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家族慰安地引網大会 平成26年度定時社員総会、記念講演会 ＳＥ講座講師認定証授与

ベストワーキングウーマン表彰 第１回エグゼクティブセミナー 経営者座談会

第35回神情協ビジネスフォーラム商談会 第２回メンタルヘルスセミナー 第1回労働福利委員会セミナー

平成25年度「大学向けＳＥ講座実施大学とＳＥ講座講師との情報交換会」 合同企業説明会

川崎市内施設見学会（川崎市工場夜景見学会） 異業種交流会 アジアICTツアー inマニラ・台北 

委員会紹介（横浜市交流委員会／川崎市交流委員会） 新入社員研修「技術見学会」(富士通／NTT）

会員企業訪問（㈱ISTソフトウェア／協立システム開発㈱／エヌヴィ・コミュニケーションズ㈱） この人いいね！

第78 回神情協ゴルフ・コンペ 県外研修・京都情産協との交流会 新会員紹介

五月晴れ！、大漁！！、600名を超える参加者で大盛況

家族慰安地引網大会 開催日：平成26年５月17日（土）
 労働福利委員会

平成26年５月17日（土）恒例の「家族慰安地引網大会」が片瀬西浜海岸で開催された。参加者は
会員企業の皆さんとそのご家族、601名（大人435名、子供107名、幼児59名）。天候にも恵まれ、
正面左手には江ノ島、西に富士、箱根を眺めながらの楽しい行事となった。
開会式（８時30分）の前から、参加者用のテント内でビール片手に歓談するグループや浜辺では

しゃぐ子供たちで既に賑わい始めていた。開会式では、常山会長の挨拶、続いて労働福利委員会・
板橋委員長の挨拶、同・戸高副委員長による注意事項や進行の説明が行われた。
１回目の地引網は９時開始、沖合いに仕掛けた網の引き上げです。網元さんの指示のもと網の
左右に分かれて大人、子供入り混じって引き上げること10数分、先端の袋網が砂浜に・・・・「大
漁だー！！」どんな魚がどれくらいかかっているかお楽しみ。
網の中は、カマス、アジ、サバ、イワシなどが太陽の光を浴びてキラキラ輝き、上空には魚を狙

うトンビの群れが盛んに旋回している。網の周りを参加者が取り囲み、写真や動画を撮影する大人
達や網からこぼれた小魚を手にして喜ぶ子供達で賑わいは最高潮。
２回目の地引網の間には、お子様向けの宝探しと今回目玉のバーべキューの開始。バーベキュー

セットは参加グループ単位に準備され、フランクフルト、焼きそば、野菜、肉などが焼けてくるとお
いしそうな匂いが辺りに漂ってくる。浜辺で食べる料理のおいしさ、ワイワイ騒ぎながら食べる楽し
さに、ついついビールの量も増えます。五月晴れの天気も相まって、準備したフリードリンク（ソフト
ドリンク、生ビール）も不足し追加するほどの盛況だった。
２回目の地引網も、大漁とまではいかなかったが無事に終了、捕れた魚は１回目と合わせて大

きな樽に8樽ほどになった。イベントも終盤となり、捕れた魚をお土産として希望者へ配布するため、
希望者を募ると長蛇の列に。しかし、大漁のおかげで全員に行き渡り、無事に地引網大会を締めく
くることができた。
地引網大会は、職場の仲間やご家族のふれあいを深める自然豊かなイベントです。来年も奮っ

てご参加ください！ 株式会社湘南ビジネス　永井敬二



平成26年度定時社員総会 開催日：平成26年6月19日（木）
 事務局

和太鼓の寄贈は、神情協が創立20周年を記念に行い、その後も毎年実施をしてきた。
平成26年度の寄贈校は、神奈川県立湘南養護学校で、今回が第9回10校目の寄贈となる。
寄贈式では、神奈川県立湘南養護学校学校長　藤井高志氏に常山会長から目録を贈呈し、
神奈川県教育委員会教育局支援部特別支援教育課長　田口雅巳氏より、神奈川県黒岩知事
からの感謝状が送られた。

特別支援学校への和太鼓寄贈式

女性活躍委員長の千葉常務理事の挨拶に続き常山会長より表彰状が贈呈された。
受賞者は、永い期間会社に貢献してこられた方への「貢献賞」7名、キャリアアップして
役職となられた方への「キャリアアップ賞」1名、現在リーダーとして活躍あるいは今後
リーダーとして活躍が期待できる方への「リーダーシップ賞」14名そして小学校までのお
子さんを育てながら仕事にも積極的に取り組んでいる方への「ワーキングマザー賞」10名
の合計32名が表彰された。

第８回ベストワーキングウーマン表彰式

総会記念講演会　［ピンチをチャンスに変えるために！～企業経営者がすべきこと］

授与式は熊田副会長からSE講座講師審査の経緯や主旨説明があり、常山会長より認定
講師の五十嵐由紀夫氏（㈱ISTソフトウエア）に認定証を授与された。

大学向けＳＥ講座講師認定証授与式

会員企業の経営改善を支援する「エグゼクティブセミナー」が、３月20日（木）
17時15分よりホテルキャメロットジャパンで行われました。経営課題の一つで
あります「事業継承」をテーマに34名が参加されました。『事業継承・相続対策セミナー
/企業ＤＮＡの継承と永続企業を目指す経営者の方々へ』～株主関係に注目した事業継承
の論点～　と題しまして、公認会計士・税理士の笹島 修平様より講演を賜りました。事
業承継を考慮した場合、貸借対照表を見るとき２つの簿外債務に注意。ひとつは後継者
が負担すべき相続税の捻出と、ふたつめは株式の買取資金。主に株式の分散による対策
を中心とし、後継者への生前贈与、信託などの手法をふくめ資産と経営の承継を図っていく上で欠かせないイロハを学ぶ。オーナー
企業における事業承継・相続対策の専門家として、企業とその一族を守り続ける幸せな事業承継の実現を信条とする実務経験が極
めて豊富な税理士による勉強会でした。 アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

第１回 エグゼクティブセミナー 開催日：平成26年3月20日（木）
 企業経営委員会

平成26年5月15日　神情協　会議室にて経営者座談会を、19名の参加者のもと開催した。今回は、各企業に於いては永遠のテー
マと思われる、以下のテーマについて、それぞれ６名ほどのグループに分かれての座談会となった。
■新年度の成長戦略（技術・研究開発の強化、自社製品・サービスの開発）　リーダー：前山委員長
■ＩＴ業界の評価制度（賃金制度や労務問題、コスト構造等）　リーダー：鈴木副委員長
■新規事業の立ち上げ（海外事業展開等）　リーダー：本田副委員長
それぞれのテーマは、各企業に於いては重要課題であることはもちろんのこと、いくら神情協内の企業とは言え、他社には知ら
れたくない内容もあろうかと思われるが、当日の座談会の熱気がそうさせたのか、自社の失敗事業体験、または今後の事業計画／
展開などを興味深く、また赤裸々に公開して頂き、それぞれのテーマ毎に座談会は大きな盛り上がりを見せた。座談会のまとめは、
各グループのリーダーがそれぞれ発表したが、参加者は当然のことながら、自グループ以外のテーマにも多大な興味を持っており、
それぞれのテーマリーダーのまとめに、真剣な表情で耳を傾けていた。
その後の当セミナーの締めの挨拶が冒頭の熊田副会長の言葉である。熊田副会長は同じ業界団体の中で、ライバル同士ではある
が同じ業界内で手を組んで、共に成長しようとする姿勢を持っている団体は神情協だけと、神情協内でも仕事をしようじゃないか
と、熱いメッセージを投げかけた。恐らく熊田副会長自身が参加した座談会の中で、参加者が真剣に各テーマに向き合いながら話
し合う様子が、神情協としての一企業団体に写って見えて来たのだろう。それが当日の座談会の盛り上がりようを象徴する締めの
言葉となった。
引き続き、ホテルキャメロットジャパン　桃花苑にて行われた第二部の懇親会でも、
座談会の感想や、企業経営委員会の運営に関する希望等を話し合いながら、参加者全員
で盛り上がる一体感のある懇親会となった。
企業経営委員会では、今後も企業経営に関わるホットなテーマを取り上げながら、さ
まざまなセミナーを企画する予定ですので、是非とも、大勢の皆様に参加して頂きたい
と思う。　　　　　　　　　　　　　　　アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

「仕事をしようよ、神情協」、熊田副会長は、締めの挨拶で興奮気味にこう語られた。

経営者座談会 開催日：平成26年5月15日（木）
 企業経営委員会

平成26年４月24日　横浜国際ホテル２階にて開催された。今回は昨年初めて実施し、
大変好評であった、日本情報技術取引所　通称ＪＩＥＴ様との共同開催を昨年より引き
続き行った。
本年度より、今後の神情協ビジネスフォーラムは、他団体（ＩＴ業界に限らず）との数
多くの共催企画を計画しており、今回は、同業種ではあるが他団体との共催企画の第一
弾として、両団体から90名が参加され開催された。
商談会にはＪＩＥＴ様、神情協から、合計７社の企業様の発表があり、参加者はそれぞれ、

同じＩＴ業界内の製品の動向や、市場の動向などに着目して、ビジネスチャンスを逃すまいと耳を傾けていたのではないだろうか。
引き続き行われた懇親会では、前山委員長の軽妙な乾杯の音頭の後、アルコールを楽しみながら、和やかに、かつ所々熱く今後
のＩＴ業界についての情報交換が行われた。また、その合間には、恒例の新入会員、および新入会員候補の会社様のご紹介が行われ、
皆様、自社のアピールを語って頂きつつ、今回のビジネスフォーラムを通して、神情協の良さも理解して頂けたのではないかと思う。

