
相模原商工会議所工業部会
GET・TRY・KIZUNA PROJECT

工業人の KIZUNA ! 新ビジネスに TRY !

明日
のアイ

デアを GET !次世代
ビジネ

スのヒ
ントが

満載

工業部
会の活

動に行
ってみ

よう
!!

工
業
人
必
見

経営戦略から人財育成まで！
地域企業の取組を中心に、今
必要な情報をお届けするセミ
ナーを実施しています。

地元工業人求む !!
私たちと相模原の工業界を盛り上げませんか？

その FAX捨ててませんか？
そのMAIL 開いてますか？

“GET・TRY・KIZUNA PROJECT”
こんな言葉があれば check してみてください。

私たちの活動には、
情報いっぱい！
出会いもいっぱい！

経営者のあなたも、
従業員のあなたも、
ベテランも、若手も、

みんなが集う３つの PROJECT に、
あなたも参加しませんか？

GET
PROJECT

工業部会のネットワークだから
こそ実現出来る！工業に関連
する最先端の企業・工場・研究
所の視察を実施しています。

TRY
PROJECT

仕事も趣味も交流から！地元企業
のネットワークづくりのための交
流事業や社会奉仕活動、市内企
業の情報発信を実施しています。

KIZUNA
PROJECT

〔研修〕 〔視察〕 〔交流・広報・社会奉仕〕

平成22年にスタートしたGETプロジェクトは、会員の皆様の類い稀なる探求心
の下、TRY・KIZUNAのプロジェクトチームを加えた3つのプロジェクトに変容し
10周年を迎えました。
この10年、経営環境は大幅に変化し、先行きが不透明な経済情勢が続きました
が、プロジェクト活動で繋がった強固な絆が、艱難辛苦を切り拓いてきました。
今後も、ビジョンを共有し、皆様に求められる活動を展開して参りますので、
引き続きプロジェクト活動へのご理解ご協力をお願い申し上げます。

