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横浜金沢産業連絡協議会
機関誌編集委員会
〒236-0004
横浜市金沢区福浦1-5-2
印刷：三恵印刷興業（株）

○A  株式会社シスコ
　　　　　代表取締役　林　済
横浜市金沢区白帆 4-2　マリーナプラザ 5F
電話：045-778-1022　FAX：045-772-2982
E-mail：info@cisco-inc.jp
会社紹介
当社は、商社として現在、三菱化工機㈱製 LED照明
の総発売元及び水銀灯に替わるワールド . ワイド . エ
ンジニアリング㈱製 LED高所照明、投光器他の販売
を主体に、この他、タービン、エンジン、油清浄機、
製鋼機械、他、製品の部品加工、ダクト他製缶製品
の製作及び解体工事（工場、建屋、機械、他）の事
業を行なっておりますので、今後、何か会員の皆様
にお役に立てることがあればと思っておりますので
宜しくお願い致します。

○B  富士企業株式会社
　　　　　代表取締役　杉山　陽一
横浜市金沢区幸浦 1-4-5
電話：045-774-3033　FAX：045-774-7799
会社紹介
船舶整備業

○C  株式会社東進工業所
　　　　　代表取締役　鈴木　次男
横浜市金沢区福浦 1-3-26
電話：045-790-1731　FAX：045-790-1732
E-mail：y-toshin@abeam.ocn.ne.jp

○D  株式会社トーカイ
　 横浜南支店・福祉用具メンテナンスセンター　 　　　
　　　　　　支店長　岩崎　和行
横浜市金沢区福浦 2-11-6
電話：045-787-3691　FAX：045-787-3692
会社紹介
弊社は高齢化社会の到来にともない国が定めた「介護
保険制度」の下、自宅での介護のサポートを行うため
介護ベッドあるいは車いす・床ずれ防止用具など介護
機器のレンタル・販売を業務の中心としています。当
支店はメンテナンスセンターも併設しており機器の消
毒あるいは調整も行っています。

○E  有限会社関商店
　　　　　代表取締役　関　利定
＜金沢営業所＞
横浜市金沢区福浦 2-13-19
電話：045-370-7071　FAX：045-370-7072
URL：http://www.bincho.net/
E-mail：info@bincho.net
＜本社＞
横浜市中区山下町 244
会社紹介
弊社は戦後まもなく横浜中華街で一般家庭向けに木炭の販
売を始め、現在は外食産業・飲食店様向けに国産備長炭の
販売、外国産備長炭の輸入販売を行っております。バーベ
キューを行うときはご連絡ください。会員の方には特別価
格でお譲りします。

○F  株式会社京急百貨店
　　　　　取締役社長　石塚　護
＜福浦商品センター＞
横浜市金沢区福浦 2-15-18
電話：045-788-5400　FAX：045-788-9943
＜本店＞
横浜市港南区上大岡西 1-6-1
電話：045-848-1111 ㈹　FAX：045-848-7060
URL：http://www.keikyu-depart.com/
会社紹介
当社は、京急線上大岡駅ターミナルビル内に京急百貨店と
して平成 8年 10 月 1日に開業いたしました。百貨店業界
では、まだまだ若手の百貨店ではございますが、港南区、
金沢区、磯子区、南区の 4区を第一商圏とし、地域密着し
たお客様第一の「生活者本位制百貨店」と「安全、安心、
快適なひとときとハートフルなサービス」を提供する新し
い店創りを目指しています。

4．新会員の紹介

　会議、行事、スポーツの後の打ち上げにハイ・ローズで楽しい宴会を。
ランチタイムは常に、四季のグルメフェア開催中！！仕出し・出張宴会承ります。

営業時間
月〜土　11：00〜14：00

カフェテリアレストラン　ハイ・ローズ
〒 236-0004  横浜市金沢区福浦 1-5-2

　045-784-3883

イベントはハイ・ローズ！！
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お誕生日・記念日に、お花・ケーキのプレゼントはいかがですか？

フラワーショップ

花束・アレンジ　お届けします。

6
TEL 782-5985

（（（ 平成23年度通常総会 ）））（（（ 平成23年度通常総会 ）））

　去る 6月 9日（木）15時 30分から横浜市金沢産業振興センター・ホールにおいて、横浜金沢産業連絡協議
会平成 23年度通常総会が開催されました。今回の総会では、①平成 22年度事業報告、②同収支決算、③平成
23年度事業計画案、④同収支予算案、⑤任期満了に伴う理事及び監事の選任について上程され、5件すべて無
事承認を得ることができました。その後、三役選任の為の理事会がホール控室において開催され、新たに会長
として、沼田昭司氏が選任されました。副会長は大瀨英暉氏、上野達夫氏、黒岩順一氏、松村洋一氏が再任され、
新たに横山雅行氏、真鍋緑朗氏が選任され、専務理事は新たに渡邊真吾氏（事務局長兼務）が選任されました。
また、これまで 5期 10年にわたって、会長を務められました貝道和昭氏は相談役に、7期 14年にわたって専
務理事・事務局長でありました寺島俊介氏は参与に就任することが決まりました。
　今年の 3月 11 日に発生した東日本大震災において、金沢産業団地は直接的な被害はほとんど受けずにすみ
ましたが、震災発生以降、被害の無い地域でのイベント自粛などに
より沈滞ムードが漂い、さらに原発の停止による電力供給不足のた
め、7月 1日からは電力使用制限令が発動され、企業活動の制約要
因が増えるなど、各企業にとって厳しい環境が続いています。当協
議会の置かれた環境も近年、劇的な変化をみせておりますが、今後
も会員の皆さまに評価して頂けるような事業をタイムリーに実施し
て参りたいと存じます。また、会員皆様には当協議会の事業について、
ご支援、ご協力を賜りたくお願い致します。
　下記に、平成 22 年度決算と平成 23 年度予算の収支状況、平成
23年度事業計画、新たな役員名簿について掲載いたしますのでご覧
下さい。

1．平成 23 年度通常総会終了！

2．横浜金沢産業連絡協議会の収支状況

●平成 23 年度収入予算
( 単位：千円 )

●平成 22 年度支出決算
( 単位：千円 )

●平成 23 年度支出予算
( 単位：千円 ) 

●平成 22 年度収入決算
( 単位：千円 )

　昨年から、金沢産業団地企業の皆さんが PIA フェスタに参加、来場しやすいよ
うに金曜日（10月 21日）は PIA フェスタ開催時間を 21時までに設定しました。
みなさんお誘い合わせのうえ、ご参加、ご来場をお待ちしております。
　PIA フェスタで行われるイベント等詳細については後日、チラシ等でみなさんに
ご案内致します。
　PIA フェスタは、今年も「横浜シーサイドフォーラム」と「横浜金沢産業連絡協
議会」の主催、（財）横浜企業経営支援財団の共催で開催します。2011PIA フェス
タ実行委員会もすでに立ち上がり、より充実したイベントとするため、企画、立案、
調整等に動いています。今年も色々なイベントの企画、調整を始めました。特に
参加型のイベントは、みなさんに参加頂く事で大いに盛り上がりますので、積極
的に参加してください。
　また、各企業・団体の皆様や周辺の皆様のご協力があってこそ、PIA フェスタを開催することができます。是非とも皆様のご支援、
ご協力をお願い申し上げます。

