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世工振ニュース
世田谷工業振興協会

２０１８年１１月

世工振では、毎年 1 月に有識者の方をお招きして「新春経済講演会」を開催
しています。
平成 31 年は「世工振設立 30 周年記念講演」として、下記のとおり実施しま
す。皆様のご来場をお待ちしています。
【テーマ】ベスト・イン・ザ・ワールドをめざして
～キミカの勇気ある経営～
かさはら ふみよし

師】笠原 文善氏（㈱キミカ代表取締役社長）

【プロフィール】
1956 年千葉県生まれ。東京理科大工学部第
一部工業化学科卒業。早稲田大学大学院を
修了後、持田製薬株式会社に入社し、研究
開発の技術者として勤務。'84 年、株式会社
キミカに入社し、技術課長、管理部長、常
務、専務を歴任。'01 年から現職に就く。
【内

(笠原 文善氏)

時】平成 31 年 1 月 25 日（金）

【会

場】オークラレストラン・スカイキャロット
キャロットタワー26 階

【定

員】80 名（先着順）

時】平成 31 年 1 月 25 日（金）
（受付開始 午後 2 時 30 分）

【会

場】オークラレストラン・スカイキャロット
（世田谷区太子堂４－１―１
キャロットタワー26 階)
午後 3 時

講師：笠原

ふみよし

文善氏(株式会社キミカ
代表取締役社長)
テーマ：『ベスト・イン・ザ・ワールド
をめざして』
【第二部】記念式典 午後 5 時
感謝状贈呈
【第三部】祝賀会

午後 5 時 45 分

＊別送のご案内状をご覧のうえ、ご出欠をお知らせく
ださい。
＊昨年と会場が異なりますので気をつけてお越しくだ
さい。

【参加費】無料

「震災対策技術展 横浜」に出展します
本技術展では、国・自治体をはじめ、建設、病院、マンション管
理者等、震災、災害対策への関心の高い方が全国より来場されます。
今年 6 月の大阪北部地震、7 月の西日本豪雨災害では、突如発生し
た地震や停滞した梅雨前線が甚大な被害をもたらしました。地震や
台風などの自然災害は近々の課題であり、巨大化する災害を想定外
としないためにも、最新の自然災害対策製品・技術・サービスを展
示している有意義な展示会です。
皆様のご来場をお待ちしています。
【日

＊招待券を同封いたしまたので是非、お越しください。

【日

かさはら

午後 3 時～４時 15 分

時】平成 31 年 2 月 7 日(木)～8 日(金)
10：00～17：00
【会
場】パシフィコ横浜 展示ホール
(横浜市西区みなとみらい１―１―１
みなとみらい線みなとみらい駅徒歩 5 分)
【出展内容】ソーラー避難誘導塔(AE-TOWER)の 1/3
模型等の展示
【入 場 料】無料
【お問合せ】(公社)世田谷工業振興協会 事務局
TEL ０３－３４２１－２８６３

世工振は平成 30 年 10 月に設立 30 周年を迎えまし
た。これもひとえに会員の皆様方の絶大なるご支援と
ご協力の賜物と深く感謝申し上げます。つきましては、
以下のとおり設立 30 周年記念式典を開催することに
なりました。会員の皆さまにも万象お繰り合わせのう
え、ご出席いただきますようお願い申し上げます。

【第一部】記念講演

容】㈱キミカは、食品、医薬品、繊維、化粧品など幅広い分野で活用
される食物繊維・アルギン酸の国内シェア 80％を超える専業メー
カーです。
「Best in the world」を旗印にアルギン酸の世界を切り
開いてきたパイオニア企業としての“勇気ある経営”について笠原
社長が語ります。

【日
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「設立 30 周年記念式典」のご案内

平成 31 年「新春経済講演会」のご案内

【講

)

公益社団法人

(

おかげさまで世工振は、10 月 1 日で 30 周年を迎えました。

(昨年の様子)