相模原商工会議所　工業部会　部会長　甲斐　美利

17期（2019年 11月～2022年 10月）
プロジェクトメンバーのご紹介

私たちが企画しています！

GET・TRY・KIZUNA PROJECT

GET
PROJECT

TRY
PROJECT

KIZUNA
PROJECT

経営者目線と現場目線、ふたつ
の視点を大事にし、明日からの
仕事のヒントとなるセミナーを
企画していきます。
全社員のみなさんが対象です！

新たな可能性は新たな知見と
TRYから得られます。簡単には
見られないものを気軽に参加し
て学べる視察を目指します。若
手社員の方も参加をお待ちして
おります！

普段とは違う交流の体験がまだ
見ぬ可能性を見い出してくれる
機会となります。様々な業種・
年齢の輪を通じて相模原地域経
済を盛り上げていきましょう！

◎河野　　崇

○大谷　保憲

　稲場　　純

　久保田浩章

　千葉　龍太

　豊岡　　淳

☆鈴木　克人

☆小林　昌純

☆田森　幸一

㈲河野製作所

㈱ボード・プランニング

㈱リガルジョイント

相模螺子㈱

かながわ経済新聞（同）

ユタカ精工㈱

相模ピーシーアイ㈱

㈱コバヤシ精密工業

㈱双葉工業

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役社長

代表／編集長

代表取締役

代表取締役社長

代表取締役

代表取締役

◎渡邊　将文

○井上　　毅

　加藤　慎弥

　野口　恭夫

　舟生　俊博

　吉田　英訓

☆松岡　康彦

☆那須　隆仁

㈱MEMOテクノス

㈱イノウエ

東日本電信電話㈱　相模原事業所

東京ガス㈱　神奈川西支店

（税）さくらみらい国際会計事務所

㈱ミヨシ・ロジスティックス

湘南デザイン㈱

三恵エンジニアリング㈱

代表取締役

代表取締役社長

相模原事業所長

支店長

代表

代表取締役社長

CEO

専務取締役

◎鈴木　道雄

○南　　篤史

　大峰　英一

　櫛間　一緒

　中村　勝彦

　横江　利夫

☆西澤　勇司

☆田中　裕二

永進テクノ㈱

㈱ミナミ工機

㈱タイホー

ワンプロモーション㈱

㈲中村電機

旭フォークリフト㈱

㈱キャロットシステムズ

星工業㈱

代表取締役

取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役社長

◎：委員長　○：副委員長　☆：担当副部会長

河野　　崇 渡邊　将文 鈴木　道雄
第17期委員長 第17期委員長 第17期委員長

事務局　相模原商工会議所　産業振興課
〒252-0239 相模原市中央区中央3-12-3
TEL:042-753-8136　FAX:042-753-7637



明日のアイデアをGET！

GET 「講演事業」

新ビジネスにTRY！

TRY 「視察事業」

工業人のKIZUNA！

KIZUNA 「交流事業」

①島根富士通
②足立美術館
③島根ワイナリー

①菊池製作所
②NTT武蔵野研究開発センタ
③東京ガス　ガスミュージアム

NTT武蔵野研究開発センタ

①富士通ITプロダクツ
②金沢21世紀美術館
③兼六園　④大日盛酒蔵資料館

①京セラ㈱鹿児島国分工場　②仙巌園・尚古集成館
③鹿児島七ツ島メガソーラー発電所
④桜島フェリー

NTT東日本Solution Forum 2019（新宿NSビル） 

①ジャパン・イーエム・ソリューションズ　②新世界・通天閣
③なんばグランド花月　④神戸中華街「南京町」

①Gestamp Abrera　②everis　③JETROマドリッドブリーフィング
④サクラダファミリア　⑤プラド美術館　⑥トレド　他

平成29年  7月28日㈮～  7月29日㈯

平成29年11月10日㈮

平成30年  8月  3日㈮

平成30年10月26日㈮～  7月27日㈯

平成31年  1月24日㈭～  1月25日㈮

令和元年  5月22日㈬

令和元年  6月30日㈰～  7月  1日㈪

令和元年10月10日㈭～10月16日㈬
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「島根富士通 IoT工場見学ツアー」

「企業視察会」

「NTT武蔵野研究開発センタ視察会」

「富士通ITプロダクツIoT・ICT工場　見学ツアー」

「鹿児島県　京セラ関連施設視察ツアー」

「NTT東日本Solution Forum 2019 視察会」

「兵庫県ジャパン・イーエム・ソリューションズ
　自動化工場視察会」

「スペイン視察ツアー」

①㈱ハイスポット　代表取締役　杉本 祥一 氏
②㈱MEMOテクノス　代表取締役　渡邊 将文 氏

㈱コバヤシ精密工業　代表取締役　小林 昌純 氏

①㈱サイマコーポレーション　代表取締役社長　斎間　孝 氏
②㈱吉原精工　会長　吉原　博 氏

㈱バイオクロマト　代表取締役　木下 一真 氏

野口工業㈱　副社長　野口 博永 氏

㈲川田製作所　副社長　川田 俊介 氏

①㈱栄和産業　代表取締役　伊藤 正貴 氏
②神奈川県立えびな支援学校　移行支援担当教諭　伊藤 伸一郎 氏

㈱スリーハイ　代表取締役　男澤　誠 氏

平成29年1月24日㈫

平成29年6月28日㈬

平成29年11月27日㈪

平成30年3月5日㈪

平成30年8月24日㈮

平成30年11月1日㈭

平成31年3月1日㈮

令和元年7月24日㈬
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「海外視察報告会　ドイツ・シリコンバレー
　～ 行ってみたら本当はこんなトコだった！～」