　今年は 3月に東日本大震災が発生し、震源付近のエリアはもとより、日本全体に
その影響を人的、経済的にも大きく及ぼしています。自粛ムードが漂い、横浜でも
花火大会の中止などイベントの中止も目につきますが、金沢産業団地では沈滞ムー
ドを吹き飛ばすべく、今年もPIA フェスタを開催することを決定いたしました。

開催期間は、平成 23 年 10 月 21 日（金）〜 22 日（土）の 2 日間です。
　開催時間は次のとおりです。　　　10 月 21 日（金）10 時〜 21 時
　　　　　　　　　　　　　　　　　10 月 22 日（土）10 時〜 18 時

2．2011PIA フェスタを開催します

●「横浜市中小製造業経営革新促進助成制度」　受付中！
　東日本震災を受けたあと節電対策等に追われ、災害前の稼働状況に戻れない事業者さまもいらっしゃることと思います。
そのなかでも、先を見据え、将来へ向けての成長・発展につなげる布石を打つことが必要です。中小製造業の経営革新を目
指した技術の高度化、CO2削減、防災対策などのための設備投資に対し助成をします。また、平成 23年度については、助
成割合を 10％（CO2削減に資する場合は 18％）に引き上げていますので、設備投資を検討されている事業者さま、先ず
はご相談ください。

◆助成対象者と助成区分
1　助成対象者　製造業を営む中小企業、及び会員企業の過半が製造業である事業協同組合
2　助成区分　　所有型、賃貸型、設備投資型
◆申請方法、助成金交付の流れ
1　設備投資等の契約を締結する前に「事業計画概要書」を提出
2　概要書受理・契約後、基準日（12月 31日）までに操業が行われた場合、申請書を提出し、審査後今年度内に助成金交付
　  （基準日以降に操業したものは、次年度の助成金交付対象になります。）
◆申請期間　　　平成 24年 1月 4日（水）まで
◆問合せ　　　　横浜市経済局ものづくり支援課　TEL：045-671-3599
◎詳細はこちら 　　http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/seizou/koujyou/keieikakusin.html

3．横浜市からのお知らせ

中小製造業経営革新促進助成 検索

●事業継続計画（BCP）の作成を支援します！
　東日本震災のあと皆様の事業所はこれまでどおり操業できましたか？
　横浜市ではどんな時でも事業活動が継続できるよう、事業継続計画（BCP）の策定をお手伝いしています。事業継続計画
（BCP）を策定するための資料をホームページで公開しているほか、策定に向けた個別相談（5回まで無料）を行っています。
　また、年内にBCPセミナーも予定していますので、奮ってご参加ください。
◆問合せ　　横浜市経済局ものづくり支援課　TEL：045-671-3599
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●通常総会（6/9）　●区工連総会　●事務局長会議
●新入社員研修（4/5）
●マナー講習（4/7） 

●次年度横浜市要望（7/上）
●機関誌発行（8/上）

●PIAフェスタ（10/21～22）

●賀詞交歓会（1/中）　●事務局長会議
●機関誌発行（1/上）
●市工連表彰者推薦（3/中）
●東日本大震災対策　{節電対策／被災地支援／帰宅難民対策／液状化対策／施設老朽化対策／放射能汚染対策}
●横浜グリーンバレーＹＧＶ実行計画　{ＥＶカーシェアリング（第２年度）／省エネ（老朽化施設更新／ＬＥＤ照明換装等）}
●金産振㈱の運営　{産連協の法人化移行に替え、同事業推進母体として収益性を確保}
●事務局運営　{業務の簡素化／資料管理の電子化}
●環境憲章周知
●会員(会費)拡充
●土地使用協定
●不動産情報管理／
　企業誘致
●人材活用事業
●企業研修支援
　（インターンシップ他）

●優待事業所の拡充（会員証） 
●会議等
 （総会／理事会／三役会／各委員会／土地使用協定運営委員会／事務局長会議／ブロック長会議)
●回覧板情報伝達（アンケート調査等）

区  分
全　　　般

1／四

2／四

3／四

4／四

通  年

●テニス大会
●ソフトボール大会

●福利厚生委託契約
(㈱ひろせテニス教室/㈱損
保ジャパンレクリェーション
保険/あんしん財団/㈱日本
トリム/東武トラベル㈱/㈱
プリンスホテル/おくりびとの
会/㈱LDC/㈱横浜八景島/
ゆうあいクリニック) 
●同好会 （写真/バドミントン）

●HP情報基盤整備（メンテ）
●産学連携事業
●各種セミナー
 （シーサイドPIA継栄塾）

●技能講習（ボイラ/クレーン/フォークリフト等）

●新規採用者安全衛生講習
（4/6）
●安衛協南地区安全推進大会
（6/上）

●安衛協南地区衛生推進大会
（9/上）
●安全管理発表会

●危機管理セミナー
●福浦廃水処理場
　老朽化施設更新
●防災
●防犯
●緑化推進
●環境美化の日
 （不法投棄防止）
●自衛消防隊

●新入社員交通安全講話
（4/5）
●交通安全週間

●交通安全週間

●道路環境整備
（一方通行規制、/
ガードレール設置見直し等）
●駐車場整備
●交通安全事故防止対策

総　務 福 利 厚 生 産 業 政 策 環境安全衛生 交　通

協議会役職
会長／理事

副会長／理事／環境安全衛生委員長
副会長／会計理事　　　　　　　　
副会長／理事／福利厚生委員長　　
副会長／理事／交通委員長　　　　
副会長／理事／総務委員長　　　　
副会長／理事／産業政策委員長　　

相談役／理事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
専務理事

氏　　　名
沼田　昭司
大瀨　英暉
上野　達夫
黒岩　順一
横山　雅行
松村　洋一
真鍋　緑朗
貝道　和昭
長濱　正和
星　　正浩
金子　雄次
芹沢　康彦
吉岡　　璋
杉崎　良雄
糸川　隆雄
加瀨　大明
佐藤　公一
村井　　功
小柳　信一
山﨑　　一
今村　克己
吉永　　功
阿部　　匡
原田　英二
渡邊　真吾

　　　事業所名
㈱沼田商会
大瀨工業㈱
ジェーケイサッシ㈱
㈱羽後鍍金
平和産業運輸㈱
協立金属工業㈱
アールテック㈱
横浜港木材倉庫㈱
富島運輸㈱
㈱星
㈱金子コンクリート
横浜新都市交通㈱
㈱ヨコハマ機工
みなと運送㈱
神奈川重機㈱
癸巳化成㈱
パレス化学㈱
㈱村義鋲螺
㈱喜友
㈱山喜
守谷輸送機工業㈱
昭和建産横浜販売㈱
日本発条㈱
㈱メルヘン
横浜金沢産業連絡協議会

　　事業所役職
代表取締役社長
会長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役専務
常務取締役
代表取締役社長
常務取締役運輸部長
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
取締役総務部長
代表取締役社長
総務部長
代表取締役社長
事務局長

