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平成26年三団体合同賀詞交歓会 第25回軟式野球大会 第６回神情協実業団ゴルフ選手権大会

第5回フットサル大会 2013年クリスマスパーティ 第７回女性活躍セミナー

第2回労働福利セミナー ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会

第９回キャリアアップセミナー 委員会紹介（労働福利委員会／女性活躍委員会）

会員企業訪問（株式会社日本インテリジェントビジネス／ニューテック株式会社／株式会社ショウナンソフトウェア） 

第8回横浜ITフォーラム 神奈川県私立大学就職研究会と神情協の情報交換会

この人いいね！ 新会員紹介

アベノミクスの流れを感じながら、賀詞交歓会

平成26年神奈川県情報サービス産業三団体合同賀詞交歓会 開催日：平成26年1月17日（金）
 広報委員会

毎年恒例となっている情報サービス産業三団体の賀詞交歓
会が平成26年1月17日（金）17時から、横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズの「日輪の間」で、「合同賀詞交歓会」として
開催された。国や県、市など、日々お世話になっている行政
機関団体からの来賓をはじめ、関東近県の友好団体及び三団
体の各会員など、同会員含めて総勢500名が集まり、賀詞交
歓会は盛大に開かれた。
冒頭、昨年池田前会長からバトンを受け、三団体を代表し
て神奈川県情報サービス産業協会の常山勝彦会長が挨拶。
（常山勝彦神情協会長の挨拶要旨）

本日ご参加の皆さまの表情も明るく、こ
こに立っているだけで元気を感じる。業界
的には昨年の秋以降の勢いを引き継ぎ、今
年はプラス成長の年になると予想できる。4
月からの消費税アップには気を引き締めて

対応する必要があるが、仕事という面から考えると短期的に
は消費税アップもプラス面として捉えることもできる。
神情協としても、今年は攻めの協会運営を進めていこうと
考えている。
具体的には、技術者の採用について、今年は昨年にプラス
するかたちで県、横浜・川崎市などと協力して新卒、既卒の
若者を対象にした企業面接会・マッチング会を複数回、企画・
実施していきたい。
会員企業間のビジネス交流については、ビジネスフォーラ
ムを横浜、川崎のみならず、湘南/県央/相模原でも行い、ビ
ジネス交流の対象も、地域の企業や研究所の方々も巻き込ん
だビジネスフォーラムを実施する。さらには、他県の情報産
業協会との交流にも拍車をかけて、全
国の同協会にも、「神奈川県にもっと
いらしゃい！」と宣伝する。
グロバール化対応の取り組みとして
は、アジアＩＣＴツアーと銘打ち、5年
前から東南アジアを中心に訪問してき
た。各国との交流・情報交換とパイプ
作りの強化を図る。特に、アジアに進
出しようという意欲ある会員企業の皆さ

まに少しでもお役に立てる取り組みを今後も実施して行きたい。
結びに、今年も会員各社がより元気で魅力ある企業となり、
地域経済の発展に貢献できるような取り組みの支援を積極的に
行っていく。情報産業の未来は明るい、夢のある、将来性の
ある産業であり、我が協会は元気で素晴らしい企業の集まりで
あることを今年も皆様と一緒になってアピールしていきたい。
と力強い挨拶があった。

また、来賓の祝辞では、神奈川県の黒岩
祐治知事からも、「最近は『絶好調！』とどこ
でも回答させて頂いている。昨年からもそ
うですが、電子化による県民の暮らし向上
やマイカルテ（医療系）の推進などで、どこ

をとっても、神奈川県情報サービス産業協会の力なくして、
神奈川県はよくならない。ぜひとも、一緒にＩＴ化の推進に
向けてご協力してほしい」と話された。

さらに、経済産業省商務情報政策局情報処
理振興課の江口純一課長も「アベノミクスの
影響か、昨秋から元気さを感じております。
ＩＴをはじめ、多くの産業でも元気を取

り戻している新年で、お招き頂いて感謝申
し上げます。とはいえ、余談を許さない経済状況でもありま
すので、ぜひご協力をお願いしたい。また、ＩＴ業界の繁栄
なくして、国内の経済復興も現実となったとは言えない。Ｉ
Ｔ（同協会）のますますのご清栄を祈念してます！」とエール
を送られていた。
会場内は、中締めの時間まで大勢が残り、新年の「宴」を盛
り上がっていた。



今年はナイター試合!寒さも忘れるほどの両社ハイレベルな投手戦

第25回軟式野球大会 開催日：平成25年11月9日(土）
 労働福利委員会

11月9日（土）横浜みなとみらいスポーツパークで第5回フットサル大会が開催された。
曇り空ではあったが、選手応援団総勢600人の方で会場が埋め尽くされ、終始熱気と黄色い声援で明るく賑やかな大会となった。

予選1試合目終了した宮川制作所のキャプテンにインタビュー
この大会には初回から出場されており、今回5回目となる。月1回の練習を実施し、他の大会でも何度か

優勝されており最強チームと窺えた。今回の大会ももちろん優勝を狙っているという強い言葉をいただい
た。結果は惜しくも準決勝で負け3位となるが、創設9年の力強い素晴らしいベテランチームである。来年
ぜひ期待したい。

決勝トーナメント1回戦で敗退したアルファ・ウェーブ　しばやまさんへインタビュー
今回3回目の出場となる。決勝戦へ進んだのは今回2回目、優勝はないものの12名のチームワークが素

晴らしくのびのびとプレイ、入社3年目の唯一女性選手が大活躍をしていた。
練習は年3回とだいぶ少ないが、とにかく楽しく和気藹々と、やるからには一生懸命頑張るをモットー

にされているようだ。当初は大指社長も出場されていたが死に物狂いであったようで、次からの出場はな
いようである

光る才女アルファ・ウェーブ池谷みほさんにもインタビュー
入社当時からチームに入り今回初めて試合に出場。
男性と一緒でもそんなにあたりが強くないのでやりやすいようである
自分のゴールで点数を稼ぎたいと意気込んでいた。

今回の優勝チーム東計電算キャプテン桑原さんへインタビュー
初回から大会に出場5回目となる。連敗続きであったため今回は、合宿を行い、40人の部員から12人選抜しベストメンバーで大
会に挑んだ。決勝戦ではメンバーを交代せず
とにかく勝ちに行く姿勢で臨んだ。「優勝！」経費を捻出してもらっている会社に貢献でき大変嬉しいと満面の笑みであった。
ベスト16の試合で逆転された時、勢いで頑張ったと大会の苦しい場面も語られた。
このフットサル大会は社員のリフレッシュの場にもなっているようである。

