防
衛研究所主任研究官増田雅之氏をゲストに、５月２１日(火)荒天にも係ら
ず４３名の出席を頂き、HOTEL THE KNOT YOKOHAMA において開
催致しました。
講演では、競争的な側面を強化している米中関係、米中関係の局面が何
故変わってきたのかアメリカの覇権と言われるグローバルな優位性が経済
面で失われつつある局面にあること、中国が対外的なアプローチを変えて
おり、2025 年には、名目 GDP でアメリ
カを追い越すという見通しが出てきたことや
国際関係の中でパワーの重要な要素は、経済
力と共に軍事力であることなどについてお話
し頂き頂きました。
米中関係の動向が注視される状況下にあり
正にタイムリーな情報の提供となった朝食会
となりました。

[第３１６回朝食会]
働き方改革「職場で社員がイキイキと働くための条件とは」?!
関東地方も入梅となった６月１８日(火)８時１５分より、HO
TEL THE KNOT YOKOHAMA において、39 名の出席で、
牧野経営労務コンサルタント事務所所長牧野正雄氏をゲストに
『～企業を永続させるために～社員がイキイキと働くための条
件を考える』と題して開催しました。
講演では、経営で最も大切なのは「人」、そして最 も難しい
のも「人」だということ私たちの基本的なモノの考え方、即ち
『基本理念』で、◎プラス思考なくして成功なし⇒ ピンチはチ
ャンスでもある。◎行動なくして成果なし⇒ 理論だけでは人の心を動かせない。◎苦労なくして
成長なし⇒ 苦労の差＝人間力の差である。社員が安心して働ける会社、成長を実感できる会社、
達成の喜びを味わえる会社には､有能な社員が定着し永続できます。 社員に対して「安心感」
「成
長感」
「達成感」を与えること、これからの企業の最重要課題であるといえます。と話され、企業
活動の中で社員教育の必要性について熱弁されました。

[第３１７回朝食会]
企業において労働力確保が喫緊の課題となっていることから
雇用機会を提供する団体の方々に説明いただきました！
7 月に入っても雨が降り続く、7 月 16 日(火)HOTEL THE KNOT YOKOHAMA において、
3 連休明けにも関らず 41 名の出席で開催しました。
今回の朝食会は、労働環境がタイトな状況にあることや、中長期てきには外国人労働者の雇用
は、企業にとって人材確保の手段となっていますことから、これらの雇用機会を提供頂いており
ます 3 社 1 校の方々、横浜システム工学院専門学校キャリアセンター長 杷野恭久氏より「外国
人留学生の就職状況および留学生の採用にまつわる問題・課題について」
、（公財）産業雇用安定
センター神奈川事務所副所長 菅野公将氏より、「求職者の橋渡しについて」、横浜公共職業安定
所外国人労働者専門官 南端
真一氏より、「外黒人労働者
の雇用紹介について」、横浜
市就職サポートセンター((株)
パソナ)宮浦慶一氏より、「横
浜市で就職を希望する方のサ
ポート」等について説明頂き
ました。
杷野氏
菅野氏
宮浦氏
南端氏
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[第３１８回朝食会]
外国人労働者雇用に関する基礎知識を学びました!
残暑が残る９月 17 日（火）HOTEL THE KNOT YOKOHAMA において、
3 連休明けにも関わらず 41 名の出席で開催しました。
今回の朝食会は IDEC(横浜企業経営支援財団)との共催で行い、今日の雇用情勢
から中期的に見ても企業の外国人雇用のニーズは一層高まると予想されること
から、日系企業はもとより企業の立場に立った経営・人事相談・外国人社員を雇
用する日本企業への労務相談なども行なっております、特定社会保険労務士・米
国公認会計士の㈱マーシャル・コンサルティング代表取締役 上岡由美子氏をゲ
ストに｢外国人労働者雇用に関する基礎知
識｣と題して開催致しました。
講演では、今年の４月に施行された｢特
定技能｣1 号、2 号と言う在留資格につい
て及び技能実習制度について、企業が雇用
する場合に必ず行って頂きたいことなどに
ついてお話頂きました。