ブロック
10

⑩
④
⑬
⑥
⑫
12

1

①
②
③
3

4

⑤
⑦
⑧
8

⑨
9

10

⑪
⑭
⑮
⑯
16

監　事

参　与

※　○印：ブロック長
監　　事
監　　事
監　　事

佐藤　浩之
森田　　俊
中野　聰恭

横浜木材㈱
㈱電商会
ナカノ㈱
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参　　与 寺島　俊介 横浜金沢産業連絡協議会 16

　去る、7月 7日（木）に㈶横浜企業経営支援財団主催・横浜金沢産業連絡協議
会共催で、第 1回リスクマネジメントセミナーが開催されました。最初を飾るリ
スクマネジメントセミナーは、「災害から地域をどう守るか」をテーマとし、牧島
敬行金沢消防署長に講師をお願い致しました。
　内容としては、今年の 3月 11 日に発生した東日本大震災の被災状況や概要の
紹介、ここから得られた課題や行政の取り組み状況、横浜市の防災計画、横浜市
全体と金沢区の被害想定、帰宅困難者対策ほかで、横浜市の津波の想定状況や横
浜市内の液状化予測など参加者が興味をもっていることについて、こと細かに説
明、紹介をして下さいました。
　本セミナーの開催にあたっては、その重要性や意義について行政側も理解され
ており、第１回セミナーでは、橋本康正金沢区長にご臨席頂き、ご挨拶を頂きました。
　また、主催者を代表して、財団法人横浜企業経営支援財団 永田紳一常務理事と当協議会 沼田昭司会長が、本セミナーの意義、目
的などを参加者の皆さんに説明しつつ挨拶を致しました。　
　今回のセミナーの参加人数ですが、テーマが「災害から地域をどう守るか」ということで、東日本大震災のこともあってか、76名
という多くの方にご参加を頂き、暑い日の午後の開催であったにも関わらず、会場はほぼ満杯の状況でした。
　セミナーの最後に当協議会の松村洋一副会長より、リスクマネジメントセミナーを開催することになったきっかけや企業にとって
のリスクマネジメントの対象は防災だけではなく経済・人事など多岐にわたり、それらについても今後セミナーを行う予定で今年度
は 3〜 4ヶ月に 1回くらいのペースでセミナーを開催する計画であることが紹介されました。
　第 2回リスクマネジメントセミナーの具体的な内容が決まりましたら、改めてみなさまにご案内致しますので、是非、ご参加下さ
るようお願い申し上げます。

3．第 1回リスクマネジメントセミナー開催さる

4．協同組合理事長及び事務局員交代について

　協同組合 横浜食品センター
　　新理事長　小柳　信一　氏　　（平成 23 年 2 月 1 日付就任）
　　前理事長　船越　勇次郎　氏　（故人）
　ＴＰＹ協同組合（TECHNICAL PLATING YOKOHAMA)
　　新理事長　黒岩　順一　氏　　（平成 23 年 5 月 26 日付就任）
　　前理事長　佐藤　日英雄　氏　（　　　　　　同　　　  退任）
　ヨコハマスチール工業協同組合
　　新理事長　近藤　大輔　氏　　（平成 23 年 5 月 27 日付就任）
　　前理事長　菅野　正夫　氏　　（　　　　　　同　　　  退任）
　　新事務局員　鈴木　淳一　氏　（平成 23 年 5 月 2 日付）

金沢産業団地内の協同組合において、この度、交代等のあった理事長・事務局員についてご案内致します。

　佐藤様、菅野様、お役目お疲れ様でした。また、産
連協事業へのご支援、ご協力ありがとうございました。
引き続きご支援、ご協力をお願い致します。昨年急逝
された船越様に対しこれまでのご支援ご協力に感謝し
つつ、ご冥福をお祈りいたします。
　小柳様、黒岩様、近藤様、鈴木様、これからよろし
くお願い致します。

（（（ 告  知  板 ）））（（（ 告  知  板 ）））
1．海

シーサイドフォーラム

辺帆羅夢落語勉強会が今年も開催されます！
　毎年好評を得ております海

シーサイドフォーラム

辺帆羅夢落語勉強会も今回で 11回目を迎えます。今回も本勉強会に第 1回目からご出演を
頂いております「六代目 春風亭柳朝」師匠と「柳家喬太郎」師匠が出演いたします。通常、この顔ぶれの方々の落語をこ
の木戸銭で見られるところは、めったとございません。年に 1回のこの落語勉強会、是非、ご来場ください。

日　　　時：平成 23 年 9 月 14 日（水）午後 6：00 開場，午後 6：30 開演
場　　　所：横浜市金沢産業振興センター 2F ホール　＜金沢区福浦 1-5-2 ＞
プログラム：＜落語＞春風亭柳朝（真打ち）、＜落語＞柳家喬太郎（真打ち）他　
木　戸　銭：1,500 円
主　　　催：横浜シーサイドフォーラム
　　　　　　（社）横浜南法人会臨海総支部、横浜金沢産業連絡協議会
ご　贔　屓：（財）横浜企業経営支援財団、横浜信用金庫、横浜銀行
お問い合せ：横浜金沢産業連絡協議会　笠原  TEL：045-781-1131

昨年の落語勉強会風景

3．平成 23 年度事業計画表

4．横浜金沢産業連絡協議会役員等名簿
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【引受保険会社】

湘南支社：〒251-0055  　神奈川県藤沢市南藤沢18-1 リード藤沢6F
※当社に関するお問い合わせは下記コールセンターへ
TEL：0120-555-595　　　　　　AF050-2011-0066　6月27日

⇧

⇧

〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-1-1
TEL.045-788-8000  FAX.045-788-7411
URL.http://www.hotel-famiel.co.jp

各種ご宴会・
会議室等の
ご予約も

承っております。

　平成 23年度通常総会に引き続き、優良工業従事者横浜市長表彰式がとり行われました。受賞者の方々には、橋本康正金沢区長より表彰状が、
沼田昭司産連協新会長より記念品が授与されました。その後、橋本金沢区長よりお祝いの言葉を頂き、受賞者に対する労いと横浜経済振興貢献
への感謝の気持ちが述べられました。今回の栄えある受賞者は次の4名の方々です。この度は大変おめでとうございました。