試合結果　優勝：東計電算　2位：NECソフト神奈川支社　3位：宮川製作所
広報委員会

リフレッシュの場としても活用されたフットサル大会！今年も熱かった！

第5回フットサル大会 開催日：平成25年11月9日（土）
 労働福利委員会

第６回目となる神情協実業団ゴルフ選手権大会が11月6
日（水）富士小山ゴルフクラブで開催されました。当日は快
晴で富士山と紅葉を観ながらの絶好のゴルフ日和となり、
初参加者６名を含む40名のゴルファーたちが技を競い合
いました。優勝は(株)湘南ビジネスの大見好行さん永井敬
二さんペア、準優勝は(株)横浜ソフトリズミックスの関塚
信夫さん佐々木文男さんペア、３位に(株)アイネットの梶
本繁昌さん田口勉さんペアという結果になりました。優勝
した(株)湘南ビジネスの大見さんは、「今年は優勝を狙って
参加した」と大会参加への意気込み等をスピーチされまし
た。個人部門では、(株)アプリコットの畠山さんがベスグ
ロで優勝。当日、サプライズで富士小山ゴルフクラブさん
よりゴルフバックをプレゼントいただき、急遽「ゴルフバッ
ク争奪・大じゃんけん大会」が行われました。
参加者全員が笑顔のなか解散となり、楽しい一日を過ご
しました。

株式会社テイー・エム・シー　千葉直樹

第６回神情協実業団ゴルフ選手権大会 開催日：平成25年11月6日（水）
 企業経営委員会

今大会は、今までの大会とは異なり第一回戦で敗戦したチームによる敗者復活戦も取り入れ大会をいっそう盛り上げることと
なった。
10月26日(土)に予定されていた伊勢原球場での最終戦は、あいにく台風接近の影響で雨天中止となった為、決勝戦（シンポー情
報システム㈱VS新明和ソフトテクノロジ㈱）、
三位決定戦（アーバン・コーポレーション㈱VS日本電気㈱）、敗者復活戦の決勝戦（㈱アイネットVS東芝情報システム㈱）は、それ
ぞれチームで日程を組み実施してもらうことになった。
本戦の決勝戦が11月9日（土）潮田公園球場にて午後7時から9時まで今回初のナイター戦となり当日は、夕方から風が強く寒さ厳
しい状態で試合スタート。
試合の模様は以下の通りであった。
決勝戦　シンポー情報システム㈱VS新明和ソフトテクノロジ㈱
寒さも忘れ息を呑む場面が幾つもあり五回戦まで両社ゼロゼロ、どちらが勝つのかとドキドキするハイレベルな投手戦であった。
刻々と終了時間が迫る中、対戦も六回戦までと余儀なくされた六回表にシンポー情報システム㈱が動いた!!　寒さもあってか
ファーストのエラーをチャンスに塁にでた。
そして走る！また走る！盗塁成功により1点入った。
六回裏、このまま終わるかと気合が入る新明和ソフトテクノロジ㈱先制したシンポー情報システム㈱は１点を守る為、とにかく
皆が声を出し『勝つぞ』という言葉が投手の背中を押したように感じた。
その結果、シンポー情報システム㈱が、1対0で競り勝ち優勝を決めた。
大会MVPには盗塁成功で点を入れたシンポー情報システム㈱の後藤選手が選ばれた。
三位決定戦および敗者復活戦の決勝戦は、残念ながら日程が取れず実施することが出来ませんでした。第25回大会は決勝戦のみ
実施し、終了となった。
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今年も全員参加型のKIAリンピックで大成功におわる

2013年クリスマスパーティ 開催日：平成25年12月17日（火）
 企業経営委員会

11月7日（木）16時より、事務局会議室に
おいて「第７回女性活躍セミナー」が開催さ
れた。

今回は、株式会社アリアミュージックオ
フィス　代表取締役の堀口直子氏をお招き

し、『働く女性のマインドを上げる音楽と声の使い方』をテー
マにお話し頂いた。

講師の堀口氏は、４歳でピアノを始め、武蔵野音楽大学ピ
アノ科に入学し、卒業後はプロのピアニストとして活動。
25歳で現在の会社を立ち上げ、「音楽療法コンサート」「音
育コンサート」「音楽葬」など、様々な音楽活動を手掛けると
ともに、音楽を効果的に使った健康な方への音楽療法（音楽
健康法）や、音楽を社会に役立てていくために、更なる活動

を進めている。
セミナーでは、説得力と信頼感をアップさせる発声や、

TPOにあわせた声の高さ、伝わりやすい声と伝わりづらい声
について解説頂いた。また、感情を上向きにコントロールす
るための音楽の選び方・聞き方のコツや、仕事の効率を上げ
る曲の選び方についても説明があり、仕事だけではなく日常
生活でも大変参考になる内容だった。

最後の質疑の際、出席者より「音痴を治す方法はないか?」
と、プロの音楽家である講師ならではの質問があり、会場は
大変盛り上がった。１時間半という短い時間だったが、あま
り意識をしていなかった「音」の奥深さに触れたセミナーと
なった。

働く女性のマインドを上げる音楽と声の使い方

第７回女性活躍セミナー 開催日：平成25年11月7日（木）
 女性活躍委員会

新体制の会長・副会長全員揃ってご登壇いただき、華々しい挨拶をかわきりに今年も絶好調のパーティが開催された。
昨年に続き若い方の参加が多く、総勢140人の方がおしゃれで素敵な格好で終始楽しんでいた。
全員参加の伝言ゲームでは、チームに分かれ、皆で相談し回答するというチームワークが問われ、中には少しずるくスマートフォ

ンで調べようとする場面もあったが、ここはスタッフが即チェックを行い「調べちゃダメですよ！！」という声がけもあった。
ゲームの勝利は1位2位が同点となりジャンケンで決着するという結果になった。

お楽しみ大抽選会では、幸運の女神株式会社ティー・
エム・シーの千葉真里奈さんがくじを引き、会員企業
30社様から提供いただいたドンペリやタブレット・商品
券・あわせて115のアイテムが次々と皆さんの手に。真
剣な眼差しと歓声で抽選会が一気に盛り上がっていた。