終盤では、熊田副会長から、昨今は同じ業界団体で寄り添っていてはダメだ、もっと門戸を広げて、他団体と手を結んで行かな
ければならないという発声があり、参加者は一様に真剣な眼差しで聞き入っていた。

締めの挨拶を杉之間副会長が行い、共催企画の第一弾のビジネスフォーラムは幕を閉じた。
企業経営委員会では、皆様に興味を持って頂けるビジネスフォーラムを目指して、今後も、さまざまな団体との共同開催を企画

しているので、是非とも大勢の人に参加して頂ければ幸いである。 アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

第35回神情協ビジネスフォーラム商談会 開催日：平成26年4月24日（木）
 企業経営委員会

 会社名 氏　名
貢献賞 ㈱アイネット 竹中由美子
 ㈱ソフテム 矢後真由美
 ㈱東計電算 舟橋　千晴
 ㈱東計電算 渡辺三代子
 日産車体コンピュータサービス㈱ 中田扶美子
 ㈱ＹＳＬソリューション 古川加奈子
 ㈱横浜電算 村上　智恵
ワーキング ㈱アルファメディア 金丸和歌子
マザー賞 NTT データフォース㈱ 近藤可奈枝
 ㈱科学情報システムズ 千葉　葉月
 ㈱ＣＩＪ 照山　　綾
 日産車体コンピュータサービス㈱ 宮下香代子
 ㈱日本アシスト 作田　　愛
 ㈱日本アシスト 富永　華子
 ㈱日本ビジネスエンジニアリング 大西　朝香
 ㈱富士テクノソリューションズ 工藤　絵里
 ㈱ＹＳＬソリューション 藤沢　文恵
キャリアアップ賞 ㈱エーアイネット・テクノロジ 荒木美佐子
リーダー ㈱アイネット 大嶋　智子
シップ賞 ㈱アルファメディア 黒橋　博子
 ㈱エーアイネット・テクノロジ 天野　知里
 エヌヴイ・コミュニケーションズ㈱ 鈴木　由香
 NTT エレクトロニクステクノ㈱ 加藤久美子
 NTT データフォース㈱ 栗原恵美子
 ㈱科学情報システムズ 上條　夏葉
 ㈱ＣＩＪ 保木本純子
 ㈱ CSE ビジテック 吉川美由紀
 シンポー情報システム㈱ 金井　明子
 ソフトウェアクリエイション㈱ 酒井久美子
 ㈱ティー・エム・シー 仁村　和恵
 ㈱日本ビジネスエンジニアリング 山本　博美
 ㈱ビジネスサポート 青木由季乃

神戸国際大学経済学部教授　中村智彦氏
プロフィール
1964年　東京都生まれ
1988年　上智大学文学部卒業、1996年　名古屋
大学大学院国際開発研究科博士課程修了。

大阪府立産業開発研究所等を経て現職。専門は中小企業論と地
域経済論で現地での調査・研究を重視し、中小企業のネットワー
ク構築や地域経済振興のプロジェクトにも数多く参画する。

その他に、日本テレビ「世界一受けたい授業」に工場見学担当講
師として出演、「もの国メールマガジン」等に連載記事を執筆して
いる。
「世界一受けたい授業の」収録の裏話を枕詞に講演が始まりました。

「より良いものをより高く売るにはどうしたら良いのか」
1964年から1994年にかけてダイエーと松下電器産業との間で商

品の価格販売競争をきっかけにダイエー・松下戦争が始まりまし
た。松下幸之助さんの水道哲学(水道のように低価格で良質なもの
を大量供給することにより物価を低廉に消費者に行き渡させる)で
は良いものをより安く売ると言う商法は高度成長期では良かった
が今の様にマーケットが縮小している現在では成り立ちません。

より良いものをより高く売るにはどうしたら良いかを考える必
要があります。

湯沸かしのティファールや掃除機のダイソンが売れたのはなぜ
でしょう?

ティファールはローテクで安くもないのに売れている。ダイソ
ンは電気をより多く使うし、価格も高く、音も煩いのに売れてい
ます。使いもしない高機能商品より目的意識がはっきりしている
商品が売れるのです。

繊維産業は何故ダメになったのか・・・・当時はすごく儲かって
いたが次の世代を育てなかったのが原因です。産業の育成と人材
の育成が大事なのです。
「経営者自ら情報発信しなくては取り残される」

情報は自ら情報を発信することにより情報が得られます。
東京の巣鴨にはマクドナルドの実験店舗がありますこれは情報

の収集の為です。一番人口が多いのは1947年生れです。私達は今
迄の高齢者に対するイメージを変える必要があります。現在の高
齢者は購買意欲が高く購買力もあるのでこの人達をターゲットと
したビジネスアイデアの材料が落ちているのです。

横浜は知名度が高く他の地域よりアドバンテージがあるのでビ
ジネスにその知名度を活用して欲しいものです。

中小企業のHPは日本語のみの所が多いので英文のHPも作り海外
にも発信したらよりビジネス活用できます。成功事例も有ります
ので、是非お試しください。

 役職 氏　　名 会　　社　　名
 理事 守屋　光博 ピー・アイ・スクエア㈱　
 理事 四辻　　実 ㈱大洋システムテクノロジー
 理事 山田　健雄 日立ＩＮＳソフトウェア㈱
 理事 大西　雄一 ㈱データープロセスサービス
 監事 伊藤　壮介 東芝情報システム㈱

平成26年度定時社員総会が6月19日（木）14時15分より横浜ベイホテル東急クイーンズグランドボールルーム（B2Ｆ）において開催された。
総会は、常山会長の挨拶のあと、常山会長が議長に選出され、正会員数263社、出席会員数95社及び委任状提出数64社、総数159社で総数

の2分の1以上あり定款に則り総会成立を確認した。その後、議案審議に移り、第1号議案　平成25年度事業報告（案）承認の件、第
2号議案　平成25年度決算報告（案）承認の
件、第3号議案　第3期理事及び監事追加選任

（案）承認の件とも異議なく満場一致で原案通
り承認された。

第3期追加の役員は右表のとおり
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の合計32名が表彰された。

第８回ベストワーキングウーマン表彰式

総会記念講演会　［ピンチをチャンスに変えるために！～企業経営者がすべきこと］

授与式は熊田副会長からSE講座講師審査の経緯や主旨説明があり、常山会長より認定
講師の五十嵐由紀夫氏（㈱ISTソフトウエア）に認定証を授与された。

大学向けＳＥ講座講師認定証授与式

会員企業の経営改善を支援する「エグゼクティブセミナー」が、３月20日（木）
17時15分よりホテルキャメロットジャパンで行われました。経営課題の一つで
あります「事業継承」をテーマに34名が参加されました。『事業継承・相続対策セミナー
/企業ＤＮＡの継承と永続企業を目指す経営者の方々へ』～株主関係に注目した事業継承
の論点～　と題しまして、公認会計士・税理士の笹島 修平様より講演を賜りました。事
業承継を考慮した場合、貸借対照表を見るとき２つの簿外債務に注意。ひとつは後継者
が負担すべき相続税の捻出と、ふたつめは株式の買取資金。主に株式の分散による対策
を中心とし、後継者への生前贈与、信託などの手法をふくめ資産と経営の承継を図っていく上で欠かせないイロハを学ぶ。オーナー
企業における事業承継・相続対策の専門家として、企業とその一族を守り続ける幸せな事業承継の実現を信条とする実務経験が極
めて豊富な税理士による勉強会でした。 アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

第１回 エグゼクティブセミナー 開催日：平成26年3月20日（木）
 企業経営委員会

平成26年5月15日　神情協　会議室にて経営者座談会を、19名の参加者のもと開催した。今回は、各企業に於いては永遠のテー
マと思われる、以下のテーマについて、それぞれ６名ほどのグループに分かれての座談会となった。
■新年度の成長戦略（技術・研究開発の強化、自社製品・サービスの開発）　リーダー：前山委員長
■ＩＴ業界の評価制度（賃金制度や労務問題、コスト構造等）　リーダー：鈴木副委員長
■新規事業の立ち上げ（海外事業展開等）　リーダー：本田副委員長
それぞれのテーマは、各企業に於いては重要課題であることはもちろんのこと、いくら神情協内の企業とは言え、他社には知ら
れたくない内容もあろうかと思われるが、当日の座談会の熱気がそうさせたのか、自社の失敗事業体験、または今後の事業計画／
展開などを興味深く、また赤裸々に公開して頂き、それぞれのテーマ毎に座談会は大きな盛り上がりを見せた。座談会のまとめは、
各グループのリーダーがそれぞれ発表したが、参加者は当然のことながら、自グループ以外のテーマにも多大な興味を持っており、
それぞれのテーマリーダーのまとめに、真剣な表情で耳を傾けていた。
その後の当セミナーの締めの挨拶が冒頭の熊田副会長の言葉である。熊田副会長は同じ業界団体の中で、ライバル同士ではある
が同じ業界内で手を組んで、共に成長しようとする姿勢を持っている団体は神情協だけと、神情協内でも仕事をしようじゃないか
と、熱いメッセージを投げかけた。恐らく熊田副会長自身が参加した座談会の中で、参加者が真剣に各テーマに向き合いながら話
し合う様子が、神情協としての一企業団体に写って見えて来たのだろう。それが当日の座談会の盛り上がりようを象徴する締めの
言葉となった。
引き続き、ホテルキャメロットジャパン　桃花苑にて行われた第二部の懇親会でも、
座談会の感想や、企業経営委員会の運営に関する希望等を話し合いながら、参加者全員
で盛り上がる一体感のある懇親会となった。
企業経営委員会では、今後も企業経営に関わるホットなテーマを取り上げながら、さ
まざまなセミナーを企画する予定ですので、是非とも、大勢の皆様に参加して頂きたい
と思う。　　　　　　　　　　　　　　　アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