　　 ＜優良工業従事者横浜市長表彰＞（順不同）

文明堂食品工業株式会社　　　　　図
ず し た え こ

司多恵子

オーバルアシスタンス株式会社　　関
せきかげきよ

影清　

パレス化学株式会社　　　　　　　伊
い

藤
とうたか

高司
し

株式会社中込製作所　　　　　　　古
こ ぎ

城利
とし

男
お

さま

さま

さま

さま

5．優良工業従事者横浜市長表彰式

　総会及び優良工業従事者横浜市長表彰式の後、レストラン・ハイローズに於いて懇親会が開催されまし
た。沼田新会長の開会挨拶に始まり、横浜市金沢区 橋本康正区長並びに谷田部孝一市会議員による来賓
祝辞、㈳横浜市工業会連合会 長島敏晴専務理事の発声による乾杯と進みました。その後、この度退任さ
れる理事・監事あわせて 3名、（独）水産総合研究センター中央水産研究所長 福田雅明様、㈱守屋医療酸素
商会代表取締役 守屋章様、横浜金沢産業連絡協議会事務局長 寺島俊介様に対する感謝状と記念品の贈呈
が行われました。ただ、福田様は欠席のため代理で中央水産研究所 新所長の和田時夫様にお受け取り頂
いております。授与後、懇親会に出席されている守屋様、寺島様から退任にあたってのご挨拶を頂きました。
また、昨年、理事の任期中に急逝された、南部フーズ取締役会長でありました、故 船越勇次郎様に対し
ましても感謝状と記念品を後日お届けする旨の報告がなされました。引き続き、会長を 5期 10年務めこ
のたび会長を退任されました貝道和昭様に対しまして、これまでのご苦労に感謝し、沼田新会長から感謝
状と記念品が授与され、貝道和昭様より退任のご挨拶を頂きました。
　その後、しばらくご歓談頂き、宴もたけなわとなったところで、横山新副会長に締めのご挨拶を頂きお
開きとなりました。
　懇親会にご出席頂いた皆様、最後までお付き合い頂き、誠にありがとうございました。
　この度退任された会長・理事・監事のみなさま、産連協の事業につきまして、お忙しい中ご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。また、今後とも産連協にご協力をお願い申し上げます。

6．懇親会

　6月 9日の総会・理事会におきまして、貝道前会長から産業連絡協議会会長の職を申し受けました沼田です。
　貝道前会長は、ヨットなどスポーツ界をはじめ教育・行政面での巾広い人脈が、5期 10年の長期にわたる大き
なリーダーシップとして発揮され、産業団地の将来に向けた舵取りを続けてこられたことに、心から感謝とお礼
のことばを申し上げる次第です。
　現在日本の社会は、東日本大震災のあまりに甚大で多様な被災対応の中にあって、精一杯の復興作業を進行中です。
　特に夏場に向けて東電管内は、電力の確保が天下分け目の緊急課題であり、7月から始まった節電対策は、地域
内全企業が個々にあるいは組合レベルで、腰を据えた取り組みを継続しているところです。
　私たちの産業団地各事業所においては、今回の震災では特に直接的な大きな被害を受けた報告はありませんが、
これを機に、臨海埋め立て地という特異な立地条件を忘れることなく、各種の問題解決に向かった段階的な検討
作業を進めていく必要があります。
　その意味で、それぞれに気づいた多くの危機管理対策を、できるだけ体系的に検証していくよう、年度事業の中に反映していきたいと考えています。
　私は学生のころラグビーに全力投入の時代がありました。One For All、All For One の精神を、身体のぶつかり合いを通して実感してきました
が、いままさに国難とも言うべき社会環境の中で、協議会の新執行部が中心となって、行政や学府をはじめ、関連する団体・機関の方々との連携
を高め、活動していくことがことのほか大切だと思います。
　企業間相互のコミュニケーションもよくとりあって、皆で一致団結頑張っていきたいと思います。ご支援をよろしくお願いいたします。

7．新会長挨拶

割安な保険料

では、困ります !!

すでにご加入の保険
内容を確認してみませんか？

そんな時は

私たちにご相談を！

【募集代理店】 ライフキャピタル有限会社
（やさしい保険ショップ　藤沢駅南口）
〒 251-0055　神奈川県藤沢市南藤沢 6-9 ラ・プラージュ湘南 101

TEL：0466-47-3711

−集団取扱でお申込−
いざ !! の時、使えなかった !!

（（（ 団地短信 ）））（（（ 団地短信 ）））

2．横浜金沢産業団地カーシェアリング事業（EVシェアリング事業）事業報告
　横浜市のグリーンバレー構想の一環として企画された「横浜金沢産業団地カーシェアリング事業」を金沢産業振興株式会社（横浜
金沢産業連絡協議会の関連法人）が横浜市から受注しました。
　平成 22年度から平成 24年度までの 3ヵ年の事業ですが、先ず初年度は、横浜化学工業団地協同組合の駐車場に電気自動車の駐車
場と、急速充電器を設置し、会員募集と運用マニュアル作
りを行いました。
　平成 23年度は、①免許証で本人認証が出来る技術を実
証化、②会員企業の会費制でカーシェアリング事業の採算
が取れるかどうかの実証、③リサイクル電動バイクの実証
実験の開始。を予定。
　写真の電動バイクは、リースアップしたガソリンバイク
を電動バイクに改造したもので、リサイクルと低炭素化が
図れる新たな交通手段として注目を浴びています。

電動バイク配置場所：横浜銀行、横浜信用金庫、化学団地、
　　　　　　　　　  郵便局（いずれも産業団地内） 　リサイクル電動バイク 　電気自動車

急速充電器

4 月 5 日（火）一般研修コース（参加者 39 名）
1．「金沢産業団地について」横浜市経済観光局ものづくり支援課担当係長
　　斉藤  健　氏
2．「悪質商法はあなたをねらっている」横浜市消費生活総合センター　
　　主任相談員　成田  久美子　さん
3．「コミュニケーションゲーム」ザクセスコンサルティング㈱　鬼頭  秀彰　氏
4．「新入社員に期待するもの」㈱パラエルモサ　専務取締役　前澤  大介　氏
5．「交通安全マナー」金沢警察署　交通総務　西條  和彦　氏
　一般研修のねらいは、社会人としての必要な知識やマナー、仕事を進める上で必要な
コミュニケーションの取り方などの理解や自分たちが働く場所の周辺環境及びなりたち
についての理解、同じ金沢産業団地で働く同年代の人たちとの親交を深める事です。

　去る、4月 5日（火）から 7日（木）の 3日間、当協議会主催の新入社員総合研修会が実施されました。実施内容は次のとおりです。

4 月 6 日（水）新規採用者安全衛生講習会（参加者 89 名）
　挨拶：横浜南労働基準監督署　次長　石井  登　氏

　講師：エムパワー・オフィス　代表　辻
つじ

  勝
かつなり

也　氏
　この講習会は、労働安全衛生法により事業主が実施しなければなら
ない新規採用者に対する安全衛生教育を事業主になりかわり実施する
もので、労災防止指導員として活躍されている辻勝也氏に今年も講師
をお願い致しました。
　パソコンとデジタルプロジェクターを使用した講義はシンプルで視
覚に訴える内容となっており、非常に内容を理解しやすい講義で毎回
好評を得ております。

4 月 7 日（木）マナー講習コース（参加者 28 名）
講師：第一生命保険㈱　オフィストレーナー
　　　萩原  有美子さん 
　マナー講習のねらいは、社会人としての心構えや職場のエチ
ケット、電話応対マナーを中心に社会人として最低限必要なマ
ナーを身につけるというものです。今回も第一生命保険㈱横浜
支社の協力を得て実施しました。
　
　新入社員のみなさん、前向きに仕事に取り組んでがんばって
ください。