＜参加者へインタビュー＞
「凄く楽しかったです。景品はワイン（男性）と商品券（女性）があたりました。KIAリンピックでは残念

ながら入賞できませんでしたが、社外の方々といろいろコミュニケーションが取れて、とても良い経験
でした。」との事。良い出会いについて質問したところ「お隣の方は残念ながら既婚でした」と恥ずかしそ
うに答えていた。

＜最後に実行委員長（スパイスメディア代表鷹觜美穂子さん）へインタビュー＞
1 ヶ月以上前から準備してまいりました。実行委員全員で集まる

機会はなかなか設けられませんでしたが、それぞれ担当別にミーティ
ングを設けながら取り組んで参りました。

終わってみて、率直な感想としては今回は新たに実行委員会メン
バーに加わった方もいらして、正直なところ心配もありましたが、
終わってみたら大変皆さん盛り上がって頂いたのでほっとしました。

そして、参加された方々皆さんの笑顔がとても印象的でした。
広報委員会　小湊　宏之

＜1位のイルカさんチームへインタビュー＞
勝因は？の質問に「ミラクルが起

こった！」「チームワークの勝利！」「こ
のテーブルはいい人が集まった」

と答える。また、頂いた賞品券3万
円分の配分を質問すると「骨肉の争い

（笑）ここからさらに争奪戦！」「でき
ればチームリーダの僕が多めにもらい
たい・・・」と嬉しそうに答えていた。

＜2位のヒツジさんチームへインタビュー＞
勝因は？の質問に「惜しくもジャンケンで敗れてしまい2

位になってしまいましたが、チームワークも良く皆で協力し
合って2位になりました。」と
やさしいお言葉。

頂いた賞品券2万円分の配
分は？「皆で仲良く分けた
い」と1位のイルカさんチー
ムとは対照的であった。

2月13日（木）15時30分より、事務局会議室において「第９
回キャリアアップセミナー」が開催された。

今回は、株式会社Woomaxの松本　昌子 氏をお招きし「男
女の特性の違いを知り、組織へ真に参画することとは?」を
テーマにお話頂いた。

セミナーでは、アベノミクスにより女性活躍が求められる
傾向にある状況やそのメリットを説明された後、4名のグ

ループにわかれ男性脳・女性脳の違いを
企業視点（男性的）・顧客視点（女性的）で
の質問により自己診断し、結果について
話し合いを行い、理解した。

また、この違いを理解することにより、
今後の目的、目標の立て方、行動指針について解説があり、
自己を見直すことが出来たセミナーであった。

男女の特性の違いを知り、組織へ真に参画することとは?

第９回キャリアアップセミナー 開催日：平成26年2月13日（木）
 女性活躍委員会

２月６日（木）15時より、事務局会議室において「ベスト・ワーキング・ウーマン表彰
受賞者による座談会」が開催された。今回で５回目の開催となる。

今年もワールドカフェ（カフェのような気楽な雰囲気の中、少人数ごとに話し合いを行
う）スタイルにて実施し、参加者には気兼ねなく自由に、仕事のこと、キャリアアップ、
介護や、子育て等々について話し合った。最初はなかなか弾まなかった会話も、後半は
笑い声もあり、賑やかなまま、最後は各グループにて話し合った内容を発表し、今年の
座談会を終了した。

ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会 開催日：平成26年2月6日（木）
 女性活躍委員会

12月6日（金）日本丸訓練センター第
１教室にて、ソフィア横浜社労士事務
所代表の島本たか子社労士を講師に迎
え、労働福利セミナー「労働法改正へ
の対応と就業規則見直しのポイント」
を開催しました。

島本様は、労働福利NEWS LETTERで毎月有益な情報を
発信されていますのでご存じの方も多いのではないかと思い
ます。

第１部「労働法改正への対応と今後の課題」では、1．労働
契約法、2．高年齢者雇用安定法、3.労働者派遣法の３つの労
働法を対象とし、施行の経緯、法律の概要、および最新の改
正点について、中小企業にポイントをおいて説明されました。
さらに情報サービス産業に的を絞り、法改正への対策（現状
把握のポイント、確認事項と考え方）を話していただきました。

労働者派遣法については、今後の改正の見通しについて取
り上げ、改正法が施行されてからあわてることのないように、
改正案をウォッチすることが大切ですと話されていました。また、
第１部の最後に、制約がある社員を上手に活用することが少
子高齢化に向けて大切になると話されたのが印象的でした。

内容の濃いテーマをやや足早に説明されましたが、詳しい
配布資料を見直すことで内容の理解がより深まると感じました。

第２部「就業規則見直しのポイント」では、労働契約法改正
に対応するための就業規則見直しポイントを説明いただきま
した。また、労務トラブル対策の就業規則を見直すポイント
として、１．ハラスメントに関する規定、２．残業に関する
規定と管理、３．退職・懲戒に関する規定、４．休職に関す
る規定、５．SNS利用に関する規定、６．その他の規定（休暇、
定期健康診断、研修、通勤など）に分けてわかりやすい資料
とともに要点を説明いただきました。

最後に家族手当の見直し案を提示いただき、このようなや
り方もあるのかと、目からウロコが落ちた方も多かったので
はないかと思います。

今回のセミナーは内容の濃いテーマだったため、時間の関
係で第２部の説明が若干駆け足になりました。そのせいか受
講者からのアンケートでは、特に第２部をもっと詳しく聴き
たいとの声が多かったのも事実ですので委員会で協議いたし
ます。

ただ、島本講師が代表を務めるソフィア横浜社労士事務所
は神情協の賛助会員であり、島本様は労働福利委員会に所属
されておりますので、内容に関するご質問は随時受け付け致
しますと話されましたので参加した皆様は心強かったのでは
ないかと思いました。

株式会社アルファ・ウェーブ　大指　一郎

労働法改正への対応と就業規則見直しのポイントはとても内容の濃い講義でした。

第2回労働福利セミナー 開催日：平成25年12月６日（金）
 労働福利委員会

１月７日
神奈川新聞に掲載しました。

▼
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育コンサート」「音楽葬」など、様々な音楽活動を手掛けると
ともに、音楽を効果的に使った健康な方への音楽療法（音楽
健康法）や、音楽を社会に役立てていくために、更なる活動