[第３１９回朝食会]
今、横浜では色々な開発が進められていることから
『横浜の地域開発プロジェクト総覧』と題して講演頂きました！
台風により日本列島に甚大な被害をもたらした３連休が明けた 10 月 15 日
（火）34 名の出席で開催しました。
現在、横浜においては「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」の開
催を控え、これらに対する波及効果、また、進展する交通ネットワークシステ
ムやエキサイト横浜 22 における基盤整備、横浜都心臨海部の再生などの開発
が進められており、こうした予想されるインフラ整備、開発状況などについて、
㈱浜銀総合研究所調査部特任研究員 八木正幸氏をお迎えし『横浜の地域開発
プロジェクト総覧』と題して講演頂きました。
講演では、来年の東京 2020 オリンピック・パラリンピックを機にいま非常な勢いで建設投
資、地域開発が進んでいること。横浜の都市づくりは新しいステージに入っており、当面の結論
として出されたのが、創造文化都市、つまり、多くの人々が働くことや遊ぶこと、学ぶことで集
まる街を創ろう、そのような考えで街づくりが進められていること。横浜市は都市部再生のマス
タープランを掲げており横浜駅の周辺地区、みなとみらい 21 地区、関内地区、新たに山下埠頭
と東神奈川を加えて、立体的に開発を進められる事などが話され、話題となっている、横浜市が
進めているＩＲ（統合型リゾート）についても触れられました。

[第３２０回朝食会]
㈱佐々木鉄工所佐々木会長(元当会会長)をゲストに開催しました!
肌寒さも感じる11月19日(火)8時15分より、HOTEL THE KNOT YOKO
HAMAに於いて、52名の出席で㈱佐々木鉄工所佐々木俊輔会長をゲストに、
「人生雑感・我人生・佐々木鉄工所とみなと工業会」と題して開催しました。
佐々木会長は、1964年に中央大学を卒業され㈱日本旅行に入社、ハワイの支局長など勤めま
したが、鉄工所をやっていた叔父が亡くなり、親戚中から「お前手伝ってやれ」と言われ、私は
嫌だと言って逃げ廻りましたが、ある時、私の家の2階から下
を見ましたら、叔母がこうもり傘を杖代わりにして迎えの車を
待っていました。
「アーこれは駄目だ、手伝ってやらなければ」
鉄工所に入る事になったこと。数々の危機にも直面しながらも、
私も息子に代を譲りましてのんびりとした人生になっており
ます。と・・。一時は厳しい経営環境におかれながらも数々の
場面で努力され、経営と当会を牽引頂きました講演に、胸を打
たれ、皆さん良い話を聞けて良かった・良かったとの感想を言
われるなど、非常に意義ある朝食会となりました。
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[第３２１回朝食会] ・・・『経営者の健康管理シリーズ』・・・
「ライフスタイルと健康チェック」と題して講演いただきました!
年も押し詰まった 12 月 17 日(火)8 時 15 分より、
HOTEL THE KNOT YOKOHAMA において、39 名
の出席で開催しました。
毎年 12 月は「健康管理シリーズ」として開催して
おり、今回は公的財団法人かながわ健康財団 西村幸子
氏をゲストに「ライフスタイルと健康チェック」と題
催して行いました。
講演では、生活の基本である、食事、運動そして休
養の 3 つに加えて健診についてお話頂き、今の病気は初期症状が乏しいことが特徴です。徐々に
身体に影響を及ぼしていく、脳梗塞とか心筋梗塞、がん、などがメインの病気になっていますの
で元気な時こそ健診を受けることが大切です。
A エネルギーの過剰摂取が気になる、B 夕食が遅くなる、C 濃い味付けが気になる、D お酒の
飲みすぎが気になる、E 外食やコンビニ弁当が多いタイプ、どのタイプに当てはまるか、チェッ
クして節制が必要。国が進めている 1 日の運動量
は、 健康な人「1 日 60 分」65 歳以上は「1 日
40 分」は動きましょう。60 分は、歩数にすると
6000 歩です。散歩する、出社の時に事務所一周
りする、家の掃除を手伝うのも良いです。
ストレスはストレスが溜まってから考えるの
ではなく、自分に合ったストレス解消法を元気な
時に考え、ストレスが溜らないうちからやって自
分のメンテナンスをしていく事が大切です。
[ストレスチェック]
最近 1 週間でこの様なことはありましたか？
①毎日の生活に充実感がない
1. はい
2. いいえ
②これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった
1. はい
2. いいえ
③以前は楽に出来ていたことが今ではおっくうに感じられる
1. はい
2. いいえ
④自分が役に立つ人間だと思えない
1. はい
2. いいえ
⑤わけもなく疲れたような感じがする
1. はい
2. いいえ
※ 2 つ以上「はい」の場合に心の疲れが蓄積の可能性あります。
ストレス解消法を、5 分でも出来る方法を見つけたほうが良く、ちょっと出来るものを自分
の身近に用意しておくことが大事です。このリラックスによって力を抜くことによって、自分
を客観視し、解決方法も見出しやすくなるのです。