1．平成 23 年度新入社員研修開催
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【引受保険会社】

湘南支社：〒251-0055  　神奈川県藤沢市南藤沢18-1 リード藤沢6F
※当社に関するお問い合わせは下記コールセンターへ
TEL：0120-555-595　　　　　　AF050-2011-0066　6月27日

⇧

⇧

〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-1-1
TEL.045-788-8000  FAX.045-788-7411
URL.http://www.hotel-famiel.co.jp

各種ご宴会・
会議室等の
ご予約も

承っております。

　平成 23年度通常総会に引き続き、優良工業従事者横浜市長表彰式がとり行われました。受賞者の方々には、橋本康正金沢区長より表彰状が、
沼田昭司産連協新会長より記念品が授与されました。その後、橋本金沢区長よりお祝いの言葉を頂き、受賞者に対する労いと横浜経済振興貢献
への感謝の気持ちが述べられました。今回の栄えある受賞者は次の4名の方々です。この度は大変おめでとうございました。

　　 ＜優良工業従事者横浜市長表彰＞（順不同）

文明堂食品工業株式会社　　　　　図
ず し た え こ

司多恵子

オーバルアシスタンス株式会社　　関
せきかげきよ

影清　

パレス化学株式会社　　　　　　　伊
い

藤
とうたか

高司
し

株式会社中込製作所　　　　　　　古
こ ぎ

城利
とし

男
お

さま

さま

さま

さま

5．優良工業従事者横浜市長表彰式

　総会及び優良工業従事者横浜市長表彰式の後、レストラン・ハイローズに於いて懇親会が開催されまし
た。沼田新会長の開会挨拶に始まり、横浜市金沢区 橋本康正区長並びに谷田部孝一市会議員による来賓
祝辞、㈳横浜市工業会連合会 長島敏晴専務理事の発声による乾杯と進みました。その後、この度退任さ
れる理事・監事あわせて 3名、（独）水産総合研究センター中央水産研究所長 福田雅明様、㈱守屋医療酸素
商会代表取締役 守屋章様、横浜金沢産業連絡協議会事務局長 寺島俊介様に対する感謝状と記念品の贈呈
が行われました。ただ、福田様は欠席のため代理で中央水産研究所 新所長の和田時夫様にお受け取り頂
いております。授与後、懇親会に出席されている守屋様、寺島様から退任にあたってのご挨拶を頂きました。
また、昨年、理事の任期中に急逝された、南部フーズ取締役会長でありました、故 船越勇次郎様に対し
ましても感謝状と記念品を後日お届けする旨の報告がなされました。引き続き、会長を 5期 10年務めこ
のたび会長を退任されました貝道和昭様に対しまして、これまでのご苦労に感謝し、沼田新会長から感謝
状と記念品が授与され、貝道和昭様より退任のご挨拶を頂きました。
　その後、しばらくご歓談頂き、宴もたけなわとなったところで、横山新副会長に締めのご挨拶を頂きお
開きとなりました。
　懇親会にご出席頂いた皆様、最後までお付き合い頂き、誠にありがとうございました。
　この度退任された会長・理事・監事のみなさま、産連協の事業につきまして、お忙しい中ご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。また、今後とも産連協にご協力をお願い申し上げます。

6．懇親会

　6月 9日の総会・理事会におきまして、貝道前会長から産業連絡協議会会長の職を申し受けました沼田です。
　貝道前会長は、ヨットなどスポーツ界をはじめ教育・行政面での巾広い人脈が、5期 10年の長期にわたる大き
なリーダーシップとして発揮され、産業団地の将来に向けた舵取りを続けてこられたことに、心から感謝とお礼
のことばを申し上げる次第です。
　現在日本の社会は、東日本大震災のあまりに甚大で多様な被災対応の中にあって、精一杯の復興作業を進行中です。
　特に夏場に向けて東電管内は、電力の確保が天下分け目の緊急課題であり、7月から始まった節電対策は、地域
内全企業が個々にあるいは組合レベルで、腰を据えた取り組みを継続しているところです。
　私たちの産業団地各事業所においては、今回の震災では特に直接的な大きな被害を受けた報告はありませんが、
これを機に、臨海埋め立て地という特異な立地条件を忘れることなく、各種の問題解決に向かった段階的な検討
作業を進めていく必要があります。
　その意味で、それぞれに気づいた多くの危機管理対策を、できるだけ体系的に検証していくよう、年度事業の中に反映していきたいと考えています。
　私は学生のころラグビーに全力投入の時代がありました。One For All、All For One の精神を、身体のぶつかり合いを通して実感してきました
が、いままさに国難とも言うべき社会環境の中で、協議会の新執行部が中心となって、行政や学府をはじめ、関連する団体・機関の方々との連携
を高め、活動していくことがことのほか大切だと思います。
　企業間相互のコミュニケーションもよくとりあって、皆で一致団結頑張っていきたいと思います。ご支援をよろしくお願いいたします。

7．新会長挨拶

割安な保険料

では、困ります !!

すでにご加入の保険
内容を確認してみませんか？

そんな時は

私たちにご相談を！

【募集代理店】 ライフキャピタル有限会社
（やさしい保険ショップ　藤沢駅南口）
〒 251-0055　神奈川県藤沢市南藤沢 6-9 ラ・プラージュ湘南 101

TEL：0466-47-3711

−集団取扱でお申込−
いざ !! の時、使えなかった !!

（（（ 団地短信 ）））（（（ 団地短信 ）））

2．横浜金沢産業団地カーシェアリング事業（EVシェアリング事業）事業報告
　横浜市のグリーンバレー構想の一環として企画された「横浜金沢産業団地カーシェアリング事業」を金沢産業振興株式会社（横浜
金沢産業連絡協議会の関連法人）が横浜市から受注しました。
　平成 22年度から平成 24年度までの 3ヵ年の事業ですが、先ず初年度は、横浜化学工業団地協同組合の駐車場に電気自動車の駐車
場と、急速充電器を設置し、会員募集と運用マニュアル作
りを行いました。
　平成 23年度は、①免許証で本人認証が出来る技術を実
証化、②会員企業の会費制でカーシェアリング事業の採算
が取れるかどうかの実証、③リサイクル電動バイクの実証
実験の開始。を予定。
　写真の電動バイクは、リースアップしたガソリンバイク
を電動バイクに改造したもので、リサイクルと低炭素化が
図れる新たな交通手段として注目を浴びています。

電動バイク配置場所：横浜銀行、横浜信用金庫、化学団地、
　　　　　　　　　  郵便局（いずれも産業団地内） 　リサイクル電動バイク 　電気自動車

急速充電器

4 月 5 日（火）一般研修コース（参加者 39 名）
1．「金沢産業団地について」横浜市経済観光局ものづくり支援課担当係長
　　斉藤  健　氏
2．「悪質商法はあなたをねらっている」横浜市消費生活総合センター　
　　主任相談員　成田  久美子　さん
3．「コミュニケーションゲーム」ザクセスコンサルティング㈱　鬼頭  秀彰　氏
4．「新入社員に期待するもの」㈱パラエルモサ　専務取締役　前澤  大介　氏
5．「交通安全マナー」金沢警察署　交通総務　西條  和彦　氏
　一般研修のねらいは、社会人としての必要な知識やマナー、仕事を進める上で必要な
コミュニケーションの取り方などの理解や自分たちが働く場所の周辺環境及びなりたち
についての理解、同じ金沢産業団地で働く同年代の人たちとの親交を深める事です。