「KOBASEI, “空” への挑戦！
　～ 航空機産業参入にかけた町工場10年の戦い ～」

「“働き方” で会社が変わる！
　～ 負けない中小企業の改革者たち ～」

「“価格競争” よさらば！
　～ 自社製品ブランド化への挑戦 ～」

出張GETセミナー「不良ゼロから “働き方改革” へ挑戦！
　～ 遊び心とIoTでストレスフリー ～」

「多様な人財を活かす！
　～ ２代目が推進する独自のダイバーシティ経営 ～」

「“先入観” を排除する！
　～ 障がい者雇用の可能性　株式会社 栄和産業 ～」

「“働き方改革” で会社が変わる！
　～ 中小企業の改革者たち　ケース① ～」

第16期 委員長
豊岡　　淳

GET
Project

第16期 委員長
吉田　英訓

TRY
Project

平成29年2月21日㈫

平成30年  2月  9日㈮

平成31年  2月22日㈮

令和元年  9月18日㈬

原則毎月第１・第３水曜日（平成29年9月20日～令和元年10月17日）
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「第７回 会員交流大会〈工業版〉」

「第８回 会員交流大会〈工業版〉」

「第９回 会員交流大会〈工業版〉」

ふらっと！ in相模原
特別テーマ人の心が見えちゃう『ふらっと！』
～松岡さんから学ぶ心理学～

テーマ別小規模交流会　ふらっと！ in相模原

KIZUNA
Project

<交流テーマ>情報収集で海外市場を狙え！
①「市内企業が海外展示会で見たもの」　相模原市産業振興財団・
メタレックスベトナム（扶桑精工㈱）・メタレックスタイ（㈱リガル
ジョイント）・マニュファクチァリングインドネシア（ペンニットー㈱）
②JETRO・JICAから海外展開サポートのご案内

<交流テーマ>〔国内・海外〕高専・専門生人材採用
①〔国内〕高専生を採用するには
　㈱アスク 代表取締役 佐々木 桂一 氏
②〔海外〕モンゴル高専卒人材の活用について
　国立東京工業高等専門学校　名誉教授
　モンゴル国 高専数学教育改善プロジェクト（高専機構）代表
　佐藤 義隆 氏
③〔国内〕神奈川経済専門学校のご紹介
　神奈川経済専門学校 総務・キャリアアドバイザー　河野　惇 氏

<交流テーマ>〔組織論〕時代の潮流を掴むには？
①富士通の過去と未来～時代の変化に対応する “富士通流” 組織づ
くり～　　㈱富士通総研 経済研究所 主任研究員　吉田　倫子 氏
②出張！ IoT工場「富士通ITプロダクツVR展示」

<ディナー講演>一般社団法人産業精神保健機構　代表理事　
　　　　　　　  精神保健福祉士　松岡　康彦 氏

【開催回数】26回　【参加者累計】189名

会員企業のビジネス成功に向けた多くの示唆を会員の“明日の経営に役立つ”セミナーを 会員間の交流から協創実現に向けて

第16期 委員長
横江　利夫

第16期メンバー ◎横江　利夫
○鈴木　道雄
　秋山　直樹
　稲場　　純
　大谷　保憲
　那須　隆仁
☆西澤　勇司
☆田中　裕二

旭フォークリフト㈱
永進テクノ㈱
新光ネームプレート㈱
㈱リガルジョイント
㈱ボード・プランニング
三恵エンジニアリング㈱
㈱キャロットシステムズ
星工業㈱

代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
専務取締役
代表取締役社長
代表取締役

第16期メンバー ◎吉田　英訓
○渡邊　将文
　大西威一郎
　久保　　誠
　杉本　祥一
　中村　勝彦
　野口　恭夫
　山口　誠志
☆松岡　康彦
☆山﨑　利宏

㈱ミヨシ・ロジスティックス
㈱ MEMO テクノス
㈱クフウシヤ
㈱オーエイ
㈱ハイスポット
㈲中村電機
東京ガス㈱　神奈川西支店
山口自動車㈱
湘南デザイン㈱
城山工業㈱