「仕事をしようよ、神情協」、熊田副会長は、締めの挨拶で興奮気味にこう語られた。

経営者座談会 開催日：平成26年5月15日（木）
 企業経営委員会

平成26年４月24日　横浜国際ホテル２階にて開催された。今回は昨年初めて実施し、
大変好評であった、日本情報技術取引所　通称ＪＩＥＴ様との共同開催を昨年より引き
続き行った。
本年度より、今後の神情協ビジネスフォーラムは、他団体（ＩＴ業界に限らず）との数
多くの共催企画を計画しており、今回は、同業種ではあるが他団体との共催企画の第一
弾として、両団体から90名が参加され開催された。
商談会にはＪＩＥＴ様、神情協から、合計７社の企業様の発表があり、参加者はそれぞれ、

同じＩＴ業界内の製品の動向や、市場の動向などに着目して、ビジネスチャンスを逃すまいと耳を傾けていたのではないだろうか。
引き続き行われた懇親会では、前山委員長の軽妙な乾杯の音頭の後、アルコールを楽しみながら、和やかに、かつ所々熱く今後
のＩＴ業界についての情報交換が行われた。また、その合間には、恒例の新入会員、および新入会員候補の会社様のご紹介が行われ、
皆様、自社のアピールを語って頂きつつ、今回のビジネスフォーラムを通して、神情協の良さも理解して頂けたのではないかと思う。

終盤では、熊田副会長から、昨今は同じ業界団体で寄り添っていてはダメだ、もっと門戸を広げて、他団体と手を結んで行かな
ければならないという発声があり、参加者は一様に真剣な眼差しで聞き入っていた。

締めの挨拶を杉之間副会長が行い、共催企画の第一弾のビジネスフォーラムは幕を閉じた。
企業経営委員会では、皆様に興味を持って頂けるビジネスフォーラムを目指して、今後も、さまざまな団体との共同開催を企画

しているので、是非とも大勢の人に参加して頂ければ幸いである。 アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

第35回神情協ビジネスフォーラム商談会 開催日：平成26年4月24日（木）
 企業経営委員会

 会社名 氏　名
貢献賞 ㈱アイネット 竹中由美子
 ㈱ソフテム 矢後真由美
 ㈱東計電算 舟橋　千晴
 ㈱東計電算 渡辺三代子
 日産車体コンピュータサービス㈱ 中田扶美子
 ㈱ＹＳＬソリューション 古川加奈子
 ㈱横浜電算 村上　智恵
ワーキング ㈱アルファメディア 金丸和歌子
マザー賞 NTT データフォース㈱ 近藤可奈枝
 ㈱科学情報システムズ 千葉　葉月
 ㈱ＣＩＪ 照山　　綾
 日産車体コンピュータサービス㈱ 宮下香代子
 ㈱日本アシスト 作田　　愛
 ㈱日本アシスト 富永　華子
 ㈱日本ビジネスエンジニアリング 大西　朝香
 ㈱富士テクノソリューションズ 工藤　絵里
 ㈱ＹＳＬソリューション 藤沢　文恵
キャリアアップ賞 ㈱エーアイネット・テクノロジ 荒木美佐子
リーダー ㈱アイネット 大嶋　智子
シップ賞 ㈱アルファメディア 黒橋　博子
 ㈱エーアイネット・テクノロジ 天野　知里
 エヌヴイ・コミュニケーションズ㈱ 鈴木　由香
 NTT エレクトロニクステクノ㈱ 加藤久美子
 NTT データフォース㈱ 栗原恵美子
 ㈱科学情報システムズ 上條　夏葉
 ㈱ＣＩＪ 保木本純子
 ㈱ CSE ビジテック 吉川美由紀
 シンポー情報システム㈱ 金井　明子
 ソフトウェアクリエイション㈱ 酒井久美子
 ㈱ティー・エム・シー 仁村　和恵
 ㈱日本ビジネスエンジニアリング 山本　博美
 ㈱ビジネスサポート 青木由季乃

神戸国際大学経済学部教授　中村智彦氏
プロフィール
1964年　東京都生まれ
1988年　上智大学文学部卒業、1996年　名古屋
大学大学院国際開発研究科博士課程修了。

大阪府立産業開発研究所等を経て現職。専門は中小企業論と地
域経済論で現地での調査・研究を重視し、中小企業のネットワー
ク構築や地域経済振興のプロジェクトにも数多く参画する。

その他に、日本テレビ「世界一受けたい授業」に工場見学担当講
師として出演、「もの国メールマガジン」等に連載記事を執筆して
いる。
「世界一受けたい授業の」収録の裏話を枕詞に講演が始まりました。

「より良いものをより高く売るにはどうしたら良いのか」
1964年から1994年にかけてダイエーと松下電器産業との間で商

品の価格販売競争をきっかけにダイエー・松下戦争が始まりまし
た。松下幸之助さんの水道哲学(水道のように低価格で良質なもの
を大量供給することにより物価を低廉に消費者に行き渡させる)で
は良いものをより安く売ると言う商法は高度成長期では良かった
が今の様にマーケットが縮小している現在では成り立ちません。

より良いものをより高く売るにはどうしたら良いかを考える必
要があります。

湯沸かしのティファールや掃除機のダイソンが売れたのはなぜ
でしょう?

ティファールはローテクで安くもないのに売れている。ダイソ
ンは電気をより多く使うし、価格も高く、音も煩いのに売れてい
ます。使いもしない高機能商品より目的意識がはっきりしている
商品が売れるのです。

繊維産業は何故ダメになったのか・・・・当時はすごく儲かって
いたが次の世代を育てなかったのが原因です。産業の育成と人材
の育成が大事なのです。
「経営者自ら情報発信しなくては取り残される」

情報は自ら情報を発信することにより情報が得られます。
東京の巣鴨にはマクドナルドの実験店舗がありますこれは情報

の収集の為です。一番人口が多いのは1947年生れです。私達は今
迄の高齢者に対するイメージを変える必要があります。現在の高
齢者は購買意欲が高く購買力もあるのでこの人達をターゲットと
したビジネスアイデアの材料が落ちているのです。

横浜は知名度が高く他の地域よりアドバンテージがあるのでビ
ジネスにその知名度を活用して欲しいものです。

中小企業のHPは日本語のみの所が多いので英文のHPも作り海外
にも発信したらよりビジネス活用できます。成功事例も有ります
ので、是非お試しください。

 役職 氏　　名 会　　社　　名
 理事 守屋　光博 ピー・アイ・スクエア㈱　
 理事 四辻　　実 ㈱大洋システムテクノロジー
 理事 山田　健雄 日立ＩＮＳソフトウェア㈱
 理事 大西　雄一 ㈱データープロセスサービス
 監事 伊藤　壮介 東芝情報システム㈱

平成26年度定時社員総会が6月19日（木）14時15分より横浜ベイホテル東急クイーンズグランドボールルーム（B2Ｆ）において開催された。
総会は、常山会長の挨拶のあと、常山会長が議長に選出され、正会員数263社、出席会員数95社及び委任状提出数64社、総数159社で総数

の2分の1以上あり定款に則り総会成立を確認した。その後、議案審議に移り、第1号議案　平成25年度事業報告（案）承認の件、第
2号議案　平成25年度決算報告（案）承認の
件、第3号議案　第3期理事及び監事追加選任

（案）承認の件とも異議なく満場一致で原案通
り承認された。

第3期追加の役員は右表のとおり



自己メンタルセラピーの手法を参加者全員が実践

第２回メンタルヘルスセミナー 開催日：平成26年2月7日（金）
 労働福利委員会

困った社員への対応としての最優先課題は管理者（リーダー）教育！

第１回労働福利委員会セミナー「困った社員への対応方法」 開催日：平成26年4月25日（金）
 労働福利委員会

平成25年度「大学向けＳＥ講座実施大学とＳＥ講座講師との情報交換会」 開催日：平成26年2月19日（水）
 SE講座特別委員会

平成26年2月20日（木）厚木アーバンホテル本館2階レインボーにおいて、約70名の参加により、異業
種交流会を開催した。今までこのような交流会は、開催場所が横浜を中心とした地域に限られ、県央や
湘南等の地域での開催が行われておりませんでしたが、今年度より地域交流委員会という組織も出来た
ことから、今回県央地区の厚木市での開催となった。
交流会の内容としては、神奈川県が取り組んでいる施策である「さがみロボット産業特区」にスポット

をあて、第1部では神奈川県で本施策を担当している神奈川県産業労働局産業・エネルギー部　磯崎　
孝喜氏の方より「ロボットで支える県民のいのち」～さがみロボット産業特区の取組み～と題し、講演頂いた。講演では26年に開通するさがみ
縦貫道を中心線として、「高齢者等への生活支援ロボット」「介護・医療ロボット」「災害対応ロボット」を3つの地域に分け取り組む方針であり、
そのための規制緩和を国に提案していること、県民の「いのち」を守るロボットづくりであることを説明した。
第2部は、厚木で産学公連携による｢あつぎものづくりブランドプロジェクト『ATSUMO』」を立ち上げ実際にロボット製作に取り組んでいる