を進めている。
セミナーでは、説得力と信頼感をアップさせる発声や、

TPOにあわせた声の高さ、伝わりやすい声と伝わりづらい声
について解説頂いた。また、感情を上向きにコントロールす
るための音楽の選び方・聞き方のコツや、仕事の効率を上げ
る曲の選び方についても説明があり、仕事だけではなく日常
生活でも大変参考になる内容だった。

最後の質疑の際、出席者より「音痴を治す方法はないか?」
と、プロの音楽家である講師ならではの質問があり、会場は
大変盛り上がった。１時間半という短い時間だったが、あま
り意識をしていなかった「音」の奥深さに触れたセミナーと
なった。
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昨年に続き若い方の参加が多く、総勢140人の方がおしゃれで素敵な格好で終始楽しんでいた。
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エム・シーの千葉真里奈さんがくじを引き、会員企業
30社様から提供いただいたドンペリやタブレット・商品
券・あわせて115のアイテムが次々と皆さんの手に。真
剣な眼差しと歓声で抽選会が一気に盛り上がっていた。

＜参加者へインタビュー＞
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と答える。また、頂いた賞品券3万
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ればチームリーダの僕が多めにもらい
たい・・・」と嬉しそうに答えていた。
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分は？「皆で仲良く分けた
い」と1位のイルカさんチー
ムとは対照的であった。
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働法を対象とし、施行の経緯、法律の概要、および最新の改
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り上げ、改正法が施行されてからあわてることのないように、
改正案をウォッチすることが大切ですと話されていました。また、
第１部の最後に、制約がある社員を上手に活用することが少
子高齢化に向けて大切になると話されたのが印象的でした。
内容の濃いテーマをやや足早に説明されましたが、詳しい
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とともに要点を説明いただきました。
最後に家族手当の見直し案を提示いただき、このようなや
り方もあるのかと、目からウロコが落ちた方も多かったので
はないかと思います。
今回のセミナーは内容の濃いテーマだったため、時間の関
係で第２部の説明が若干駆け足になりました。そのせいか受
講者からのアンケートでは、特に第２部をもっと詳しく聴き
たいとの声が多かったのも事実ですので委員会で協議いたし
ます。
ただ、島本講師が代表を務めるソフィア横浜社労士事務所
は神情協の賛助会員であり、島本様は労働福利委員会に所属
されておりますので、内容に関するご質問は随時受け付け致
しますと話されましたので参加した皆様は心強かったのでは
ないかと思いました。

株式会社アルファ・ウェーブ　大指　一郎

労働法改正への対応と就業規則見直しのポイントはとても内容の濃い講義でした。

第2回労働福利セミナー 開催日：平成25年12月６日（金）
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神奈川新聞に掲載しました。
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皆さん、スタッフとしてイベントに参加してみませんか？
イベントでお馴染みの労働福利委員会は、その昔、労働委
員会と福利厚生委員会が統合されたので事業が多く、所帯も
大きいので、板橋委員長の指揮の元、井出、大指、戸高、加藤、
山元、平岡の6名の副委員長が協力して事業を推進している。
主に労務管理事業、メンタルヘルス事業（どちらも年2回セ

ミナー開催）、スポーツ振興事業（軟式野球大会・フットサル
大会）、レクレーション事業（地引網大会、つり大会）など幅広
く活動している。各事業を分科会などで仕切ることなく、各
副委員長が中心となり、全員で対応するのが特徴だ。委員会
には毎回30名程参加し、イベント当日はそれ
以上の参加者となり、全員がお揃いのメンバー
キャップをかぶって活動する。
労務管理事業は、各企業での問題や法改正に合わせ、今後
必要となる対応やその対策などの情報を会員企業に提供する
など、状況に応じて対応できるよう工夫している。
また、メンタルヘルス事業については、ある程度の知識は
付いてきたもの、まだ担当レベルまでの落としこみには至っ
ていない企業も多いので、より実践的な対応や対策を準備し
ている。
スポーツ振興事業は、25回目を迎えた野球大会に5回目と
なったフットサル大会。どちらも本格的なフィールドで、プ
ロ気分を味わえる！？環境づくりや、全国大会の野望など、
常に創意工夫でマンネリ化させない。
従業員だけでなく家族と一緒に楽しめるイベントもあるレ
クレーション事業は、セミナーとは違ったコミュニケーショ
ンの場として開催。昨年は地引網の会場をアクセスの良い場
所に変えたことで、参加者も増え大好評だった。今年は更に
バーベキューを盛り込むなど、新しい企画も検討中だとか。
こういった何度参加しても飽きさせないことを意識した対
応が、イベント参加率の良さに繋がるのだと感心した。
「屋外でのイベントが多く、天候に左右されてしまうので
苦労しますが、全委員が頑張って対応していますので多くの
会員企業の皆さんに活用してもらいたいです。歴史のある委
員会なので、先輩方の築いてきた良いものを引き継ぎながら
も、新しいものを取り入れ、今後も活動していきます。」と板
橋委員長。
「メンバーは経営者、人事担当、総務担当や賛助会員の方々
まで、幅広い層の集まりですが、まとまりも良く、宿泊研修
やゴルフ研修も行って、皆さん楽しみにしています。」と自ら
も楽しんでいる様子の各副委員長。
横のつながりも強く、皆さんの仲の良さが伝わってくるイ
ンタビューだった。

今回、女性活躍委員会の千葉委員長にお話しを伺いました。
女性活躍委員会は、IT業界の中で、「女性が輝いて働きつ

づけるためには？」「企業が女性を活躍させつづけられるため
には？」をテーマとして発足し、経営者側の視点と雇用側の視
点から、女性の活躍を推進するための活動をしています。
主な活動としては、女性管理職が少ないＩＴ業界において、

女性のキャリア形成支援ならびに企業への積極的な女性活用
のための情報提供や啓蒙活動、各種研修となっています。柱
となる活動（事業）は、「女性活躍オープンセミナー事業」「ベ
スト・ワーキング・ウーマン表彰事業 」「座談会（女性対象・
経営者対象）事業」「女性活躍実態調査事業」「日帰り研修事業」
であり、中でも一番注目を浴びている事業として、活躍してい
る素晴らしい女性達を企業側から推薦を受けて表彰する「ベス
ト・ワーキング・ウーマン表彰」及び、「受賞者による座談会」
開催があげられます。今年度も、6月20日に表彰会を実施し、
2月6日に受賞者による座談会を開催しています。座談会では
「仕事を続けていくためには？」をテーマに受賞者に自由に話を
していただき、働きつづけるために直面している問題や出産育
児の時期はこのような方法で乗り越えた！などの経験談まで、
本音トークが飛び交っていたとのことです。
表彰事業で働く女性のモチベーションを上げるだけでなく、