　去る、4月 5日（火）から 7日（木）の 3日間、当協議会主催の新入社員総合研修会が実施されました。実施内容は次のとおりです。

4 月 6 日（水）新規採用者安全衛生講習会（参加者 89 名）
　挨拶：横浜南労働基準監督署　次長　石井  登　氏

　講師：エムパワー・オフィス　代表　辻
つじ

  勝
かつなり

也　氏
　この講習会は、労働安全衛生法により事業主が実施しなければなら
ない新規採用者に対する安全衛生教育を事業主になりかわり実施する
もので、労災防止指導員として活躍されている辻勝也氏に今年も講師
をお願い致しました。
　パソコンとデジタルプロジェクターを使用した講義はシンプルで視
覚に訴える内容となっており、非常に内容を理解しやすい講義で毎回
好評を得ております。

4 月 7 日（木）マナー講習コース（参加者 28 名）
講師：第一生命保険㈱　オフィストレーナー
　　　萩原  有美子さん 
　マナー講習のねらいは、社会人としての心構えや職場のエチ
ケット、電話応対マナーを中心に社会人として最低限必要なマ
ナーを身につけるというものです。今回も第一生命保険㈱横浜
支社の協力を得て実施しました。
　
　新入社員のみなさん、前向きに仕事に取り組んでがんばって
ください。

1．平成 23 年度新入社員研修開催
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●通常総会（6/9）　●区工連総会　●事務局長会議
●新入社員研修（4/5）
●マナー講習（4/7） 

●次年度横浜市要望（7/上）
●機関誌発行（8/上）

●PIAフェスタ（10/21～22）

●賀詞交歓会（1/中）　●事務局長会議
●機関誌発行（1/上）
●市工連表彰者推薦（3/中）
●東日本大震災対策　{節電対策／被災地支援／帰宅難民対策／液状化対策／施設老朽化対策／放射能汚染対策}
●横浜グリーンバレーＹＧＶ実行計画　{ＥＶカーシェアリング（第２年度）／省エネ（老朽化施設更新／ＬＥＤ照明換装等）}
●金産振㈱の運営　{産連協の法人化移行に替え、同事業推進母体として収益性を確保}
●事務局運営　{業務の簡素化／資料管理の電子化}
●環境憲章周知
●会員(会費)拡充
●土地使用協定
●不動産情報管理／
　企業誘致
●人材活用事業
●企業研修支援
　（インターンシップ他）

●優待事業所の拡充（会員証） 
●会議等
 （総会／理事会／三役会／各委員会／土地使用協定運営委員会／事務局長会議／ブロック長会議)
●回覧板情報伝達（アンケート調査等）

区  分
全　　　般

1／四

2／四

3／四

4／四

通  年

●テニス大会
●ソフトボール大会

●福利厚生委託契約
(㈱ひろせテニス教室/㈱損
保ジャパンレクリェーション
保険/あんしん財団/㈱日本
トリム/東武トラベル㈱/㈱
プリンスホテル/おくりびとの
会/㈱LDC/㈱横浜八景島/
ゆうあいクリニック) 
●同好会 （写真/バドミントン）

●HP情報基盤整備（メンテ）
●産学連携事業
●各種セミナー
 （シーサイドPIA継栄塾）

●技能講習（ボイラ/クレーン/フォークリフト等）

●新規採用者安全衛生講習
（4/6）
●安衛協南地区安全推進大会
（6/上）

●安衛協南地区衛生推進大会
（9/上）
●安全管理発表会

●危機管理セミナー
●福浦廃水処理場
　老朽化施設更新
●防災
●防犯
●緑化推進
●環境美化の日
 （不法投棄防止）
●自衛消防隊

●新入社員交通安全講話
（4/5）
●交通安全週間

●交通安全週間

●道路環境整備
（一方通行規制、/
ガードレール設置見直し等）
●駐車場整備
●交通安全事故防止対策

総　務 福 利 厚 生 産 業 政 策 環境安全衛生 交　通

協議会役職
会長／理事

副会長／理事／環境安全衛生委員長
副会長／会計理事　　　　　　　　
副会長／理事／福利厚生委員長　　
副会長／理事／交通委員長　　　　
副会長／理事／総務委員長　　　　
副会長／理事／産業政策委員長　　

相談役／理事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
専務理事

氏　　　名
沼田　昭司
大瀨　英暉
上野　達夫
黒岩　順一
横山　雅行
松村　洋一
真鍋　緑朗
貝道　和昭
長濱　正和
星　　正浩
金子　雄次
芹沢　康彦
吉岡　　璋
杉崎　良雄
糸川　隆雄
加瀨　大明
佐藤　公一
村井　　功
小柳　信一
山﨑　　一
今村　克己
吉永　　功
阿部　　匡
原田　英二
渡邊　真吾

　　　事業所名
㈱沼田商会
大瀨工業㈱
ジェーケイサッシ㈱
㈱羽後鍍金
平和産業運輸㈱
協立金属工業㈱
アールテック㈱
横浜港木材倉庫㈱
富島運輸㈱
㈱星
㈱金子コンクリート
横浜新都市交通㈱
㈱ヨコハマ機工
みなと運送㈱
神奈川重機㈱
癸巳化成㈱
パレス化学㈱
㈱村義鋲螺
㈱喜友
㈱山喜
守谷輸送機工業㈱
昭和建産横浜販売㈱
日本発条㈱
㈱メルヘン
横浜金沢産業連絡協議会

　　事業所役職
代表取締役社長
会長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役専務
常務取締役
代表取締役社長
常務取締役運輸部長
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
取締役総務部長
代表取締役社長
総務部長
代表取締役社長
事務局長