中村幹夫氏（厚木商工会議所副会頭、㈱大和ケミカル会長）に、「いごっそう人生」（「いごっそう」とは高知地方で頑固者、いっこく者の意味）
と題し、脱サラし、独立起業してから数々の試練。それを乗り越え、現在に至るまでの人生訓を高知県出身の中村氏より語っていただいた。
聴いている私たちはその生き様の壮絶さに息を呑む思いであった。
その後の懇親会では、参加いただいた「ATSUMO」の方々と、ものづくりとIT技術のかかわり等の観点から名刺交換や意見を交わし、懇親を

深めた交流会であった。

「異業種プロジェクトで進めるロボットづくり」～さがみロボット産業特区の展望～

異業種交流会 開催日：平成26年2月20日（木）
 地域交流委員会

平成26年2月27日（木）～ 3月4日（火）の6日間、アジアICTツアー inマニラ・台北を実施した。このツアーは、毎年アジアの各地を視察し、
その国のIT業界や企業を訪問し、グローバルビジネス拡大に役立てることを目的に行っている。
今回は、初めての訪問国であるフィリピンのマニラと以前からお付き合いのある台湾の台北を訪問した。
27日（木）朝、成田空港を出発した一行21名は、台北経由でマニラに向かった。到着は16時頃であったため、その日はそのままホテルへ、

翌28日（金）は企業訪問。訪問先は、日揮情報システム㈱の現地法人J-SYS Philippines,Incです。1992年に設立し、現在従業員が94名、平均年
齢29歳というシステム開発やITインフラストラクチャー業務を行う会社です。次に、ディズニーアニメ等を手掛けているTOON　CITYという
会社を訪問し、アニメ製作現場を見せていただきました。その後、マニラのIT協会であるPSIA（Philippine Software Industry Association）との
ITビジネスセミナーを行いました。このセミナーでは、PSIA及び神情協の紹介、参加企業の紹介を行うと共にPSIA加盟企業の代表3社による
プレゼンテーション、PSIA会員10企業との個別商談会が行われた。
翌3月1日（土）は台湾への移動日であるが、夕方の出発であるため午前中はマニラ大聖堂等の観光地を視察する予定であったが、ホテルを出

発してまもなく大渋滞にはまってしまい身動きが出来ない状態となり、予定してい
た観光はあきらめ、空港途中の施設見学程度となった。
2日（日）台北は、前日までの暖かさとは変わって、雨の降る寒い日でした。この

日は日曜日ということもあり、奇岩で有名な野柳海岸、九扮地区の見学をした。
3日（月）この日は、新竹サイエンスパークの工業技術研究院を視察した。ここでは、

技術製品の展示コーナー及びクラウドサービスについての説明、コンテナ型のクラ
ウドセンターの見学を行い、その後、中華民国情報サービス産業協会（CISA）と交流
会を行った。昨年の10月に神情協で交流を行ったお返しというような会で、台湾　
経済部工業局の呂副局長はじめ、CISAの劉理事長ほか会員企業の方々と交流が出来、
姉妹会MOUの締結を行い、より一層の親睦が図れた有益なツアーであった。

アジアICTツアー inマニラ・台北 開催日：平成26年2月27日（木）～ 3月4日（火）
 地域交流委員会

３月（横浜新都市ホール）・５月（日石横浜ホール）、今年は２回神奈川IT就職フェアが開催されました

合同企業説明会 開催日：平成26年3月18日（火）、5月27日（火）
 産学連携委員会

場所：日本丸訓練センター　第1教室
講師：牧野正雄先生
平成26年4月25日（金）日本丸訓練セン

ター第１教室にて、牧野経営労務コンサル
タント事務所の牧野正雄先生を講師として
お迎えし、「困った社員への対応方法」を
テーマにご講演いただいた。

職場は2割の優秀社員と6割のマンネリ社員、そして残り２割の
問題社員に分かれると言う。
つまり優秀な社員を除く8割の社員が「困った社員」ということにな

る。そんな彼らをどう対処するのか。ここでやってしまいがちなの
が「リストラと非正社員化」。つまり「人材=コスト」という考え方だ。

では、どう対処するのか。今こそ企業で取り組むべき最優先課題
は管理者教育であるという。
困った社員各々のモチベーションをどう引き出すかは管理者の人

間力にかかっている。
企業が永続するために必要な経営理念は、社員を大切にする「人

材＝財産」という考え方と、社員の潜在能力を引き出し、それを育
てて生かせる会社であること、そして社員に喜びを与える会社、つ
まり「社員満足なくして顧客満足なし」という考え方である。
結果的に顧客満足に至るには、困った社員を変えようと努力する

前に、彼らの話を傾聴できる管理者を育てることが最優先課題であ
ると気付かせていただいた有意義な内容であった。

株式会社フューチャーネットワークス　山本佳代

平成26年２月19日に開催された標記「情報交換会」は、本年度が
ＳＥ講座開設10周年の節目の年でもあり、大学側からは13大学23
名、企業側からは31社36名の参加があり、今までにない盛り上が
りを見せました。各大学からは今年度の講座実施状況や要望などに
ついて詳細な報告がなされ、講師からも突っ込んだ意見が入り、協
会と大学との距離が更に近くなったと実感しました。本講座開設時
に描いた“産と学の自由な意見交換の場”が具体的な形となって実現
しつつあることに、関係各位のご努力に感謝の念を禁じ得ません。
　業界自体が大きな変革期にある現在、業界が抱える構造上の問
題やＷＥＢビジネス市場の急拡大、そこから生ずるＩＴ人材要件の
多様化などを見据えた時、ＩＴ企業が求める人材、特に新卒学生に

求める知識、経験など
について、今後は更に
突っ込んだ産学間の議論
が重要になってきます。
今後の業界の発展を考え
た時、未来思考でこれら
の問題を整理し、大学と
の真剣な議論を重ねることが重要です。本講座を介しての産学の情
報交換会が時代の変化に対応して更に充実した会になることを切に
期待したいと思います。 

株式会社セントラルシステムズ　大西　寿郎

平成26年2月7日（金）横浜APビル4Fにて、株式会社TOP Counselings
代表取締役　祝淳一郎氏を講師に迎え、第二回メンタルヘルスセミ
ナーが開催された。
メンタル不全の患者が年々増加している現在、不調の原因となる
トラブル、ストレスを自己認知と自己理解を深めることにより自分
への自信を取り戻させる手法として『自己メンタルセラピー』を紹
介。ワークシートを活用して参加者48名全員が実践した。
『自己メンタルセラピー』直訳すると精神療法ですが、「自分に優し
く、しかし自分を甘やかさない」「感情をコントロールする」「自己
革新」つまり気持ちを楽にする方法との説明があり、参加者全員が個
人ワークシートに20の自分紹介を書き込む事から始まった。書き出
した内容にネガティブワードが書かれていた場合はポジティブワー

ドに書き直させ、
又過去の失敗を引
きずるような事が
書かれていた場合
は、それは無駄だ
と気づかせる等、マイナス行動や弱みを、発想の見直しで、自分を
肯定的に捉え直させる。又10年後のありたい自分を書き出して将来
の夢を考えさせ、コントロール出来るスキルを身につけさせる手法
を実践形式で進めた。
『自己メンタルセラピー』で、メンタル不全を未然に防ぎ、メンタ
ルタフネスの育成等、メンタルヘルス対策の一つとして活用したい
と思いました。 株式会社テックジャパン　小林恵子

平成26年3月11日（火）に川崎市内施設見学会（川崎市工場夜景見学会）が開催されました。

川崎市内施設見学会（川崎市工場夜景見学会） 開催日：平成26年3月11日（火）
 川崎市交流委員会

「川崎の産業観光を支援する会」川崎工場夜景ナビゲーター 2名の
方に観光ガイドをして頂き、川崎鶴見臨港バス2台を貸切乗車して
見学しました。
最初に川崎港のコミュニティー施設ある川崎マリエンへ。地上

51ｍの10階の展望室から眺める夜景はまさに絶景！工場夜景だけ
ではなく、羽田空港・海ほたる・東京タワー・スカイツリー・富士
山も観る事が出来ました。また、富士山を見ながら夕日が沈む瞬間
は絶景で、オレンジ色の太陽が周りの工場の光と相まってとても美
しい光景でした。続いて、東扇島東公園、西公園へ。東公園は工場
群がランタンに照らされた幻想的な空間で、西公園は扇島の製鉄工
場のオレンジ光が熱く情熱的に照らし出されており、2つの公園の
異なる魅力をじっくりと楽しむことが出来ました。最後は今回最大
の観光スポットである日本触媒前へ。巨大な工場を数多のライトが
彩るまさに圧巻！まるで異世界へやってきた気分になりました。3
時間という短い時間でしたが、貸切りの臨港バスの中を真っ暗にし
て、煌びやかにライトアップされた工場の夜景を楽しむという、い