表彰後の座談会事業での本音トークから、問題点をすくいあげ、
企業側へフィードバックするといった、まさに経営者側からのア
プローチと雇用側からのアプローチによる推進事業が展開され
ているということが分かります。次年度以降もこれらの事業を
継続的に実施していくとのことです。
「女性活躍委員会＝メンバーは活躍する女性」というイメージ
があるため、実際にどのような方が委員会に参加されているの
か伺ってみました。予想に反し、男女問わず経営者の方、技術
者の方、営業の方、総務人事の方など多様な職務の方々が参加
しているとのことです。肩書きや年齢・性別にこだわらずに人と
して、自分の思いや考えを自分の言葉で伝えあいアットフォー
ムな雰囲気の中、2か月に1回活動しているとのことでした。
最後に、千葉委員長から熱いメッセージを頂きました。
IT業界で働く女性達は、とても意欲的な方々が多いと感じて

おりますが、働き続けるためには、女性ならではの妊娠・出産
の時期をどのように乗り越えるか？どのように企業側が支援でき
るか？復職後の対応は？お客様の理解は？など多くの課題があ
ります。働く意欲のある優秀な人材を、一時的に担う人生の役
割や家庭の事情などのために失うことは、企業にとっても女性
のキャリアにとってもマイナスになりかねません。今後は、女
性だけの問題ではなく、働く男性も育児や介護の問題に直面し
ながら働きつづけるケースも増えてくると予測されますが、まず
は、女性の活躍推進にフォーカスして企業側の視点と女性側の
視点での活動を行っていきます。女性活躍委員会のメンバー
は、女性だけではなく男性のメンバーの方々も積極的に参加さ
れています。是非一緒に学び考え活動しましょう！少しでも興味
をお持ちのかたは是非一度、委員会にご参加ください！

■株式会社日本インテリジェントビジネス
部屋に入ると色とりどりの丸いシールが貼ら

れた世界地図が目に飛び込んできた。萩原社
長が仕事やプライベートで海外旅行に行った
先とのこと。欧米は旅行会社勤務時のものが
多く、永らくコンピュータの海外視察ツアーに
携わり、かつては県庁の電算室責任者に参加
を呼びかけ3週間程各地を周ったそうだ。
その後コンピュータ・メーカーの重役にまで
募集を広め、ピークでは15名程のツアーを組
織した経歴を持つ。その時の縁もあり、1981
年に旅行会社退職後、メーカー系ソフトハウ
スの立ち上げに参画した。採用担当として全
国を行脚した際のコネクションが今でも生きて
いる。その会社でナンバー２として活躍され、
55歳の時に独立し、現在の会社を立ち上げた。
当初新横浜を拠点に６名でスタートして、

金融システムを中心に展開した。設立して間も
なくバブルが崩壊し、新人に仕事が来ないな
ど非常に厳しい経験をした。1992年に現在の
横須賀に拠点を移し、1997年にはYRP情報産
業協同組合設立に参画して移動体通信システ
ム開発に業務範囲を拡大。2007年からOA周
辺機器の販売も開始した。
今後の目標は、OAサポートを軌道に乗せ、
社員を定期的に増やし、グループ化して客先
にチームで派遣することだそうだ。大切にして
いることを伺うと、やはり人材で、新人を手塩
にかけて育て上げることと、毎月の帰社日には
社員一人ひとりと面談して意思の疎通を図るこ
とに心を砕いているそうだ。
現在でも年に2回は海外に出かけられ、公
私ともに「生涯現役」を地で行く萩原社長で
あった。

設　立：1990年6月
資本金：1500万円
売上高：1億1000万円
社員数：10名
住　所：横須賀市小川町28-1 横須賀ハイム211
Tel：046-824-8461
URL：http://www.jib-japan.com

■ニューテック株式会社
8年間勤めた銀行を退職し、リーマン

ショック後大変厳しい世の中の状況の際
ニューテックに転職された現在の戸高秀和社
長36歳。銀行時に中小企業の社長と関わり
が多く、その頃から企業経営に興味を抱く。
ニューテックに入って3年目で社長に就任。
売上げは9割が、受託・保守・常駐・ビジ

ネスパートナーとの連携、1割がパッケージ・
ECサイト運用となっているが、この1割の部
分を3年計画で現在の売上げ同様の数字に
持っていきたいと力強く話す。既に2012年
ECサイト「ベイサイドフラワー」を立ち上
げフラワーショップを始めている。注文を受
けると直接生産者から配送してもらう仕組み
で、現在岡山・徳島・埼玉・東京・北海道の
生産者と契約している。フラワーショップを

思いついたのは、IT業界では技術的な事が優
先されるが、人が喜んでもらえるような温か
みのあるビジネスをしてみたい、それが「お
祝い」というキーワードに結びついたようで
ある。お祝いにお花をプレゼント、これだ！
と直感された
ようだ。既存
の事業とは別
世界であるが、
実は裏で動い
ている販売管
理は既にパッ
ケージであっ
たものを活か
している。
パッケージ
では、もとも

とあるバックアップシステム「クラウドラ
ンチャー」を活かし、バックアップパッケー
ジをハードウェアーベンダーの提案により
サーバに組み込み販売している。2013年11
月に販売し3ヶ月で既に200ライセンス売れ
ているようだ。
ECサイトとパッケージ事業が今後楽しみ
である。

設　立：1983年10月
資本金：3000万円
売上高：1億7000万円
社員数：31名
住　所：横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 
　　　　　テクノウェイブ100（8F）
Tel：045-451-2538
URL：http://www.nutec-net.co.jp/

■株式会社ショウナンソフトウェア
1984年設立、今年の4月でちょうど30周

年を迎える株式会社ショウナンソフトウェア
を訪問。社長である原和久様と、専務の齋藤
和義様にインタビューを行った。
原社長は元々システムを利用する側の立場

として、企業の電算部門に勤めていたが、
10年ほど勤務した32歳の時、地域の中小企
業の電算化が上手く行っていない現状（＝コ
ンピュータに埃が被っている状態）を見て、
何とかしたいとの想いから地元平塚で起業を
決意されたとのこと。
NECの機器販売を行い、そこに載るソフト