[第３２２回朝食会]
最近の金融経済情勢と地域における人材確保・育成に向け講演頂きました!
第 322 回朝食会は、2 月 18 日(火)HOTEL THE KNOT YOKOHAMA に
おいて 40 名の出席で開催しました。毎年々初の朝食会は、経営活動の参考
にして頂くことを目的に日銀横浜支店長をお迎えして開催しております。
今回は昨年 7 月に赴任されました日本銀行横浜支店長 福田英司氏をゲスト
に「最近の金融経済情勢について」と題して講演頂きました。
講演では、業況は 2 期ぶりに悪化し収益・経常利益は 4 期ぶりに減益にな
ったこと。金融情勢は変化はなく、世界経済は、米中貿易摩擦の長期化など
を背景に不透明感が強まり世界経済見通しも下
方修正されたこと。神奈川県においても、経済
の減速を受け輸出及び生産は弱い動きにったこ
と。今回の新型コロナウイルスの発生を織り込
まない話で新型コロナウイルスが不確実要素の
最大のものということで注意深く見ていく必要
があります。と加えられました。

[第３２３回朝食会]・・・(新型コロナウイルス感染対策自粛により中止)
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[異業種交流サロン]
異業種交流サロンは、第 136 回～第 143 回まで 7 開催しました。なお、新型コロナウイル
ス感染対策のため、144 回及び 145 回は中止とさせて頂きました。
今期より、意見交換中心のサロンから、各サロンテーマを設けて開催することとし、第 137 回
は、年次有給休暇取得と法改正について、下記の講師を招いて開催しました。7 月 17 日(水)に
開催致しました「第 139 回異業種交流サロン」は、東洋製罐㈱横浜工場を見学しました。

[第１３９回異業種交流サロン]
年間 26 億 6 千万本(プリホーム)を生産する東洋製罐㈱を見学しました！
今年度の異業種交流サロン工場見学は、鶴見にある「東洋
製罐㈱横浜工場」を見学をしました。
15 時工場に見学地の工場に着き、鈴木工場長ほか 2 名の
方に迎えられ会議室にて、工場長挨拶、会社概要の説明を受
けました。
工場には身体を全て覆う服装で、2 回の粉塵対策をしてか
ら入場、設備は大型の射出成型機が並び完全自
動化で、作業をされているのは数人で、年間で
停止するのは、年末年始と法定点検のみで、24
時間を 4 班 3 直交代制を組み合わせた交代勤務
で行なっているとの事 でした。
食品の容器の製造現場ということから社内も
工場内も綺麗でした。
見学を終えて質疑応答が行なわれ、プラスチ
ックの再利用問題や今後の事業展開などについ
ての説明も頂きした。
第 136 回 4 月 17 日(水)年次有給休暇制度について
第 137 回 5 月 22 日(水)働き方改革等について・年次有給休暇について
講師 平松社会保険事務所 平松洋子氏(特定社会保険労務士)
第 138 回 6 月 19 日(水)「職場における労働安全衛生を考える」
第 139 回 7 月 17 日(水)工場見学「東洋製罐㈱横浜工場
第 140 回 9 月 18 日(水)「請負契約（偽装請負とならない為に）を考える」
第 141 回 10 月 16 日(水)「賃金門題係争事例と労務対策を考える」
第 142 回 11 月 27 日(水)「労働時間管理と賃金支払いについて」
第 143 回 12 月 18 日(水) 会員間の意見・情報交換 「令和元年を振り返って」
第 144 回 新型コロナウイルス感染対策自粛により中止
第 145 回 新型コロナウイルス感染対策自粛により中止