ブロック
10

⑩
④
⑬
⑥
⑫
12

1

①
②
③
3

4

⑤
⑦
⑧
8

⑨
9

10

⑪
⑭
⑮
⑯
16

監　事

参　与

※　○印：ブロック長
監　　事
監　　事
監　　事

佐藤　浩之
森田　　俊
中野　聰恭

横浜木材㈱
㈱電商会
ナカノ㈱

代表取締役専務
代表取締役
代表取締役会長

2

4

12

参　　与 寺島　俊介 横浜金沢産業連絡協議会 16

　去る、7月 7日（木）に㈶横浜企業経営支援財団主催・横浜金沢産業連絡協議
会共催で、第 1回リスクマネジメントセミナーが開催されました。最初を飾るリ
スクマネジメントセミナーは、「災害から地域をどう守るか」をテーマとし、牧島
敬行金沢消防署長に講師をお願い致しました。
　内容としては、今年の 3月 11 日に発生した東日本大震災の被災状況や概要の
紹介、ここから得られた課題や行政の取り組み状況、横浜市の防災計画、横浜市
全体と金沢区の被害想定、帰宅困難者対策ほかで、横浜市の津波の想定状況や横
浜市内の液状化予測など参加者が興味をもっていることについて、こと細かに説
明、紹介をして下さいました。
　本セミナーの開催にあたっては、その重要性や意義について行政側も理解され
ており、第１回セミナーでは、橋本康正金沢区長にご臨席頂き、ご挨拶を頂きました。
　また、主催者を代表して、財団法人横浜企業経営支援財団 永田紳一常務理事と当協議会 沼田昭司会長が、本セミナーの意義、目
的などを参加者の皆さんに説明しつつ挨拶を致しました。　
　今回のセミナーの参加人数ですが、テーマが「災害から地域をどう守るか」ということで、東日本大震災のこともあってか、76名
という多くの方にご参加を頂き、暑い日の午後の開催であったにも関わらず、会場はほぼ満杯の状況でした。
　セミナーの最後に当協議会の松村洋一副会長より、リスクマネジメントセミナーを開催することになったきっかけや企業にとって
のリスクマネジメントの対象は防災だけではなく経済・人事など多岐にわたり、それらについても今後セミナーを行う予定で今年度
は 3〜 4ヶ月に 1回くらいのペースでセミナーを開催する計画であることが紹介されました。
　第 2回リスクマネジメントセミナーの具体的な内容が決まりましたら、改めてみなさまにご案内致しますので、是非、ご参加下さ
るようお願い申し上げます。

3．第 1回リスクマネジメントセミナー開催さる

4．協同組合理事長及び事務局員交代について

　協同組合 横浜食品センター
　　新理事長　小柳　信一　氏　　（平成 23 年 2 月 1 日付就任）
　　前理事長　船越　勇次郎　氏　（故人）
　ＴＰＹ協同組合（TECHNICAL PLATING YOKOHAMA)
　　新理事長　黒岩　順一　氏　　（平成 23 年 5 月 26 日付就任）
　　前理事長　佐藤　日英雄　氏　（　　　　　　同　　　  退任）
　ヨコハマスチール工業協同組合
　　新理事長　近藤　大輔　氏　　（平成 23 年 5 月 27 日付就任）
　　前理事長　菅野　正夫　氏　　（　　　　　　同　　　  退任）
　　新事務局員　鈴木　淳一　氏　（平成 23 年 5 月 2 日付）

金沢産業団地内の協同組合において、この度、交代等のあった理事長・事務局員についてご案内致します。

　佐藤様、菅野様、お役目お疲れ様でした。また、産
連協事業へのご支援、ご協力ありがとうございました。
引き続きご支援、ご協力をお願い致します。昨年急逝
された船越様に対しこれまでのご支援ご協力に感謝し
つつ、ご冥福をお祈りいたします。
　小柳様、黒岩様、近藤様、鈴木様、これからよろし
くお願い致します。

（（（ 告  知  板 ）））（（（ 告  知  板 ）））
1．海

シーサイドフォーラム

辺帆羅夢落語勉強会が今年も開催されます！
　毎年好評を得ております海

シーサイドフォーラム

辺帆羅夢落語勉強会も今回で 11回目を迎えます。今回も本勉強会に第 1回目からご出演を
頂いております「六代目 春風亭柳朝」師匠と「柳家喬太郎」師匠が出演いたします。通常、この顔ぶれの方々の落語をこ
の木戸銭で見られるところは、めったとございません。年に 1回のこの落語勉強会、是非、ご来場ください。

日　　　時：平成 23 年 9 月 14 日（水）午後 6：00 開場，午後 6：30 開演
場　　　所：横浜市金沢産業振興センター 2F ホール　＜金沢区福浦 1-5-2 ＞
プログラム：＜落語＞春風亭柳朝（真打ち）、＜落語＞柳家喬太郎（真打ち）他　
木　戸　銭：1,500 円
主　　　催：横浜シーサイドフォーラム
　　　　　　（社）横浜南法人会臨海総支部、横浜金沢産業連絡協議会
ご　贔　屓：（財）横浜企業経営支援財団、横浜信用金庫、横浜銀行
お問い合せ：横浜金沢産業連絡協議会　笠原  TEL：045-781-1131

昨年の落語勉強会風景

3．平成 23 年度事業計画表

4．横浜金沢産業連絡協議会役員等名簿
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お誕生日・記念日に、お花・ケーキのプレゼントはいかがですか？

フラワーショップ

花束・アレンジ　お届けします。

6
TEL 782-5985

（（（ 平成23年度通常総会 ）））（（（ 平成23年度通常総会 ）））

　去る 6月 9日（木）15時 30分から横浜市金沢産業振興センター・ホールにおいて、横浜金沢産業連絡協議
会平成 23年度通常総会が開催されました。今回の総会では、①平成 22年度事業報告、②同収支決算、③平成
23年度事業計画案、④同収支予算案、⑤任期満了に伴う理事及び監事の選任について上程され、5件すべて無
事承認を得ることができました。その後、三役選任の為の理事会がホール控室において開催され、新たに会長
として、沼田昭司氏が選任されました。副会長は大瀨英暉氏、上野達夫氏、黒岩順一氏、松村洋一氏が再任され、
新たに横山雅行氏、真鍋緑朗氏が選任され、専務理事は新たに渡邊真吾氏（事務局長兼務）が選任されました。
また、これまで 5期 10年にわたって、会長を務められました貝道和昭氏は相談役に、7期 14年にわたって専
務理事・事務局長でありました寺島俊介氏は参与に就任することが決まりました。
　今年の 3月 11 日に発生した東日本大震災において、金沢産業団地は直接的な被害はほとんど受けずにすみ
ましたが、震災発生以降、被害の無い地域でのイベント自粛などに
より沈滞ムードが漂い、さらに原発の停止による電力供給不足のた
め、7月 1日からは電力使用制限令が発動され、企業活動の制約要
因が増えるなど、各企業にとって厳しい環境が続いています。当協
議会の置かれた環境も近年、劇的な変化をみせておりますが、今後
も会員の皆さまに評価して頂けるような事業をタイムリーに実施し
て参りたいと存じます。また、会員皆様には当協議会の事業について、
ご支援、ご協力を賜りたくお願い致します。
　下記に、平成 22 年度決算と平成 23 年度予算の収支状況、平成
23年度事業計画、新たな役員名簿について掲載いたしますのでご覧
下さい。

1．平成 23 年度通常総会終了！

2．横浜金沢産業連絡協議会の収支状況

●平成 23 年度収入予算
( 単位：千円 )

●平成 22 年度支出決算
( 単位：千円 )

●平成 23 年度支出予算
( 単位：千円 ) 

●平成 22 年度収入決算
( 単位：千円 )