つもなら体験することが出来ない、とても贅沢なひと時を過ごす事
が出来ました。
その後の懇親会では、参加者の皆様で和やかな雰囲気の中、親睦

を図れたと伺っております。
またこのような企画があれば、是非参加したいと思います。川崎

工場夜景ツアーは旅プラスワンでツアー企画（バス・屋形船）されて
おりますので、ご興味のある方は参加されてみてはかがでしょう
か？ 株式会社アプリコット　遠藤沙織

今年も神情協主催の神奈川IT就職フェア（合同企業説明会）が3月
18日（火）横浜そごう9階新都市ホ―ル、5月27日（火）日石横浜ホー
ル（桜木町）にて開催されました。
昨年は３月１回のみの開催でしたが、参加企業が増え、今年は2
回開催することができ、また３月は約４年ぶりに新都市ホールでの
開催となりました。
結果としては、3/18：32社出展、145名来場（各ブースに平均
19名訪問）。5/27:16社出展、107名来場（各ブースに平均23.8名訪
問）となりました。昨年と比べてみますと３月は来場者数が上回り、
５月は同様といった内容でしたが、どちらも各ブースに訪れた学生
数が増加していました。景気の回復に併せて各企業で募集人数が増
えると共に内定率も上がっているなかで学生さんは多くの企業の説

明を積極的に聞いて
いたのではないかと
思います。近年採用
活動において学生さ
んは企業選びで「業
種」に続き「人（一緒
に働く人）や社風・
雰囲気」を重視する
といわれています。直接学生さんと接してアピールするチャンスと
なるこの合同企業説明会を今後も多くの企業の皆様と共有させて頂
きたいと考えています。 

株式会社ソフテム　飯塚佳織



自己メンタルセラピーの手法を参加者全員が実践

第２回メンタルヘルスセミナー 開催日：平成26年2月7日（金）
 労働福利委員会

困った社員への対応としての最優先課題は管理者（リーダー）教育！

第１回労働福利委員会セミナー「困った社員への対応方法」 開催日：平成26年4月25日（金）
 労働福利委員会

平成25年度「大学向けＳＥ講座実施大学とＳＥ講座講師との情報交換会」 開催日：平成26年2月19日（水）
 SE講座特別委員会
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種交流会を開催した。今までこのような交流会は、開催場所が横浜を中心とした地域に限られ、県央や
湘南等の地域での開催が行われておりませんでしたが、今年度より地域交流委員会という組織も出来た
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孝喜氏の方より「ロボットで支える県民のいのち」～さがみロボット産業特区の取組み～と題し、講演頂いた。講演では26年に開通するさがみ
縦貫道を中心線として、「高齢者等への生活支援ロボット」「介護・医療ロボット」「災害対応ロボット」を3つの地域に分け取り組む方針であり、
そのための規制緩和を国に提案していること、県民の「いのち」を守るロボットづくりであることを説明した。
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と題し、脱サラし、独立起業してから数々の試練。それを乗り越え、現在に至るまでの人生訓を高知県出身の中村氏より語っていただいた。
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平成26年2月27日（木）～ 3月4日（火）の6日間、アジアICTツアー inマニラ・台北を実施した。このツアーは、毎年アジアの各地を視察し、
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る。そんな彼らをどう対処するのか。ここでやってしまいがちなの
が「リストラと非正社員化」。つまり「人材=コスト」という考え方だ。
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会と大学との距離が更に近くなったと実感しました。本講座開設時
に描いた“産と学の自由な意見交換の場”が具体的な形となって実現
しつつあることに、関係各位のご努力に感謝の念を禁じ得ません。
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題やＷＥＢビジネス市場の急拡大、そこから生ずるＩＴ人材要件の
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求める知識、経験など
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突っ込んだ産学間の議論
が重要になってきます。
今後の業界の発展を考え
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の真剣な議論を重ねることが重要です。本講座を介しての産学の情
報交換会が時代の変化に対応して更に充実した会になることを切に
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『自己メンタルセラピー』直訳すると精神療法ですが、「自分に優し
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を実践形式で進めた。
『自己メンタルセラピー』で、メンタル不全を未然に防ぎ、メンタ
ルタフネスの育成等、メンタルヘルス対策の一つとして活用したい
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平成26年3月11日（火）に川崎市内施設見学会（川崎市工場夜景見学会）が開催されました。

川崎市内施設見学会（川崎市工場夜景見学会） 開催日：平成26年3月11日（火）
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「川崎の産業観光を支援する会」川崎工場夜景ナビゲーター 2名の
方に観光ガイドをして頂き、川崎鶴見臨港バス2台を貸切乗車して
見学しました。
最初に川崎港のコミュニティー施設ある川崎マリエンへ。地上

51ｍの10階の展望室から眺める夜景はまさに絶景！工場夜景だけ
ではなく、羽田空港・海ほたる・東京タワー・スカイツリー・富士
山も観る事が出来ました。また、富士山を見ながら夕日が沈む瞬間
は絶景で、オレンジ色の太陽が周りの工場の光と相まってとても美
しい光景でした。続いて、東扇島東公園、西公園へ。東公園は工場
群がランタンに照らされた幻想的な空間で、西公園は扇島の製鉄工
場のオレンジ光が熱く情熱的に照らし出されており、2つの公園の
異なる魅力をじっくりと楽しむことが出来ました。最後は今回最大
の観光スポットである日本触媒前へ。巨大な工場を数多のライトが
彩るまさに圧巻！まるで異世界へやってきた気分になりました。3
時間という短い時間でしたが、貸切りの臨港バスの中を真っ暗にし
て、煌びやかにライトアップされた工場の夜景を楽しむという、い

つもなら体験することが出来ない、とても贅沢なひと時を過ごす事
が出来ました。
その後の懇親会では、参加者の皆様で和やかな雰囲気の中、親睦

を図れたと伺っております。
またこのような企画があれば、是非参加したいと思います。川崎

工場夜景ツアーは旅プラスワンでツアー企画（バス・屋形船）されて
おりますので、ご興味のある方は参加されてみてはかがでしょう
か？ 株式会社アプリコット　遠藤沙織

今年も神情協主催の神奈川IT就職フェア（合同企業説明会）が3月
18日（火）横浜そごう9階新都市ホ―ル、5月27日（火）日石横浜ホー
ル（桜木町）にて開催されました。
昨年は３月１回のみの開催でしたが、参加企業が増え、今年は2
回開催することができ、また３月は約４年ぶりに新都市ホールでの
開催となりました。
結果としては、3/18：32社出展、145名来場（各ブースに平均
19名訪問）。5/27:16社出展、107名来場（各ブースに平均23.8名訪
問）となりました。昨年と比べてみますと３月は来場者数が上回り、
５月は同様といった内容でしたが、どちらも各ブースに訪れた学生
数が増加していました。景気の回復に併せて各企業で募集人数が増
えると共に内定率も上がっているなかで学生さんは多くの企業の説

明を積極的に聞いて
いたのではないかと
思います。近年採用
活動において学生さ
んは企業選びで「業
種」に続き「人（一緒
に働く人）や社風・
雰囲気」を重視する
といわれています。直接学生さんと接してアピールするチャンスと
なるこの合同企業説明会を今後も多くの企業の皆様と共有させて頂
きたいと考えています。 

株式会社ソフテム　飯塚佳織



～横浜市との交流を通じ、各社の地域ビジネスをさらに発展させたい！～
協会の若手の顔でもある高橋佑至委員長を中心とした横浜市交流委員会に伺った。同委員会は現在21名で活動を行っており、常時16、17名は
活動に参加している委員会。もともとは、横浜市への働き掛け（ビジネス・交流などあらゆる側面）を目的に開設した委員会である。高橋委員長の
前には、大洋システムテクノロジーの肅敬和社長が委員長を務め、高橋委員長と肅前委員長とが行政との関係性を再構築しようとの試みで今に至っ
ている委員会でもある。
現在、同委員会は大きな柱が3本。5月下旬に委員会内の県外研修（今年は京都）、横浜市内の施設見学会、そして今年8回目となる10月下旬開
催の「横浜ＩＴフォーラム」だ。
よく知る「横浜ＩＴフォーラム」は、横浜市経済局との共催で相互乗り入れをしている事業である。
高橋委員長は「最近、横浜市との交流とは？」と良く聞かれ、考えるそうだ。「元来、ビジネスソースとして、横浜市との交流を図るものが、少し薄

らいできている感じです。とはいえ、一昨年には市大病院のシミュレーターなどで横浜市から神情協へ共同開発の声がけがあったり、昨年にはスパ
コンで地球シミュレーターなどでも施設見学ができるなど、交流側面では問題ないのですが・・・」と話した。
ただ、このままの交流が良いのか？と高橋委員長は振り返る。「シンガポール市などは、民間情報サービス産業界と連携してオープンデータを共
同で開発を行っていたり、ＩＴ業が行政の活動の主たる部分にあるのも事実。国文化などの相違はあるものの、もっとシンガポールに近づけた活動
ができるのでは？」などとも語った。
また、同席された梶本繁昌副委員長も「シンガポール市などの事例もある通り、市のオープンデータをマー
ケット市場に出回すことで、ローカルオフィスと行政、市のＩＴの窓口（同委員会）のトライアングルができる。
積極的に委員会としても推奨すべき」などと、さらなる横浜市への働き掛けを訴えるほど課題はあるという。
「会員各社が横浜市へのアプローチをしたい！また、アプローチをするには？？などの、橋渡し役をするの
が横浜市交流委員会ですし、そのようにしたい」と。もう一度委員会として、今後行政への施策の展開を図
るべき！と課題を抱き、「時代時代に応じた委員会活動の必要性を感じる」と述べていた。
また、委員会の後の懇親・交流会には、ほぼ毎回横浜市の方も参加されている。忌憚ない意見交換が
活発になされ、ビジネス分野での気付きも多い。交流を通じたビジネスへの架け橋に期待したい。