今年度は「横浜健康経営認証２０２０」に 9 社が認証を受けました!
横浜健康経営 2020 認証式が行われ、今年度はクラス AAA は 31 事業所、AA は 64 事
業所、A は 103 事業所が認証され、当会は
下記の 9 事業所が認証されました。
「クラス AAA 」㈱アイネット
大塚製薬㈱横浜支店
東京海上日動火災保険㈱
富士ゼロックス神奈川㈱
「クラス AA」 ㈱オカムラ
㈱ジェイエスピー
有限会社プラスエヌ
古河テクノリサーチ㈱
「クラス A」
曙建設㈱
(クラス AAA 表彰企業)
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当会のコンセプト「ユニークな工業会」を踏襲します!
事業部長 山口 喜久雄((株)ヤマグチレッカー代表取締役)
今般、長期にわたり当会の事業を牽引されておりました、中村正親
事業部長(現 理事・相談役)に代わり、その後任を賜ることになりまし
た。
振り返りますと、当会の事業は、当会創立(昭和年 )以来続けてお
ります「朝食会」は、途切れることなく続いており、320 回を数え
ていることは、自他ともに自負できる事業と言えます。
また、特に、経営者セミナーなどにおきます講師は毎回、ユニーク
な講師を招いて開催され、会員の皆様方に好評を得ております。
こうした事業は、当会発足時からの伝統であり、歴代の会長、事業部長の手腕が大きな要素
と言えます。前々任の佐々木俊輔会長の時には、ポルノ作家「団鬼六」氏を講師に招き、経済
局から注文を付けられても開催したとのエピソードもあるくらいに、ユニークなゲストの招致
にこだわったと伺っております。
仕事の関係から海外に行っている機会も多いのですが、ご不便のないよう、今期から事業部
会の開催も増やしながら、こうした伝統を確り守り、会員のニーズに応えていきたいと考えて
おります。
今年に入り、新型コロナウイルス感染問題が大きく企業活動にのしかかり、経営活動への右
端は計り知れないものがあります。
こうした時こそ、会員の皆様方との連携・情報交換を一層強める必要があり、ともすれば、
滅入りがちな環境を、少しでも明るくするのも当会事業の役割とも認識しておりますので、会
員の皆様方のご尽力・ご支援も頂きながら、任務を遂行していく所存ですので、よろしくお願
い申し上げます。

[令和元年度経済局との意見交換]
中小企業対策を中心に、当会より５項目を提起し率直な意見交換を行ないました！
今年度は、令和元年 7 月 30 日(火)15 時 15 分より、松村ビル
別館 502 会議室において、経済局からは、横浜市経済局中小企業
振興部ものづくり支援課高柳友紀課長他 2 名、また、テーマとの関
係から横浜市環境創造局環境保全部環境管理課 土田知彦課長他 1
名、当会からは政策部会メンバーを中心に花本高志政策部会長他 7
名の出席で開催致しました。
花本政策部会長、高柳ものづくり支援課長より挨拶され本題に
入りました。まず、中小企業をとりまく経済環境について、共通認識をして頂くとの観点から
経営者の方々より、今日の経営環境、人員対策や経営課題などが報告され、これらに対し意見
交換を行ないました。
続いて、当会からの提言事項の提起及び意見交換に入り、１．外国人労働者が企業で働く各
種問題への対応について。２．中小規模事業者の省エネ行動推進に向けた取り組みに対する助
成制度の新設。３．PCB 設備処理向けた中小企業設備廃棄に対する助成制度新設。４．中小企
業が導入可能な、AI、IOT 等の事例紹
介と中小企業事業者への情報の提供と
指導。５．助成制度の費用対効果、制
度の利用状況を検証し、利用度、効果
が薄い制度は廃止(選択と集中)して、
特徴ある制度を新設すべき。
以上の 5 項目について 2 時間に亘り
双方が率直に意見交換を行ないました。
特に、当会からの提起事項について
は予め経済局に提起していることから
実のある意見交換となりました。
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テクニカルショウヨコハマ２０２０が過去最大規模で開催されました!
２月５日（水）から３日間、みなとみ
らいパシフィコ横浜展示ホールにおいて、
第４１回工業技術見本「テクニカルショ
ウヨコハマ２０２０」が開催されました。
当展示会は、首都圏でも有数の展示会
で、今回は過去最大規模の６５５小間、
8３０社・団体を超える出展で開催され
ました。
開会式は５日(水)９時３０より、正面
入り口で開催され、主催の横浜市工業会
連合会榎本英雄会長、林経済局長等の挨拶がありテープカットで３日間のイベントの幕が開き
ました。
当会からは、プリント基板の製造・販売の㈱アートワーク、ノロウイルス・インフルエンザ
対策・消臭剤販売の一善神奈川、IT 企業の㈱ジェイエスピー、複写機など事務機器の富士ゼロ
ックス神奈川㈱、大手企業も IT 企業の㈱アイネット、警備のセコム㈱が出店しました。