ウェアの開発を中心に業務を拡大されてこら
れたとのことで、創業時より「逃げない（＝
何が何でもきちんと仕上げて納品するとい
う）姿勢」、それが受託開発であると言い切

る原社長の考え方が、齋藤専務を中心に社内
に浸透されており、それが現在までの信用に
繋がっているのだと感じた。そして、地域に
根差した取組みを通じて、この地域になくて
はならない存在なのだと感じた。
また、原社長はこの道30年（ユーザー時
代も含めると40年）の大ベテランで、業界
のお話（裏話？）などネタも豊富で話が尽き
ることはなかった。（笑）
最後に、まだ40代前半と非常に若い齋藤専
務からも今後の展望についてお話頂いたが、
「社員と人生を共
に歩む、歩める
会社でありたい」
という想いを非
常に強く持たれ
ていた。「IT業界

の中で、製品を売るのではなく、人を売る（活
かす）。今のところ創造は、人の手によるもの
で、やはり"人"。個性を潰すのではなく、活
かす。その為にいろいろな事を学べる場を提
供したい。仕事はその一環でありたいと思っ
ている。」とのことで、人を活かす経営に取り
組む姿勢にとても魅力を感じたインタビュー
であった。

設　立：1984年5月
資本金：2000万円
売上高：3億5千万
社員数：42名
住　所：平塚市紅谷町8-16
　　　　　サニープラザ平塚301 
Tel：0463-24-8820
URL：http://www.ssw-nw.co.jp/

●労働福利委員会 ●女性活躍委員会

委員会紹介 



皆さん、スタッフとしてイベントに参加してみませんか？
イベントでお馴染みの労働福利委員会は、その昔、労働委
員会と福利厚生委員会が統合されたので事業が多く、所帯も
大きいので、板橋委員長の指揮の元、井出、大指、戸高、加藤、
山元、平岡の6名の副委員長が協力して事業を推進している。
主に労務管理事業、メンタルヘルス事業（どちらも年2回セ

ミナー開催）、スポーツ振興事業（軟式野球大会・フットサル
大会）、レクレーション事業（地引網大会、つり大会）など幅広
く活動している。各事業を分科会などで仕切ることなく、各
副委員長が中心となり、全員で対応するのが特徴だ。委員会
には毎回30名程参加し、イベント当日はそれ
以上の参加者となり、全員がお揃いのメンバー
キャップをかぶって活動する。
労務管理事業は、各企業での問題や法改正に合わせ、今後
必要となる対応やその対策などの情報を会員企業に提供する
など、状況に応じて対応できるよう工夫している。
また、メンタルヘルス事業については、ある程度の知識は
付いてきたもの、まだ担当レベルまでの落としこみには至っ
ていない企業も多いので、より実践的な対応や対策を準備し
ている。
スポーツ振興事業は、25回目を迎えた野球大会に5回目と
なったフットサル大会。どちらも本格的なフィールドで、プ
ロ気分を味わえる！？環境づくりや、全国大会の野望など、
常に創意工夫でマンネリ化させない。
従業員だけでなく家族と一緒に楽しめるイベントもあるレ
クレーション事業は、セミナーとは違ったコミュニケーショ
ンの場として開催。昨年は地引網の会場をアクセスの良い場
所に変えたことで、参加者も増え大好評だった。今年は更に
バーベキューを盛り込むなど、新しい企画も検討中だとか。
こういった何度参加しても飽きさせないことを意識した対
応が、イベント参加率の良さに繋がるのだと感心した。
「屋外でのイベントが多く、天候に左右されてしまうので
苦労しますが、全委員が頑張って対応していますので多くの
会員企業の皆さんに活用してもらいたいです。歴史のある委
員会なので、先輩方の築いてきた良いものを引き継ぎながら
も、新しいものを取り入れ、今後も活動していきます。」と板
橋委員長。
「メンバーは経営者、人事担当、総務担当や賛助会員の方々
まで、幅広い層の集まりですが、まとまりも良く、宿泊研修
やゴルフ研修も行って、皆さん楽しみにしています。」と自ら
も楽しんでいる様子の各副委員長。
横のつながりも強く、皆さんの仲の良さが伝わってくるイ
ンタビューだった。

今回、女性活躍委員会の千葉委員長にお話しを伺いました。
女性活躍委員会は、IT業界の中で、「女性が輝いて働きつ

づけるためには？」「企業が女性を活躍させつづけられるため
には？」をテーマとして発足し、経営者側の視点と雇用側の視
点から、女性の活躍を推進するための活動をしています。
主な活動としては、女性管理職が少ないＩＴ業界において、

女性のキャリア形成支援ならびに企業への積極的な女性活用
のための情報提供や啓蒙活動、各種研修となっています。柱
となる活動（事業）は、「女性活躍オープンセミナー事業」「ベ
スト・ワーキング・ウーマン表彰事業 」「座談会（女性対象・
経営者対象）事業」「女性活躍実態調査事業」「日帰り研修事業」
であり、中でも一番注目を浴びている事業として、活躍してい
る素晴らしい女性達を企業側から推薦を受けて表彰する「ベス
ト・ワーキング・ウーマン表彰」及び、「受賞者による座談会」
開催があげられます。今年度も、6月20日に表彰会を実施し、
2月6日に受賞者による座談会を開催しています。座談会では
「仕事を続けていくためには？」をテーマに受賞者に自由に話を
していただき、働きつづけるために直面している問題や出産育
児の時期はこのような方法で乗り越えた！などの経験談まで、
本音トークが飛び交っていたとのことです。
表彰事業で働く女性のモチベーションを上げるだけでなく、

表彰後の座談会事業での本音トークから、問題点をすくいあげ、
企業側へフィードバックするといった、まさに経営者側からのア
プローチと雇用側からのアプローチによる推進事業が展開され
ているということが分かります。次年度以降もこれらの事業を
継続的に実施していくとのことです。
「女性活躍委員会＝メンバーは活躍する女性」というイメージ
があるため、実際にどのような方が委員会に参加されているの
か伺ってみました。予想に反し、男女問わず経営者の方、技術
者の方、営業の方、総務人事の方など多様な職務の方々が参加
しているとのことです。肩書きや年齢・性別にこだわらずに人と
して、自分の思いや考えを自分の言葉で伝えあいアットフォー
ムな雰囲気の中、2か月に1回活動しているとのことでした。
最後に、千葉委員長から熱いメッセージを頂きました。
IT業界で働く女性達は、とても意欲的な方々が多いと感じて