今回、川崎市交流委員会の畠山委員長にお話しを伺った。
畠山委員長は、昨年川崎市交流委員会に入会とともに委員長になり、正直馴染めるか不安だったそうだが「委員会の皆様
がアットホームな雰囲気で、温かく一員として迎え入れて頂けた」とうれしそうにお話し頂いたのが印象に残った。
次に、川崎市交流委員会の主な目的についてお聞きした。
会員企業と川崎市や市内関連諸団体との交流を行い、ビジネスチャンスに繋げる事で、そのメインイベントとして、神情協と川崎市との共
催で行う「知的財産交流フォーラム」を行う事になっているそうだ。川崎市の知的財産交流事業に参加する大手企業の知財を活用し、会員企業
が製品化を検討するフォーラムで、川崎市産業振興財団にも共催頂くので、開発費等も一部助成頂く事が期待できるそうだ。成功事例は既に
１社あり、これからも増えていく予定とのこと。「自社でパッケージソフト開発をご検討されてい
る会員企業様には、是非フォーラムに参加頂ければと思っております」と強い意気込みが伝わって
きた。
また、他にも委員会活動として、川崎市内の施設見学イベントも行っており、中でも、川崎競馬
場の来賓室からの観戦は一見の価値があるそうだ。川崎市工場夜景ツアーも好評だったとの事。
アットホームな雰囲気と、川崎市との繋がりをビジネスチャンスにしようという強い意気込みが
伝わってくるインタビューであった。

■株式会社ISTソフトウェア
40年の長い歴史を有するISTソフトウェア、
蒲田に本社をかまえいわゆるソフトハウス会
社であるがITサービスも手がけ、自社商品を
拡販しエンドユーザ志向･ストックビジネスも
展開している。パッケージでは保健所を対象
にした生活衛生管理システム「ライフ・ガー
ディアン」を全国規模で販売に力を入れ、自
治体に好評のようだ。将来的にはクラウド化
を目指している。異なる分野で興味深かった
のが、中国に進出する企業向けに日本で唯一
のサービスを行っているとのこと。日本のJIS
規格に相当する中国国家標準規格（GB規格）
を正規中国語版と日本語翻訳版をオンライン
で購入できる中国政府機関公認のWebサイト
を提供している。現在中国で生産・販売をし
ている日本企業400社が登録しうち200社が

規格購入まで至っており、日本全国でセミナー
を実施し今後さらに顧客拡大が見込める。
また、新たな動きとして医療分野拡大を目
指し、医療情報技師資格を社員に取得させる
など技術者の育成を図る計画が進められてい
る。
今回インタビューに応じられた安藤社長
は、実はITというよりは労務管理の専門家で
産業カウンセラーの資格を持ち、会社はメン
タル休職者ゼロという月もあるとのことだ。
社長に就任された年には500人余りの社員
全員と個人面談されたようで、メンタル休職者
ゼロというのも頷ける。ランニングを趣味に持
たれる安藤社長は、ランニング同行会で社員
と混ざって走られることもある。社員研修も体
系的教育を行っており、継続的人材育成され
ていることも大変強みではないかと感じた。

設　立：1976 年 7月
資本金：60800 万円
売上高：55億
社員数：465 名
住　所：東京都大田区蒲田 5-37-1
 　ニッセイ アロマ スクエア 13F
Tel：03-5480-7211
URL：http://www.ist-software.co.jp/　

■協立システム開発株式会社
栫井社長と山下取締役にご対応いただい

た。栫井社長は、元々東芝に勤務していたが、
諸事情で退職し鹿児島に帰省。しかし地方で
は仕事が無く、期限付きで上京、2年間勤務
した。その後、当時のメンバーや東芝ＯＢ４
名で会社を設立に至った。富士通経由の基盤
関連でスタートし、その後東芝関連で生産管
理を受託し、現在では、富士通、東芝、ＮＥ
Ｃを主体に基盤や医療向けを手掛けている。
バブルの頃採用に苦労し、九州営業所を設置
した。当初は現地採用・川崎勤務で何年かし
たらＵターンさせていたが、現在では14名
ほぼ全員が現地勤務である。
社風を尋ねると「和気藹々」悪く言うと

「なぁなぁ」との答。というのも基本的に中
途採用はせず、新卒採用し育ててきている。

メンバーが結婚し子供が生まれ自然と家族ぐ
るみの付き合いに発展。後輩もその先輩を見
て育つ。その繰り返しだそうだ。また、レク
リエーションにも力を入れている。野球部は
現在休部状態であるが一時期４位になったこ
ともあるそうだ。フットサルは、第1回大会
において予選リーグ同率首位も得失点差で敗
退したが、相手チームが優勝した。抽選の為、
隔年参戦となっているが、今年こそ決勝トー
ナメント進出を狙いたいとのこと。
最後に、会社設立時に作った社訓「社は人
なり、人は和なり」について伺った。この仕
事は社員みんなの頭の中にノウハウが蓄えら
れている。やはり人財（人が財産）であると
いう想いを込めているそうだ。さらに、今後
は第二新卒の採用も検討している。若手の育
成に力入れ、次の世代を育てることにも熱心

なようだ。社訓といい社風といい、人を大切
にする会社という印象を強く持った。

設　立：1979年6月
資本金：3300万円
売上高：5億2000万円
社員数：69名
住　所：川崎市川崎区砂子1-7-1
　　　　DK.KAWASAKI Bld.　6階
Tel：044-210-5678
URL：http://www.ksdnet.co.jp/

■エヌヴィ・コミュニケーションズ株式会社
横浜市鶴見区にあるエヌヴイ・コミュニケー

ションズ株式会社（以下、NVCOM）を訪問し、
取締役会長の熊田恒雄様と営業部課長の新
谷敬介様と同主任の古長祐一様にインタ
ビューを行った。
熊田会長は神情協の会員としては珍しく

（？）、SE出身でもなければ大手SI企業出身で
もない。ITとは全く畑違いの金融マン（銀行マ
ン→ファンド会社役員）であり、NVCOMに来
る事になったきっかけも、当時手掛けた買収
案件先であり、売却出来ず立て直す為に送り
込まれたからというのだから驚く。
熊田会長は、M&Aを成長戦略の一環として

位置付けており、現在の親会社である株式会
社日本アシスト（神情協会員）とも双方の強み
を活かすような形で展開しており、まさに
M&Aのプロならではの戦略だと感じた。具体
的には、NVCOMが得意とする組込系と日本ア
シストの得意とする業務系を補完し合うこと

で、多岐に渡り受託案件に対応可能となり、
以前は派遣やSESが中心であった業務も、社
内請負（持帰り）案件も増え始めているという。
順調に事業拡大を図っている事もあり、今年
度の新卒採用はなんと13名も採用したとの事
（日本アシストITS事業部含む）。人数の多さも
さることながら、昨今の売り手市場の中で何
故これほどまでに採用が出来たのかを訊いた
ところ、一言で言うと「神情協のお陰」、産学
連携やSE講座等大学関係者との人脈が奏功し
ているとの事で、社員教育も含め神情協は何
処を取っても（ゴルフも含め(笑)）プラスになる
事ばかりと大絶賛され、協会副会長の側面も
垣間見えた。
最後に、若手社員の新谷課長と古長主任に
今後の展望を訊いたところ、Web系への展開
も注力して行くとの事で、既存の強み+M&Aで
得た強み+さらなる付加価値の創出で益々勢い
を増して行くNVCOMの力強さを感じたインタ
ビューであった。余談になるが、5月末にも新

たに親会社にて1社M&Aを成功させたとの事
で、日本アシストグループとしてもさらなる成
長路線を進まれるのだと感じた。と同時に、
神情協会員企業も1社増える事だろう。

設　立：2004年8月
資本金：1,000万円
売上高：3億3,000万円
社員数：60名
住　所：横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1
　　　　ナイス第2ビル6F
Tel：045-717-5988
URL：http://www.nvcom.co.jp/

●富士通見学
私はIT業界に踏み出し

たばかりなので、詳しい
ことは分からないことも
ありましたが、富士通様
の研究物を拝見させて頂
くと興味が自然と湧いてきてとても勉強になりました。自分もいつ
かは世の中の役に立つものを開発したいと思いました。

株式会社アローズ・システムズ　中村健人

様々な最先端技術を間近で見学することができ、非常に貴重な経
験となりました。
あまり馴染みの無いスパコンなど、通常見ることのできない内部

構造を知ることで、以前より身近に感じることができました。
株式会社アローズ・システムズ　金子侑可

●NTT見学
NTT見学会では日本の最先端技

術を目の当たりにし、とても驚き
ました。出来たらいいなという事
が実現されていて、日本の技術力の高さを実感しました。様々な技
術を紹介していただきましたが、特に印象的だったのがT-ROOMで
す。ディスプレイとカメラに囲まれた空間で、通信相手と同じ部屋
にいるように感じながら会議やおしゃべりができる空間です。ただ
話が出来るだけではなく、録画をしておくことでどのような会議を
行われたかを再現できることが出来ます。ビデオ通話という技術は
よく聞きますが、この技術では同じ空間を再現することで、「あれ」
や「これ」という言葉を使った会議が可能になります。このような最
先端技術を見学させていただき、貴重な体験をさせていただきまし
た。これからの日本の技術進歩がとても楽しみです。

