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おかげさまで世工振は、10 月 1 日で 30 周年を迎えます！

世工振ニュース
公益社団法人

世田谷工業振興協会
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「せたがや産業フェスタ 2018」開催

(

本展示会は、世田谷区内産業団体の青年部・青年部会が主体となり、世田谷区、(公財)世田谷区産業振興公社との連携のもと、
「もの
づくり」・
「ひとづくり」を通して、区内産業振興に繋げていくことを目的としています。区内農産物の販売、商店街の名物品、まちな
か観光の紹介、ものづくり体験や化学実験などしています。
世工振青年部会では、マイ箸づくりをはじめとする 4 つのブースを出店します。
昨
是非、会場にいらしてものづくりの魅力を発見しませんか。
時】平成 30 年 10 月 27 日（土曜）10：00～16：00
雨天決行（荒天中止）

【会

場】世田谷区民会館・世田谷区役所中庭

)

【日

年
の
様
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【催し物】
・ペン立てづくり（いずれも区民会館 1F で行います。
）
・マイ箸づくり
・レーザー彫刻によるコースターづくり
・パインウッドダービー

環境経営と企業力改善セミナー

「中小企業における AI・ｌｏT 活用 ～これからのものづくり～」開催します
【日
【会
【内

時】平成 30 年 11 月 8 日(木) 18：30～20：00（受付開始 18：00）
場】世田谷産業プラザ 3 階 小会議室
容】①「企業の経営改善に直結する経営環境とは」
講師：小山 富士雄 氏(NPO 法人日本環境管理監査法人協会理事長、東工大非常勤講師）
②「AI・lｏT の最新情報と事例紹介」
講師：鈴木 和男 氏(NPO 法人日本環境管理監査協会理事、日本経営士会理事、㈱KAZ コンサルティング代表取締役)
【参加費】無料
【お申込み先】電話または FAX で(公社)世田谷工業振興協会 事務局まで
TEL：０３-３４２１-２８６３
FAX：０３-３４２２-４７７７
＊詳細は、同封のチラシをご覧ください。

「危機管理産業展 2018」のご案内
前号で招待券を同封しました「危機管理産業展 2018」がまもな
く開催されます。皆様のご来場をお待ちしています。
【日時】１０月１０日（水）～１２日（金）
１０：００～１７:００

３日間

「産業交流展 2018」のご案内
11 月には、
「産業交流展」が行われます。
本展示会は、首都圏に事業所を有する個性あふれる中小企業
などの優れた技術や製品を一堂に展示し、販路拡大等、ビジネ
スチャンスを提供することを目的とした展示会です。
世工振からもソーラー避難誘導塔(AE-TOWER 1/3 模型)を展
示します。皆様のご来場をお待ちしています。

【場所】東京ビックサイト
西ホール、会議棟
（ゆりかもめ「国際展示場正門駅」または、
りんかい線「国際展示場」下車）

【日時】１１月１４日（水）～１6 日（金）
１０:００～１８:００

【出展内容】ソーラー避難誘導塔（AE-TOWER）の 1/3 模型等の展示

【場所】東京ビックサイト

東 4・5・6 ホール

世田谷区 平成 30 年度下半期「中小企業融資あっせん制度」ご案内
世田谷区では、区内中小企業の事業経営に必要な資金の調達を支援するために、
東京信用保証協会と金融機関の協力による融資あっせん制度を設けています。
「平成 30 年度下半期 中小企業融資あっせん制度 ご案内」のパンフレットが
届きました。
ご入用の際は、世工振事務局までご連絡ください。

労働保険事務組合より委託事業主の皆様へ

東京都最低賃金改正のお知らせ

り
平成 30 年度の労働保険料の第 2 期分をご指定の預金口座から、
下記の口座振替日にお引き落しをさせていただきます。

平成 30 年 10 月 31 日（水）です。
何卒、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

中退共の「退職金制度」のご案内
中退共制度は中小企業のための国の退職金制度です。
・掛金の一部を国が
助成します。
・掛金は全額非課税。
手数料も不要です。
・社外積立型なので
管理が簡単です。
・パートタイマーや
家族従業員も加入
できます。
＊詳細は、同封のチラシをご覧ください。