おりますが、働き続けるためには、女性ならではの妊娠・出産
の時期をどのように乗り越えるか？どのように企業側が支援でき
るか？復職後の対応は？お客様の理解は？など多くの課題があ
ります。働く意欲のある優秀な人材を、一時的に担う人生の役
割や家庭の事情などのために失うことは、企業にとっても女性
のキャリアにとってもマイナスになりかねません。今後は、女
性だけの問題ではなく、働く男性も育児や介護の問題に直面し
ながら働きつづけるケースも増えてくると予測されますが、まず
は、女性の活躍推進にフォーカスして企業側の視点と女性側の
視点での活動を行っていきます。女性活躍委員会のメンバー
は、女性だけではなく男性のメンバーの方々も積極的に参加さ
れています。是非一緒に学び考え活動しましょう！少しでも興味
をお持ちのかたは是非一度、委員会にご参加ください！

■株式会社日本インテリジェントビジネス
部屋に入ると色とりどりの丸いシールが貼ら

れた世界地図が目に飛び込んできた。萩原社
長が仕事やプライベートで海外旅行に行った
先とのこと。欧米は旅行会社勤務時のものが
多く、永らくコンピュータの海外視察ツアーに
携わり、かつては県庁の電算室責任者に参加
を呼びかけ3週間程各地を周ったそうだ。
その後コンピュータ・メーカーの重役にまで
募集を広め、ピークでは15名程のツアーを組
織した経歴を持つ。その時の縁もあり、1981
年に旅行会社退職後、メーカー系ソフトハウ
スの立ち上げに参画した。採用担当として全
国を行脚した際のコネクションが今でも生きて
いる。その会社でナンバー２として活躍され、
55歳の時に独立し、現在の会社を立ち上げた。
当初新横浜を拠点に６名でスタートして、

金融システムを中心に展開した。設立して間も
なくバブルが崩壊し、新人に仕事が来ないな
ど非常に厳しい経験をした。1992年に現在の
横須賀に拠点を移し、1997年にはYRP情報産
業協同組合設立に参画して移動体通信システ
ム開発に業務範囲を拡大。2007年からOA周
辺機器の販売も開始した。
今後の目標は、OAサポートを軌道に乗せ、
社員を定期的に増やし、グループ化して客先
にチームで派遣することだそうだ。大切にして
いることを伺うと、やはり人材で、新人を手塩
にかけて育て上げることと、毎月の帰社日には
社員一人ひとりと面談して意思の疎通を図るこ
とに心を砕いているそうだ。
現在でも年に2回は海外に出かけられ、公
私ともに「生涯現役」を地で行く萩原社長で
あった。

設　立：1990年6月
資本金：1500万円
売上高：1億1000万円
社員数：10名
住　所：横須賀市小川町28-1 横須賀ハイム211
Tel：046-824-8461
URL：http://www.jib-japan.com

■ニューテック株式会社
8年間勤めた銀行を退職し、リーマン

ショック後大変厳しい世の中の状況の際
ニューテックに転職された現在の戸高秀和社
長36歳。銀行時に中小企業の社長と関わり
が多く、その頃から企業経営に興味を抱く。
ニューテックに入って3年目で社長に就任。
売上げは9割が、受託・保守・常駐・ビジ

ネスパートナーとの連携、1割がパッケージ・
ECサイト運用となっているが、この1割の部
分を3年計画で現在の売上げ同様の数字に
持っていきたいと力強く話す。既に2012年
ECサイト「ベイサイドフラワー」を立ち上
げフラワーショップを始めている。注文を受
けると直接生産者から配送してもらう仕組み
で、現在岡山・徳島・埼玉・東京・北海道の
生産者と契約している。フラワーショップを

思いついたのは、IT業界では技術的な事が優
先されるが、人が喜んでもらえるような温か
みのあるビジネスをしてみたい、それが「お
祝い」というキーワードに結びついたようで
ある。お祝いにお花をプレゼント、これだ！
と直感された
ようだ。既存
の事業とは別
世界であるが、
実は裏で動い
ている販売管
理は既にパッ
ケージであっ
たものを活か
している。
パッケージ
では、もとも

とあるバックアップシステム「クラウドラ
ンチャー」を活かし、バックアップパッケー
ジをハードウェアーベンダーの提案により
サーバに組み込み販売している。2013年11
月に販売し3ヶ月で既に200ライセンス売れ
ているようだ。
ECサイトとパッケージ事業が今後楽しみ
である。

設　立：1983年10月
資本金：3000万円
売上高：1億7000万円
社員数：31名
住　所：横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 
　　　　　テクノウェイブ100（8F）
Tel：045-451-2538
URL：http://www.nutec-net.co.jp/

■株式会社ショウナンソフトウェア
1984年設立、今年の4月でちょうど30周

年を迎える株式会社ショウナンソフトウェア
を訪問。社長である原和久様と、専務の齋藤
和義様にインタビューを行った。
原社長は元々システムを利用する側の立場

として、企業の電算部門に勤めていたが、
10年ほど勤務した32歳の時、地域の中小企
業の電算化が上手く行っていない現状（＝コ
ンピュータに埃が被っている状態）を見て、
何とかしたいとの想いから地元平塚で起業を
決意されたとのこと。
NECの機器販売を行い、そこに載るソフト

ウェアの開発を中心に業務を拡大されてこら
れたとのことで、創業時より「逃げない（＝
何が何でもきちんと仕上げて納品するとい
う）姿勢」、それが受託開発であると言い切

る原社長の考え方が、齋藤専務を中心に社内
に浸透されており、それが現在までの信用に
繋がっているのだと感じた。そして、地域に
根差した取組みを通じて、この地域になくて
はならない存在なのだと感じた。
また、原社長はこの道30年（ユーザー時
代も含めると40年）の大ベテランで、業界
のお話（裏話？）などネタも豊富で話が尽き
ることはなかった。（笑）
最後に、まだ40代前半と非常に若い齋藤専
務からも今後の展望についてお話頂いたが、
「社員と人生を共
に歩む、歩める
会社でありたい」
という想いを非
常に強く持たれ
ていた。「IT業界