代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
支店長
代表取締役
CEO
代表取締役社長

第16期メンバー ◎豊岡　　淳
○河野　　崇
　井上　　毅
　千葉　龍太
　早川　正彦
☆鈴木　克人
☆小林　昌純
☆田森　幸一

ユタカ精工㈱
㈲河野製作所
㈱イノウエ
かながわ経済新聞　
㈲早川銘板製作所
相模ピーシーアイ㈱
㈱コバヤシ精密工業
㈱双葉工業

代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表／編集長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役

第16期新成長ビジネス支援事業 GET・TRY・KIZUNA project 事業報告（2016年11月～2019年10月）経営者も！従業員も！若手も！ベテランも！注目☞

今まさに
欲しい情報が
GETできた！

現場視察で
カイゼンや

新規ビジネスに
つながった！

参加者の声

交流から
新たな取引が
始まった！

参加者の声参加者の声 参加者の声

◎：委員長　○：副委員長　☆：担当副部会長

活動内容は
webをチェック！

活動内容は
webをチェック！

活動内容は
webをチェック！

工業部会通信

工業系内部団体

工業部会の活動や会員企業の情報を随時発信！

・第058号（2016年11月号）

・第059号（2016年12月号） 

・第060号（2017年1月号） 

・第061号（2017年2月号） 

・第062号（2017年3月号） 

・第063号（2017年4月号） 

・第064号（2017年5月号） 

・第065号（2017年6月号） 

・第066号（2017年7月号） 

・第067号（2017年8月号） 

・第068号（2017年9月号） 

・第069号（2017年10月号） 

・第070号（2017年11月号） 

・第071号（2017年12月号） 

・第072号（2018年1月号）

・第073号（2018年2月号） 

・第074号（2018年3月号） 

・第075号（2018年4月号）

・第076号（2018年5月号）

・第077号（2018年6月号）

・第078号（2018年7月号）

・第079号（2018年8月号）

・第080号（2018年9月号）

・第081号（2018年10月号）

・第082号（2018年11月号）

・第083号（2018年12月号）

・第084号（2019年1月号） 

・第085号（2019年2月号）

・第086号（2019年3月号）

・第087号（2019年4月号）

・第088号（2019年5月号）

・第089号（2019年6月号）

・第090号（2019年7月号）

・第091号（2019年8月号）

・第092号（2019年9月号）

・第093号（2019年10月号①）

・第094号（2019年10月号②） 

「地道に自ら学ばん」の基本理念のもと、次世代の産業を担う満42歳以下の経営者
（またはこれに準ずる者）によって、経営上の諸問題の研究・討議し、その成果
をもって、広く中小企業の利用に供し、相模原市工業の振興に寄与することを目
的に、幅広い活動を行っている。

３～５年後という近い未来に実現する最新技術・経済展望について、第一線で
活躍する技術者や専門家を招き、講演会などを実施。「常に変動する未来を
キャッチアップする」という会の趣旨に則り、会員の企業経営に活かすための
調査研究活動、会員企業の情報交換のための交流活動などを行っている。

「夢のデジタル革命！量子コンピューターを活用したデジタルトランスフォーメーション最前線」
講師：富士通㈱ エバンジェリスト　及川洋光 氏

「～情報セキュリティ対策の近未来～貴社は本当に大丈夫ですか？身近に潜むサイバー攻撃の脅威！」
講師：東日本電信電話㈱ 相模原事業所 事業所長　加藤慎弥 氏

「これからの日本はどうなる?!岸博幸氏が語る！日本経済の近未来」
講師：慶應義塾大学大学院 教授　岸　博幸 氏

・宿泊研修例会　・海外視察例会　・講演会

主な事業実績

主な事業実績

01 相模原市青年工業経営研究会

02 近未来技術研究会

最新号は
webをチェック！