“社会を明るくする運動”世田谷区推進委員会より

「協力雇用主」のご案内
国は、昨年１２月に犯罪をした者等が、円滑に社会の一
員として復帰できるようにすることで、国民が犯罪による
被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会
の実現に寄与することを目的とした「再犯防止推進計画」
を定めました。その中で、
「就労の確保等」は重点課題の一
つとして位置づけられ、
「新たな協力雇用主の開拓・確保」
に取り組むとしています。
刑務所出所者等のうち無職者の再犯率は、有職者に比べ
て３倍であるという統計もあるように、職の有無が再犯防
止における重要なポイントとなっています。
区でも「社会を明るくする運動」を世田谷区保護司会は
じめ関係機関の連携のもと推進しております。
「協力雇用主」制度については、同封のチラシをご参照く
ださい。

【お問合せ先】

世田谷区 保健福祉部 調整・指導課
℡０３－５４３２－２２９２

「せたがや産業フェスタ 2018」出店
10 月 27 日（土）
、秋晴れのもと世田谷区役所中庭・区民会館にて産業フェスタ 2018 が開催されました。昨年より 7,000 人多い、延べ
19,000 人の来場者となり、とても盛況でした。中庭では、
「ゆるキャラ全員集合」
、
「キッズチアリーディング」など、にぎやかなステー
ジとなりました。区民会館 1 階では、世工振青年部会が「マイ箸づくり」
「ペン立てづくり」
「コースターづくり」
「パインウッドダービ
ー」の 4 つのブースを出店しました。いずれも多くの参加者があり、おとなも子どもも時間を忘れ、一喜一憂しながら、ものづくりの楽
しさを体験していました。たくさんのご協力をいただき、ありがとうございました。

(マイ箸づくり)

(保坂区長と古谷青年部会長)

(ペン立てづくり)

(コースターづくり)

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」開講
11 月 8 日(木)、世田谷産業プラザ 3 階小会議室において、企業力
改善セミナーを開催しました。第一部「企業の経営改善に直結する
環境経営とは？」
、第二部「中小企業における AI・loT 活用～これ
からのものづくり～」をテーマに、これからのものづくりのゆくえ
をわかりやすく解説していだだき、参加者の皆様は「具体例が多く
わかりやすかった。
」などの声をいただきました。

(パインウッドカー)

「産業交流展 2018」開催
11 月 14 日(水)～16 日(金）
、東京ビッグサイトにて「産業
交流展 2018」が開催されました。
「せたがやのものづくり」コ
ーナーでは、
（公財）世田谷区産業振興公社と世工振の共同ブ
ースと出展 8 企業ブースを配置し、ビジネスチャンスへの結
びつき、異業種交流に努めました。
今年の出展企業のうち、会員企業は以下の 4 社でした。
（順不同・敬称略）
・株式会社 ニットク
・株式会社 小原工業
・株式会社 ものづくり学校
・株式会社 世田谷電線製作所

(講演会の様子)

ﾌｫｰﾗﾑ SKK’89「秋季ゴルフコンペ」in 安曇野
10 月 20 日(土)、秋色が深まってきた長野県安曇野市「穂高カン
トリークラブ」にてフォーラム SKK’89 秋季ゴルフコンペ大会が開
催されました。
日本アルプスを
背景に熱い戦いで
したが齋藤勝博氏
（日本計測機㈱）
が栄冠に輝き
ました。
おめでとうござい
ました！

(山をバックに！)

（会場の様子）

✍✍✍編集後記✍✍✍
世工振は昭和 63（1988）年 10 月に社団法人世田谷工業振興
協会として設立され、平成 24（2012）年 4 月に公益社団法人
として認定され、平成 30 年 10 月 1 日、おかげさまで創立 30
周年を迎えるに至りました。
これもひとえに会員企業の皆さんのご支援と関係各方面の
ご協力の賜物であると深く感謝しております。
これまで 30 年間協会が取り組んできた成果をもとに会員の
皆様がより必要を感じ、社会ニーズにも応えられる活動に向
けて新たな思いで邁進していきたいと思います。今後共、ご
支援、ご協力のほど何卒お願い申し上げます。
（S・S）
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