の中で、製品を売るのではなく、人を売る（活
かす）。今のところ創造は、人の手によるもの
で、やはり"人"。個性を潰すのではなく、活
かす。その為にいろいろな事を学べる場を提
供したい。仕事はその一環でありたいと思っ
ている。」とのことで、人を活かす経営に取り
組む姿勢にとても魅力を感じたインタビュー
であった。

設　立：1984年5月
資本金：2000万円
売上高：3億5千万
社員数：42名
住　所：平塚市紅谷町8-16
　　　　　サニープラザ平塚301 
Tel：0463-24-8820
URL：http://www.ssw-nw.co.jp/

●労働福利委員会 ●女性活躍委員会

委員会紹介 



平成25年11月27日（水）横浜情報文化セン
ター 6階情文ホールにて、第8回横浜ITフォーラ
ム2013を開催しました。
常山会長ならびに横浜市　牧野経済局長の挨

拶の後、第1部講演が催され、女優の二木てるみ様に「日本
人として忘れてはならないもの」というテーマにてご講演を
頂きました。
二木様ご自身の体験等をお話いただく中で、IT化が進行し
コミュニケーションツールが世の中に溢れる昨今、一番大切
なものは何なのかということについて、講演いただきました。
続く第2部講演では、株式会社アイスリーデザイン代表取
締役　芝陽一郎様に「スマホ時代の企業コミュニケーション

戦略」というテーマにてご講演を頂きました。芝様はご講演
の中で、現代の著しいデバイスの進化の中で、企業はどのよ
うなコミュニケーション戦略を採るベきかについて、ご講演
をいただきました。

第3部講演では、横浜市経済局新産業振興課
環境・IT担当課長の早川恵庸様に「横浜市のIT産
業に関する施策について」というテーマにて、
ご講演をいただきました。

今回のフォーラムの参加人数は136人で、Ustream中継視
聴者数は99名を入れると235人のご参加をいただく盛会と
なりました。講演会後は講演者の方々を交えての懇親会を行
い終始和やかな中で情報交換が行われました。

横浜ITフォーラム2013 開催日：平成25年11月27日（水）
 横浜市交流委員会

「第16回神奈川県私立大学就職研究会（県就研）と神情協の
情報交換会」が平成25年11月26日（火）ワークピア横浜に於
いて開催された。県就研校21校26名、神情協会員45社59名
の参加があり、例年に比べ県就研校、神情協会員の参加数共
に増加となり、採用活動に対する関心の高まりが見受けられ
た。情報交換会では、神情協常山会長より昨今のIT企業のイ
メージ低下による採用活動の厳しさについてお話があり、県
就研佐野会長のご挨拶では
学生が社会人としてスムーズに社会に出て行ける様、今後
も神情協との連携が重要との話があった。意見交換会では県
就研各校より現4年生の内定状況の報告があり「受け身」「消
極的」な学生が多く、大学キャリアセンター側もかなり難航
をしている様子が見受けられた。
また、2016年度の就職活動開始時期変更について、学生の
混乱を防ぐ為にも神情協会員で2016年度採用方針を定め足

並みを揃えて欲しい旨の要望があり、早急に検討するとの回
答を行った。会場を変えて行われた懇親会では常山会長の挨
拶、熊田副会長の乾杯で始まり、名刺交換、懇談と情報交換
会に引き続き大いに盛り上がりを見せた。今後も協会会員企
業の皆様、並びに県就研各校の皆様の協力をお願いしたい。

株式会社ソフィックス　佐藤麻里絵

神奈川県私立大学就職研究会と神情協の情報交換会 開催日：平成25年11月26日（火）
 産学連携委員会

発行所：一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会　広報委員会
電　話：045－316－2244　　FAX：045－316－2246
印刷所：株式会社マックス

新 会 員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社Ain
横浜市青葉区あざみ野南 
代表  朝倉　信
http://www.kk-ain.co.jp
TEL（045）913-6274
業務  IT事業に関する企画、デザイン、
開発、製作、管理／ソフトウエア開
発及び販売／人材マネジメント業務

■正会員
株式会社システムプラン　東京支店
東京都台東区 台東
代表  丸田　英雄
http://www.systemplan.co.jp
TEL（03）5812-6691
業務  ソフトウエア設計、開発、製造
／システム運用サポート
■正会員
ジャパ二アス株式会社

横浜市西区みなとみらい 
代表  西川　三郎
http://www.jna.co.jp/
TEL（045）670-7240
業務  製品開発及び各種設計、試作、
評価、技術者派遣事業
■賛助会員
ソニー学園湘北短期大学
厚木市温水
代表 小野目　如快 

http://www.shohoku.ac.jp
TEL（046）247-3131
業務 教育
■賛助会員
学校法人YSE学園 横浜システム工学院専門学校
横浜市旭区東希望が丘
代表 杉山　勝巳 
http://www.yse.ac.jp
TEL（045）367-1881
業務 専門学校（情報化人材育成）

趣味は「野菜作り」と
答えると「家庭菜園です
か」と聞かれます。トラ
クターで畑を耕すことを
話すと状況を分かって貰
えるようです。2009 年
から、地元の農家さんと
育てた薩摩芋を 3.8 トン、

鹿児島の酒蔵に送って横浜産芋焼酎として年に約 4000 本
を製造しています。２５度にしたものを畑の地名から「一
里山」、原酒を「みんなの氣力」とラベルを貼り、横浜高
島屋さんや成城石井さんに置いて頂き、ベイシェラトンさ

ん、ロイヤルパークホテルさん、荒井屋さん、天吉さんで
一番高価な芋焼酎としてグランドメニューにして頂いてい
ます。特徴は混ぜ芋無濾過焼酎という、蔵元が「ありえな
いけど。」という３種類の青果用薩摩芋をブレンドして芋
の美味さを濾さずにビン詰めした、ボジョレーのように毎
年の出来の違いを楽しむ焼酎です。
お店に手土産にした芋で、老舗の料理人に揚げて貰った
天ぷらをつまみに「一里山」を飲むことを道楽と楽しんでい
ましたが、昨年に横浜のお土産として認定して頂き、おつま
みで横濱燻製さんとジョイントして頂けたり、父の日ギフト
で横濱増田窯さんに、ぐい飲み茶碗を焼いて頂けることに
なったりと、趣味では済まなく成っている氣もします。

株式会社ユーズウェア　小川名剛彦