株式会社アイ・ピー・エル　嶋﨑未姫

平成26年5月15日（木）新入社員研修の一環として「技術見学会」を実施した。
今年度は、昨年同様、「富士通」及び「NTT」を見学した。

新入社員研修「技術見学会」 開催日：平成26年5月15日（木）
 教育研修委員会

●横浜市交流委員会

●川崎市交流委員会

委員会紹介  
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～横浜市との交流を通じ、各社の地域ビジネスをさらに発展させたい！～
協会の若手の顔でもある高橋佑至委員長を中心とした横浜市交流委員会に伺った。同委員会は現在21名で活動を行っており、常時16、17名は

活動に参加している委員会。もともとは、横浜市への働き掛け（ビジネス・交流などあらゆる側面）を目的に開設した委員会である。高橋委員長の
前には、大洋システムテクノロジーの肅敬和社長が委員長を務め、高橋委員長と肅前委員長とが行政との関係性を再構築しようとの試みで今に至っ
ている委員会でもある。
現在、同委員会は大きな柱が3本。5月下旬に委員会内の県外研修（今年は京都）、横浜市内の施設見学会、そして今年8回目となる10月下旬開

催の「横浜ＩＴフォーラム」だ。
よく知る「横浜ＩＴフォーラム」は、横浜市経済局との共催で相互乗り入れをしている事業である。
高橋委員長は「最近、横浜市との交流とは？」と良く聞かれ、考えるそうだ。「元来、ビジネスソースとして、横浜市との交流を図るものが、少し薄

らいできている感じです。とはいえ、一昨年には市大病院のシミュレーターなどで横浜市から神情協へ共同開発の声がけがあったり、昨年にはスパ
コンで地球シミュレーターなどでも施設見学ができるなど、交流側面では問題ないのですが・・・」と話した。
ただ、このままの交流が良いのか？と高橋委員長は振り返る。「シンガポール市などは、民間情報サービス産業界と連携してオープンデータを共
同で開発を行っていたり、ＩＴ業が行政の活動の主たる部分にあるのも事実。国文化などの相違はあるものの、もっとシンガポールに近づけた活動
ができるのでは？」などとも語った。
また、同席された梶本繁昌副委員長も「シンガポール市などの事例もある通り、市のオープンデータをマー
ケット市場に出回すことで、ローカルオフィスと行政、市のＩＴの窓口（同委員会）のトライアングルができる。
積極的に委員会としても推奨すべき」などと、さらなる横浜市への働き掛けを訴えるほど課題はあるという。
「会員各社が横浜市へのアプローチをしたい！また、アプローチをするには？？などの、橋渡し役をするの
が横浜市交流委員会ですし、そのようにしたい」と。もう一度委員会として、今後行政への施策の展開を図
るべき！と課題を抱き、「時代時代に応じた委員会活動の必要性を感じる」と述べていた。
また、委員会の後の懇親・交流会には、ほぼ毎回横浜市の方も参加されている。忌憚ない意見交換が
活発になされ、ビジネス分野での気付きも多い。交流を通じたビジネスへの架け橋に期待したい。

今回、川崎市交流委員会の畠山委員長にお話しを伺った。
畠山委員長は、昨年川崎市交流委員会に入会とともに委員長になり、正直馴染めるか不安だったそうだが「委員会の皆様
がアットホームな雰囲気で、温かく一員として迎え入れて頂けた」とうれしそうにお話し頂いたのが印象に残った。
次に、川崎市交流委員会の主な目的についてお聞きした。
会員企業と川崎市や市内関連諸団体との交流を行い、ビジネスチャンスに繋げる事で、そのメインイベントとして、神情協と川崎市との共

催で行う「知的財産交流フォーラム」を行う事になっているそうだ。川崎市の知的財産交流事業に参加する大手企業の知財を活用し、会員企業
が製品化を検討するフォーラムで、川崎市産業振興財団にも共催頂くので、開発費等も一部助成頂く事が期待できるそうだ。成功事例は既に
１社あり、これからも増えていく予定とのこと。「自社でパッケージソフト開発をご検討されてい
る会員企業様には、是非フォーラムに参加頂ければと思っております」と強い意気込みが伝わって
きた。
また、他にも委員会活動として、川崎市内の施設見学イベントも行っており、中でも、川崎競馬

場の来賓室からの観戦は一見の価値があるそうだ。川崎市工場夜景ツアーも好評だったとの事。
アットホームな雰囲気と、川崎市との繋がりをビジネスチャンスにしようという強い意気込みが

伝わってくるインタビューであった。

■株式会社ISTソフトウェア
40年の長い歴史を有するISTソフトウェア、
蒲田に本社をかまえいわゆるソフトハウス会
社であるがITサービスも手がけ、自社商品を
拡販しエンドユーザ志向･ストックビジネスも
展開している。パッケージでは保健所を対象
にした生活衛生管理システム「ライフ・ガー
ディアン」を全国規模で販売に力を入れ、自
治体に好評のようだ。将来的にはクラウド化
を目指している。異なる分野で興味深かった
のが、中国に進出する企業向けに日本で唯一
のサービスを行っているとのこと。日本のJIS
規格に相当する中国国家標準規格（GB規格）
を正規中国語版と日本語翻訳版をオンライン
で購入できる中国政府機関公認のWebサイト
を提供している。現在中国で生産・販売をし
ている日本企業400社が登録しうち200社が

規格購入まで至っており、日本全国でセミナー
を実施し今後さらに顧客拡大が見込める。
また、新たな動きとして医療分野拡大を目
指し、医療情報技師資格を社員に取得させる
など技術者の育成を図る計画が進められてい
る。
今回インタビューに応じられた安藤社長
は、実はITというよりは労務管理の専門家で
産業カウンセラーの資格を持ち、会社はメン
タル休職者ゼロという月もあるとのことだ。
社長に就任された年には500人余りの社員
全員と個人面談されたようで、メンタル休職者
ゼロというのも頷ける。ランニングを趣味に持
たれる安藤社長は、ランニング同行会で社員
と混ざって走られることもある。社員研修も体
系的教育を行っており、継続的人材育成され
ていることも大変強みではないかと感じた。

設　立：1976 年 7月
資本金：60800 万円
売上高：55億
社員数：465 名
住　所：東京都大田区蒲田 5-37-1
 　ニッセイ アロマ スクエア 13F
Tel：03-5480-7211
URL：http://www.ist-software.co.jp/　

■協立システム開発株式会社
栫井社長と山下取締役にご対応いただい

た。栫井社長は、元々東芝に勤務していたが、
諸事情で退職し鹿児島に帰省。しかし地方で
は仕事が無く、期限付きで上京、2年間勤務
した。その後、当時のメンバーや東芝ＯＢ４
名で会社を設立に至った。富士通経由の基盤
関連でスタートし、その後東芝関連で生産管
理を受託し、現在では、富士通、東芝、ＮＥ
Ｃを主体に基盤や医療向けを手掛けている。
バブルの頃採用に苦労し、九州営業所を設置
した。当初は現地採用・川崎勤務で何年かし
たらＵターンさせていたが、現在では14名
ほぼ全員が現地勤務である。
社風を尋ねると「和気藹々」悪く言うと

「なぁなぁ」との答。というのも基本的に中
途採用はせず、新卒採用し育ててきている。

メンバーが結婚し子供が生まれ自然と家族ぐ
るみの付き合いに発展。後輩もその先輩を見
て育つ。その繰り返しだそうだ。また、レク
リエーションにも力を入れている。野球部は
現在休部状態であるが一時期４位になったこ
ともあるそうだ。フットサルは、第1回大会
において予選リーグ同率首位も得失点差で敗
退したが、相手チームが優勝した。抽選の為、
隔年参戦となっているが、今年こそ決勝トー
ナメント進出を狙いたいとのこと。
最後に、会社設立時に作った社訓「社は人
なり、人は和なり」について伺った。この仕
事は社員みんなの頭の中にノウハウが蓄えら
れている。やはり人財（人が財産）であると
いう想いを込めているそうだ。さらに、今後
は第二新卒の採用も検討している。若手の育
成に力入れ、次の世代を育てることにも熱心

なようだ。社訓といい社風といい、人を大切
にする会社という印象を強く持った。

設　立：1979年6月
資本金：3300万円
売上高：5億2000万円
社員数：69名
住　所：川崎市川崎区砂子1-7-1
　　　　DK.KAWASAKI Bld.　6階
Tel：044-210-5678
URL：http://www.ksdnet.co.jp/

■エヌヴィ・コミュニケーションズ株式会社
横浜市鶴見区にあるエヌヴイ・コミュニケー

ションズ株式会社（以下、NVCOM）を訪問し、
取締役会長の熊田恒雄様と営業部課長の新
谷敬介様と同主任の古長祐一様にインタ
ビューを行った。
熊田会長は神情協の会員としては珍しく

（？）、SE出身でもなければ大手SI企業出身で
もない。ITとは全く畑違いの金融マン（銀行マ
ン→ファンド会社役員）であり、NVCOMに来
る事になったきっかけも、当時手掛けた買収
案件先であり、売却出来ず立て直す為に送り
込まれたからというのだから驚く。
熊田会長は、M&Aを成長戦略の一環として

位置付けており、現在の親会社である株式会
社日本アシスト（神情協会員）とも双方の強み
を活かすような形で展開しており、まさに
M&Aのプロならではの戦略だと感じた。具体
的には、NVCOMが得意とする組込系と日本ア
シストの得意とする業務系を補完し合うこと