第 58 回世工振ゴルフコンペ in 河口湖
9 月 8 日、残暑が厳しい中、河口湖カントリークラブにて恒例の
世工振ゴルフ秋季大会が開催されました。
熱戦が繰り広げられましたが、栄えある優勝は、紅一点の上杉幸
子氏（共伸建設㈱）でした。おめでとうございました！
なお、本コン
ペに当たり、協
賛していただき
ました皆様には、
厚く御礼申し上
げます。

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成 30 年 10 月 1 日から

時間額 985 円（現行 958 円）に改正されます。
都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働く
すべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用
されます。
最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業
務改善助成金等各種助成金制度を設けています。
【お問合せ先】
・最低賃金について
東京労働局労働基準部賃金課
TEL ０３－３５１２－１６１４(直通)
・業務改善助成金について
東京労働局雇用環境・均等部
TEL ０３－６８９３－１１００
・最低賃金及び業務改善助成金について
東京働き方改革推進支援センター
TEL ０１２０－６６２－５５６

ﾌｫｰﾗﾑ SKK’89 視察旅行へ
8 月 25 日(土)～26 日(日)、夏休み最後の週末に異業種交流会
フォーラム SKK’89 で視察旅行に出かけました。三軒茶屋よりバ
スに揺られながら「キリン御殿場蒸留所」へ到着。ウイスキーの
作り方を見学し、ものづくりのあり方を考える機会になりまし
た。2 日目は、「富士総合火力演習」の見学をしました。早朝か
ら暑い中、大勢の見学者が並んで開場を待ちわびていました。至
近距離で迫力ある演習を見学しました。
(東富士総合演習場)

(キリン御殿場蒸留所)

(上杉幸子氏は、後列
左から 3 番目です)

✍✍✍編集後記✍✍✍

10 月 1 日、世工振は 30 周年を迎えました
1988(昭和 63)年 10 月 1 日、区内工業全体の団結と企業の高度
化・情報化の一層の促進を図り、山積みする課題に積極的に取組む
体制を作り上げるため、社団法人世田谷工業会、社団法人玉川工業
会、世田谷産業振興協会を統合し、社団法人世田谷工業振興協会が
誕生しました。
その後、2012(平成 24)年 4 月 1 日、企業の健全な育成と地域産
業の振興を図るため、区内工業の高度化・情報化を積極的に推進し、
地域社会の発展に寄与することを目的に、公益社団法人世田谷工業
振興協会の認定を受けました。
今年で 30 周年を迎えます。これもひとえに、会員の皆様のお陰
と感謝しております。今後も一層のご支援ご協力の程をよろしくお
願い申し上げます。

～シングルモルトとは？～

先日、
「キリンディスティラリー富士御殿場蒸留所」を見学してきまし
た。本題に入る前に、ディスティラリー（蒸留）とは、液体を加熱し沸
点の違う揮発成分を分離・濃縮することです。ウイスキーの場合は穀物
を発酵させたアルコール含有液を蒸留器にかけて、水の沸点（100℃）と
エチル・アルコールの沸点（78.325℃）の差を利用して、初めに蒸発し
てくるエチル・アルコールの気体を冷却して高濃度の酒をとり出します。
さて、同蒸留所では、原料の種類が違う「モルトウイスキー」と「グ
レーンウイスキー」を造っています。
「モルト」とは、麦芽のことで、
「グ
レーン」とはトウモロコシなどの穀類のことです。
「シングルモルトウイスキー」とは、１つの蒸留所でつくられたモルト
ウイスキーだけをブレンドし、ビン詰めにしたものです。蒸留所の個性
が際立った味・香りになります。シングルモルトウイスキーは蒸留所の
名前がそのまま銘柄になることが多く（日本では山崎や白州が有名で
す。）因みに、角瓶やジョニ黒などは、「モルトウイスキー」と「グレー
ンウイスキー」をブレンドしたウイスキーで「ブレンデッドウイスキー」
と呼ばれます。
（H.E）
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