アートワーク㈱

一善神奈川

富士ゼロックス神奈川㈱

㈱ジェイエスピー

[第７４回理事会]
令和元年度の事業方針・予算、令和１．２年度の役員選出などを確認頂きました!
平成 30 年度の事業の総括と令和元年度の事業計画を中心に審議を行う「第 74 回理事会」は、
平成 31 年４月 11 日（火）11 時より、古河電気工業㈱横浜事業所において、14 名の出席で開
催され、加藤会長の進行で審議されました。
[会員の推移について] 塚本総務部長より 100 会員になったことが報告されました。
[平成 30 年度事業結果] 中村事業部長より、「経営活動にお役に立つ工業会」をスローガンに、
今年度は社会貢献・雇用機会の創出を目的に新たな事業に取り組むと共に、朝食会をはじめ各種
事業を通じて経営者間の連携･相互信頼が深まるよう事業を推進してきましたと述べ、30 年度事
業結果を報告しました。
[平成３０年度決算報告並びに監査結果] 神名会計理事より、当期収支の範囲内で収まりました
と報告し決算内容を報告。白岩、丁田両監事欠席されたことから事務局より、「両氏に監査頂き
正確に処理されているとの承認を頂いた」と報告しました。
[令和元年度事業計画] 中村事業部長より、今年度は元号も新たになり、当会の果たす役割を認
識しつつ、新たな視点で『会員の方々に親しまれるユニークな工業会』をコンセプトに、各種
事業を展開していきますと述べ、事業計画を提案しました。
[令和元年度予算] 神名会計理事より、予算編成の考え方として、前年度の収支実績を踏まえ編成
致しました延べ提案致しました。
[令和元年度･2 年度役員選出] 加藤会長より理事について、佐々木理事･相談役佐々木俊輔氏
（㈱佐々木鉄工所）他 3 名が退任されるので後任を選出したい。監事の交代及び役員体制につ
いては、理事・相談役に中村正親氏（豊正工業㈱）、副会長(事業部長)に山口喜久雄氏（㈱ヤマ
グチレッカー）、会計理事に神名 圭氏(横浜信用金庫本店営業部）(事後承認)、相談役に佐々木
俊輔氏（㈱佐々木鉄工所）を選任致したいと提案しました。
[令和元年度横浜市優良工業従事者表彰] ㈱光電社、㈱三上の 2 社より、各 2 名の申請が確認さ
れました。
以上の、報告・提案に対しご審議頂いた結果、各事項全会一致で承認・可決頂きました。
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[第７５回理事会]
上期事業結果・中間決算・下期事業計画などを中心に審議いただき、何れも承認・
可決頂きました!
経営者セミナー&忘年会が開催された 12 月 5 日(木)16 時 45 分より、第 75 回理事会が大珍
樓新館にて 16 名の出席で開催致しました。恒例により、加藤会長が議長に議事が進められまし
た。
[役員の交代] 事務局より、古河電気工業㈱横浜事業において、人事異動があり高際清彦氏

が副会長に交代されたことを報告し事後承認いただきました。
[会員の動向] 高際 清彦総務部長より、入会が 3 社、退会が 6 社となり、現在 97 社となってい
るので、入会に向けて努力もお願い致したいと報告し承認頂きました。
[上期事業報告] 山口 喜久雄事業部長に代わり関 曙慶広報部長より、令和元年度(平成 31 年)
上期事業結果について報告があり、「上期の事業
は計画通り推進しました」と加えられました。
[上期決算状況について] 神名 圭会計理事より、
「決算については、収[下期事業計画] 下期開催
予定の支とも、特に問題なく推移している」こ
となどが報告されました。各種事業(朝食会、異
業種交流サロン、賀詞交歓会他)について関広報
部長より、提案がなされました。以上の議案に
対して、審議の結果いずれも承認・可決頂きま
した。