で、多岐に渡り受託案件に対応可能となり、
以前は派遣やSESが中心であった業務も、社
内請負（持帰り）案件も増え始めているという。
順調に事業拡大を図っている事もあり、今年
度の新卒採用はなんと13名も採用したとの事
（日本アシストITS事業部含む）。人数の多さも
さることながら、昨今の売り手市場の中で何
故これほどまでに採用が出来たのかを訊いた
ところ、一言で言うと「神情協のお陰」、産学
連携やSE講座等大学関係者との人脈が奏功し
ているとの事で、社員教育も含め神情協は何
処を取っても（ゴルフも含め(笑)）プラスになる
事ばかりと大絶賛され、協会副会長の側面も
垣間見えた。
最後に、若手社員の新谷課長と古長主任に
今後の展望を訊いたところ、Web系への展開
も注力して行くとの事で、既存の強み+M&Aで
得た強み+さらなる付加価値の創出で益々勢い
を増して行くNVCOMの力強さを感じたインタ
ビューであった。余談になるが、5月末にも新

たに親会社にて1社M&Aを成功させたとの事
で、日本アシストグループとしてもさらなる成
長路線を進まれるのだと感じた。と同時に、
神情協会員企業も1社増える事だろう。

設　立：2004年8月
資本金：1,000万円
売上高：3億3,000万円
社員数：60名
住　所：横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1
　　　　ナイス第2ビル6F
Tel：045-717-5988
URL：http://www.nvcom.co.jp/

●富士通見学
私はIT業界に踏み出し

たばかりなので、詳しい
ことは分からないことも
ありましたが、富士通様
の研究物を拝見させて頂
くと興味が自然と湧いてきてとても勉強になりました。自分もいつ
かは世の中の役に立つものを開発したいと思いました。

株式会社アローズ・システムズ　中村健人

様々な最先端技術を間近で見学することができ、非常に貴重な経
験となりました。
あまり馴染みの無いスパコンなど、通常見ることのできない内部

構造を知ることで、以前より身近に感じることができました。
株式会社アローズ・システムズ　金子侑可

●NTT見学
NTT見学会では日本の最先端技

術を目の当たりにし、とても驚き
ました。出来たらいいなという事
が実現されていて、日本の技術力の高さを実感しました。様々な技
術を紹介していただきましたが、特に印象的だったのがT-ROOMで
す。ディスプレイとカメラに囲まれた空間で、通信相手と同じ部屋
にいるように感じながら会議やおしゃべりができる空間です。ただ
話が出来るだけではなく、録画をしておくことでどのような会議を
行われたかを再現できることが出来ます。ビデオ通話という技術は
よく聞きますが、この技術では同じ空間を再現することで、「あれ」
や「これ」という言葉を使った会議が可能になります。このような最
先端技術を見学させていただき、貴重な体験をさせていただきまし
た。これからの日本の技術進歩がとても楽しみです。

株式会社アイ・ピー・エル　嶋﨑未姫

平成26年5月15日（木）新入社員研修の一環として「技術見学会」を実施した。
今年度は、昨年同様、「富士通」及び「NTT」を見学した。

新入社員研修「技術見学会」 開催日：平成26年5月15日（木）
 教育研修委員会

●横浜市交流委員会

●川崎市交流委員会

委員会紹介  
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平成26年5月29日（木）～ 30日（金）横浜市交流委員会が毎年行っ
ている県外研修を開催した。
今回は、神情協がANIA（一般社団法人全国地域情報産業団体連合
会） に再加盟したことから、ANIAの長谷川会長の所属団体である
　一般社団法人京都府情報産業協会との交流を実施した。
当日の会場は、長谷川会長が理事長を務める京都コンピュータ学
院京都駅前校の会議室で交流会を開催、神情協からは常山会長をは
じめとして、原田・熊田副会長、横浜市交流委員会高橋委員長、梶
本副委員長等12名が参加し、京都情産協からは、長谷川会長（兼
ANIA会長）、ほか11名の方々と意見交換等を行った。

また、当日は、ANIA理事会が同日行われたことから、ANIA理事
会メンバー 12名も加わり、有意義な交流会となった。
意見交換会等の後は、学院内を見学した。半世紀まえのコンピュー
タなどが展示されており、参加者から「若い時に使ったマシンだ」と
いった懐かしむ声も聞こえた。
夜は京都三条の鴨川ほとりに
ある茶屋で懇親会を行った。懇
親会には、舞妓さんも登場し、
京都の情緒を充分に楽しむこと
が出来た。

県外研修・京都情産協との交流会 開催日：平成26年5月29日（木）
 横浜市交流委員会

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：YAQ

新 会 員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社シースリー
横浜市鶴見区江ヶ崎町
代表  波多江　淳一
http://www.c3-inc.jp
TEL(045)580-1677
業務  インフラ(サーバ・ネットワーク)
設計・構築・運用・保守、業務システ
ム設計
■正会員
株式会社クラフトワーク
横浜市保土ヶ谷区神戸町
代表  嵯峨　幸喜
http://www.craft-server.co.jp
TEL(045)459-9801
業務  ソフトウェア受託開発
■正会員
株式会社横芝

川崎市川崎区砂子
代表  梶原　慎治
http://www.yokosiba.co.jp/
TEL(044)222-6391
業務  システムエンジニア請負業務、
ICTシステム開発・ネットワーク業務請
負、SE・PGプログラマー派遣、物品販売
■正会員
株式会社情創
東京都目黒区下目黒
代表  宇野　幸男
http://www.johso.co.jp
TEL(03)5719-7547
業務  問題解決活動支援・プロジェク
ト支援・システム開発受託・ITスタッ
フ支援・その他SIサービス
■正会員
Sky株式会社

東京都港区港南
代表  高橋　 勇
http://www.skygroup.jp/
TEL(03)5796-2751
業務  各種ソフトウェア設計・開発・コ
ンサルティング、自社パッケージ商品
の開発・販売、各種コンピュータ／ネッ
トワークのSI事業、関連機器のSI事業
■正会員
ノックスデータ株式会社
東京都品川区南大井
代表  小林　義文
http://www.knox.co.jp/
TEL(03)3766-3735
業務  ソフトウェア受託開発業務、自
社パッケージソフトウェアの開発・販
売業務

■正会員
株式会社宮崎通信
横浜市港北区日吉
代表  濱田　順二
http://www.mtnet.co.jp/
TEL(045)560-1155
業務  ソフトウェア開発委託、WEB開
発、スマホドッグ24事業、電気工事、ネッ
トワーク工事

■賛助会員
学校法人岩崎学園   情報科学専門学校
横浜市神奈川区鶴屋町
代表 岩崎　文裕 
http://isc.iwasaki.ac.jp/index.html
TEL(045)311-5562
業務 情報、ビジネス系専門学校

地元でバンドを結成して14年になります。（バンド名：Southern 
Breeze、レパートリー：サザンオールスターズ中心に80曲、担当：ベース、
ニックネーム：バンマス）
バンド結成のきっかけ
きっかけは、子供が少年野球をやっていた頃、父兄・コーチの忘年会
での「楽器できる人この指止まれ」。言い出しっぺが地元小学校のＰＴＡ
会長で、大人を招いて「ふれあいコンサート」を開催しており、無謀にも
そこに出ようと言うのが事の始まりでした。大学の軽音出身やダンスパー
ティ全盛の頃ギターを弾いていたコーチなど、奇跡的にメンバーが揃っ
たのです。私は高校時代バンド組んでLed Zeppelinをやっていましたが、
楽器を触るのも20数年振りで、初参加の2000年は2曲仕上げるのがやっ
とでした。以降、2011年までサザンナンバーと子供も知っている曲
（Orange Range・一青窈・ゆず・いきものがかりetc.）を披露しました。
地域密着型バンド？！
地元町内会の夏祭りにも出演しています。昨年は小学校の先生方が、あ

の衣装で”Hotel Pacific”を踊ってくれました。「ふれあい」も「夏祭り」もすべ
て手作りで、スタッフとして運営にも携わる「地域密着型バンド」です。

ライヴハウスデビュー
本格ライヴハウスデビューは2010年6月、友人のバンドとジョイント

でした。年2ペースで開催していますが、昨年1月には大桟橋「風鈴」でワ
ンマンライヴを行い、サザンナンバー 22曲を披露。暮にも同じ場所で
X’mas ライヴを開催し、満員のお客様も大いに盛り上がってくれました。
今年の活動予定は夏祭りと秋のライヴです。
貴重な地元の仲間たち
現在のメンバーは9名（内、夫婦で参加がうち含めて2組）。月２ペース

（ライヴ前は毎週土日）で地元のスタジオを借りて練習しています。合言
葉は「趣味以上、部活以下」。普段でも集まって飲んだり旅行に行ったりと、
バンド活動以外でも付き合いが続いている貴重な地元の仲間たちです。

株式会社アイネット　高宮　靖

■場　所　　相模原ゴルフクラブ 
■日　時　　平成26年5月16日（金曜日）
■天　候　　快晴

着　順

優　勝

準優勝

３　位

 　　　　　 会　社　名

㈱エイ・シー・ティ

ソニー生命保険㈱横浜LPC第２支社

㈱湘南ビジネス

参加者名

板橋　哲也

百瀬　英俊

大見　好行

ネットスコア

72.6

73.2

74.6
(敬称：略）

YouTube　　サザンブリーズ

第78 回神情協ゴルフ・コンペ成績 開催日：平成26年5月16日（金）
 企業経営委員会