　昨年から、金沢産業団地企業の皆さんが PIA フェスタに参加、来場しやすいよ
うに金曜日（10月 21日）は PIA フェスタ開催時間を 21時までに設定しました。
みなさんお誘い合わせのうえ、ご参加、ご来場をお待ちしております。
　PIA フェスタで行われるイベント等詳細については後日、チラシ等でみなさんに
ご案内致します。
　PIA フェスタは、今年も「横浜シーサイドフォーラム」と「横浜金沢産業連絡協
議会」の主催、（財）横浜企業経営支援財団の共催で開催します。2011PIA フェス
タ実行委員会もすでに立ち上がり、より充実したイベントとするため、企画、立案、
調整等に動いています。今年も色々なイベントの企画、調整を始めました。特に
参加型のイベントは、みなさんに参加頂く事で大いに盛り上がりますので、積極
的に参加してください。
　また、各企業・団体の皆様や周辺の皆様のご協力があってこそ、PIA フェスタを開催することができます。是非とも皆様のご支援、
ご協力をお願い申し上げます。

　今年は 3月に東日本大震災が発生し、震源付近のエリアはもとより、日本全体に
その影響を人的、経済的にも大きく及ぼしています。自粛ムードが漂い、横浜でも
花火大会の中止などイベントの中止も目につきますが、金沢産業団地では沈滞ムー
ドを吹き飛ばすべく、今年もPIA フェスタを開催することを決定いたしました。

開催期間は、平成 23 年 10 月 21 日（金）〜 22 日（土）の 2 日間です。
　開催時間は次のとおりです。　　　10 月 21 日（金）10 時〜 21 時
　　　　　　　　　　　　　　　　　10 月 22 日（土）10 時〜 18 時

2．2011PIA フェスタを開催します

●「横浜市中小製造業経営革新促進助成制度」　受付中！
　東日本震災を受けたあと節電対策等に追われ、災害前の稼働状況に戻れない事業者さまもいらっしゃることと思います。
そのなかでも、先を見据え、将来へ向けての成長・発展につなげる布石を打つことが必要です。中小製造業の経営革新を目
指した技術の高度化、CO2削減、防災対策などのための設備投資に対し助成をします。また、平成 23年度については、助
成割合を 10％（CO2削減に資する場合は 18％）に引き上げていますので、設備投資を検討されている事業者さま、先ず
はご相談ください。

◆助成対象者と助成区分
1　助成対象者　製造業を営む中小企業、及び会員企業の過半が製造業である事業協同組合
2　助成区分　　所有型、賃貸型、設備投資型
◆申請方法、助成金交付の流れ
1　設備投資等の契約を締結する前に「事業計画概要書」を提出
2　概要書受理・契約後、基準日（12月 31日）までに操業が行われた場合、申請書を提出し、審査後今年度内に助成金交付
　  （基準日以降に操業したものは、次年度の助成金交付対象になります。）
◆申請期間　　　平成 24年 1月 4日（水）まで
◆問合せ　　　　横浜市経済局ものづくり支援課　TEL：045-671-3599
◎詳細はこちら 　　http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/seizou/koujyou/keieikakusin.html

3．横浜市からのお知らせ

中小製造業経営革新促進助成 検索

●事業継続計画（BCP）の作成を支援します！
　東日本震災のあと皆様の事業所はこれまでどおり操業できましたか？
　横浜市ではどんな時でも事業活動が継続できるよう、事業継続計画（BCP）の策定をお手伝いしています。事業継続計画
（BCP）を策定するための資料をホームページで公開しているほか、策定に向けた個別相談（5回まで無料）を行っています。
　また、年内にBCPセミナーも予定していますので、奮ってご参加ください。
◆問合せ　　横浜市経済局ものづくり支援課　TEL：045-671-3599
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横浜金沢産業連絡協議会
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〒236-0004
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印刷：三恵印刷興業（株）

○A  株式会社シスコ
　　　　　代表取締役　林　済
横浜市金沢区白帆 4-2　マリーナプラザ 5F
電話：045-778-1022　FAX：045-772-2982
E-mail：info@cisco-inc.jp
会社紹介
当社は、商社として現在、三菱化工機㈱製 LED照明
の総発売元及び水銀灯に替わるワールド . ワイド . エ
ンジニアリング㈱製 LED高所照明、投光器他の販売
を主体に、この他、タービン、エンジン、油清浄機、
製鋼機械、他、製品の部品加工、ダクト他製缶製品
の製作及び解体工事（工場、建屋、機械、他）の事
業を行なっておりますので、今後、何か会員の皆様
にお役に立てることがあればと思っておりますので
宜しくお願い致します。

○B  富士企業株式会社
　　　　　代表取締役　杉山　陽一
横浜市金沢区幸浦 1-4-5
電話：045-774-3033　FAX：045-774-7799
会社紹介
船舶整備業

○C  株式会社東進工業所
　　　　　代表取締役　鈴木　次男
横浜市金沢区福浦 1-3-26
電話：045-790-1731　FAX：045-790-1732
E-mail：y-toshin@abeam.ocn.ne.jp

○D  株式会社トーカイ
　 横浜南支店・福祉用具メンテナンスセンター　 　　　
　　　　　　支店長　岩崎　和行
横浜市金沢区福浦 2-11-6
電話：045-787-3691　FAX：045-787-3692
会社紹介
弊社は高齢化社会の到来にともない国が定めた「介護
保険制度」の下、自宅での介護のサポートを行うため
介護ベッドあるいは車いす・床ずれ防止用具など介護
機器のレンタル・販売を業務の中心としています。当
支店はメンテナンスセンターも併設しており機器の消
毒あるいは調整も行っています。

○E  有限会社関商店
　　　　　代表取締役　関　利定
＜金沢営業所＞
横浜市金沢区福浦 2-13-19
電話：045-370-7071　FAX：045-370-7072
URL：http://www.bincho.net/
E-mail：info@bincho.net
＜本社＞
横浜市中区山下町 244
会社紹介
弊社は戦後まもなく横浜中華街で一般家庭向けに木炭の販
売を始め、現在は外食産業・飲食店様向けに国産備長炭の
販売、外国産備長炭の輸入販売を行っております。バーベ
キューを行うときはご連絡ください。会員の方には特別価
格でお譲りします。

○F  株式会社京急百貨店
　　　　　取締役社長　石塚　護
＜福浦商品センター＞
横浜市金沢区福浦 2-15-18
電話：045-788-5400　FAX：045-788-9943
＜本店＞
横浜市港南区上大岡西 1-6-1
電話：045-848-1111 ㈹　FAX：045-848-7060
URL：http://www.keikyu-depart.com/
会社紹介
当社は、京急線上大岡駅ターミナルビル内に京急百貨店と
して平成 8年 10 月 1日に開業いたしました。百貨店業界
では、まだまだ若手の百貨店ではございますが、港南区、
金沢区、磯子区、南区の 4区を第一商圏とし、地域密着し
たお客様第一の「生活者本位制百貨店」と「安全、安心、
快適なひとときとハートフルなサービス」を提供する新し
い店創りを目指しています。

4．新会員の紹介

　会議、行事、スポーツの後の打ち上げにハイ・ローズで楽しい宴会を。
ランチタイムは常に、四季のグルメフェア開催中！！仕出し・出張宴会承ります。

営業時間
月〜土　11：00〜14：00

カフェテリアレストラン　ハイ・ローズ
〒 236-0004  横浜市金沢区福浦 1-5-2

　045-784-3883

イベントはハイ・ローズ！！
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