㈱佐々木鉄工所、産和産業㈱より、５名が参加しました!
日本丸マスト登しょう・カッター訓練など実技も行なうのが特徴です
好転に恵まれた４月１５日、１６日の両日、帆船日本
丸
訓練センターにおいて、横浜市工業会連合会「第 33 回新
入社員合同研修会」が、市工連傘下 12 社 35 名が参加し
開
催されました。
この研修は、市工連傘下の企業の新入社員を対象に企業
人
としての心得やマナーなどを講義と実技を通して研修を
年実施しています。
第 1 日目は 9 時より、オリエンテーション、開校式、講義・実践、日本丸メインマスト等の登
しょう訓練、2 日目は講義・実践、カッター訓練、結索訓練、研修を受けての感想文の作成
と発表等、2 日間の研修は終了しました。 当会からは㈱佐々木鉄工所より 2 名、産和産業㈱か
らは 3 名の新入社員に参加頂きました。

[新型コロナウイルス感染対策当会会員企業製品ご紹介製品]
新型コロナウイルス感染対策と企業活動は、しばらくは並行して行って行くことと思われます。
会員間のビジネス交流の一環と致しまして、下記の製品のご案内をさせて頂きます。
取扱商品名

問い合わせ先

サーマルカメラ(設置型、ハン
ディタイプ他)
1．AI サーマルカメラ(ドー
ム型、ハンディ型)

セコム㈱神奈川本部 営業開発部
加 藤 孝 幸氏

2．デスクスクリーン（クリ
アタイプ）（飛沫防止）

国産フェイスガード

連絡先
045-312-1161

045-663-2276
080-5742-2971
アイリスチトセ㈱ 横浜営業所
(お問い合わせる場合は、
佐 藤 充氏
みなと工業会紹介と伝え
てください)
テラテクノス㈱テラプラザ フェ
050-6865-3141
イスガード担当まで
(お問い合わせる場合は、
(紹介者)㈱コードダイナミクス
みなと工業会紹介と伝え
野 村 和 信氏
てください)
(℡070-1486-4986)
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新会員ご紹介(平成３１年４月～令和２年３月)
西松建設株式会社横浜営業所(５月２９日)
代
表 佐 藤 秀 則(所 長)
住
所 〒222-0004 横浜市西区北幸 2-8-19 横浜西口 K ビル８階
電
話 045-314-0811 FAX 045-314-6958
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.nishimatsu.co.jp/ourworks/
E - Mail hidenori_satou@nishimatsu.co.jp
業務内容 建設業

株式会社コードダイナミクス (７月１７日)
代
表
担
当
住
所
電
話
Ｕ Ｒ Ｌ
E-Mail
業務内容

中 村 好 伸(代表取締役)
野 村 和 信(営業担当)
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-5-2 新横浜 U・U ビル 6F
045-478-0231
ＦＡＸ 045-478-0232
http://www.codedynamix.com
info@codedynamix.com(中村)
k.nomura@codedynamix.com(野村)
業務用アプリケーション受託開発、WEB システム、データベース受託開発

社会保険労務士法人マーシャル・コンサルティング(１１月５日)
代
表
住
所
電
話
Ｕ Ｒ Ｌ
ブ ロ グ
E-Mail
業務内容

上 岡 由美子(代 表)
〒220-0004 横浜市西区北幸 2 丁目 9-40 銀洋ビル 8 階
045-594-7315
ＦＡＸ 045-594-7316
http://www.mashr.co.jp
http://blog.goo.ne.jp/mashr-consulting
mashr-hr@mashr.co.jp
外国人社員の労務管理、英文就業規則・雇用契約書作成、人事評
価制度設計、ﾃﾚﾜｰｸ･ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制の導入、労務相談、給与計算・社会
保険他

株株式会社アルテック (３月６日)
代
表 加 藤 和 之(代表取締役)
住
所 〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下 2 丁目 12 番 43 号
電
話 045-621-8617(代表)
ＦＡＸ 045-621-3961
Ｕ Ｒ Ｌ http:/www.alteche.co.jp
E - Mail kato@alteche.co.jp
業務内容 屋上防止、外装放水、バルコニー改修、鉄部塗装など「大規模修繕工事」
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