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詳細は議事録

期
日:平成 28 年 11 月 25 日(金) 会 場:桜木町クリーンビル４階 セミナールーム２
出席者： 正会員 10 名 (議長への一任委任状提出正会員 6 名) 、ゲスト
【ミニセミナー】新入法人会員 ㈱野毛印刷社 代表取締役社長 森下 治氏 および （有）ウェザーメディア
代表取締役 常陸 清氏より両社の沿革・経営方針・事業の紹介など興味深い内容のご説明を承った。
【KIRC 社員総会】
1.開会の挨拶および 28 年度の総括、29 年度の新たな展開の抱負について（猪狩理事長より説明）
28 年度の実績：■9／15 IDEC と共催 9／15 「タイ・ベトナムのレンタル工場最新事情」（懇親会 KIRC 仕切）
■1／29 IDEC と後援協力： 新春特別企画、「ASEAN 経済統合」
■2／4 川崎商工会議所と共催 :「新生ミャンマーの今後の展望」
■自前の研究会セミナー：
11／27「航空機産業近未来」、6／3 「リンカーズシンポジウム」
■【会員の活動】： 〇7／8 川崎商工会議所主催「貿易実務講座」石川会員が講師として登壇。
〇東会員が KSP の国際会議のアテンド役として採択される。
〇後藤会員（当時）のコーディネーターでリコーの研究施設見学会を実現。
〇8／26 夏の「会員会」開催：会員 22 名、ゲスト 5 名、ミニプレゼン 5 名参加、暑気払い懇親会 17 名参加。
〇【その他会員の活動】：
中西会員：京丹後での地域支援活動、小林会員：タイでの現地活動、樋代会員：お三宮街おこしイベント
清水会員：ミャンマー視察
■10／28 会員企業見学会：野毛印刷社見学 会員５名参加
■研究会セミナーの行政との共催・後援・協力の関連：IDEC、川崎商工会議所、KIP、横浜商工会議所、
神奈川産業技術センター、川崎市産業振興財団、日刊工業新聞
29 年度の計画 :今期の活動に■人生 100 歳時代の設計図、■一億総活躍世代、■ＫＩＲＣのレイゾンデイト
■ＫＩＲＣの基盤

KIRC 通信 第 22 号 (2)
第５期
（2016.10～2017.9） 活動報告
()(()(１)

Vol.22 2016. 12 月発行

社員総会・ミニセミナー・交流会
開催報告(11/25): 詳細は議事録
日:平成 28 年 11 月 25 日(金) 会 場:桜木町クリーンビル４階 セミナールーム２
■ＫＩＲＣの基盤 :ＫＩＲＣを支えるネットワーク
参照

期

神奈川県

≪ＫＩＲＣの今期も企画が進んでいます≫
■11／18 ＫＩＲＣ特別企画「航空機産業の近未来」の第２回セミナー実施
会場：共同オフィス
■川崎商工会議所との共催企画
〇ベトナムセミナー１２月１４日
〇ミヤンマーセミナー ２月２７日
■「KIRC-リンカーズシンボジウム」第２回
■ その他
産業分野に広く浸透、ドローンの進化
３D プリンターはここまで来ている

３月
ﾉﾅﾐ

千葉大 野波教授
横浜国大 丸尾教授
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活動報告

社員総会・ミニセミナー・交流会 開催報告(11/25): 詳細は議事録参照
2.議 事

KIR

Ｋ

第 22 号 (3)

1 号議案 28 年度事業報告・活動計算書
2 号議案 29 年度事業計画・活動予算書
3 号議案 理事・監事、業務委員の就任
※1～3 号議案すべて、原案とおり満場一致で承認されました。
4 号議案 ＫＩＲＣ 会員規則の一部改訂について ※修正案動議があり、修正案が満場一致で承認され
ました。
猪狩理事長の 29 年度の新たな展開の抱負説明 etc

第１号議案～３号議案の説明（猪原委員・小川委員）

第１号議案～４号議案の説明（小川委員・猪原委員）

ミニセミナー講師：㈱ 野毛印刷社 代表取締役社長

森下 治氏

KIRC 第５期のスタート時にご入
会をいただいた法人会員様で
す。
8／26 にはＫＩＲＣ会員５名での
会社見学を実施させていただき
ました
（写真）代表取締役社長 森下
治氏
【会社概要】
創
業 昭和 23 年
ＫＩＲＣ会員・懇 親 交 流 会

会員・懇親交流会：ｳｴｻﾞｰ ﾒﾃﾞｨｱ 常陸社長※
（前列右から３人目） （※ミニセミナー講師）

特定非営利活動法人 神奈川中小企業活性化センター
１１月

２８年度社員総会議事録

１

日時

平成２８年

２５日（金）１４：００から

２

場所

横浜市中区桜木町 1-1-55 クリーンセンタービル 4 階
横浜市市民活動共同オフィス

３

社員総数

４

出席者の数 １６ 名（うち電磁的方法表決者

１７：１０ まで

セミナールーム２

３０ 名
６名：社員総会の事前に受理）

（議決権行使出席者：猪狩、石川、猪原、小川、清水、日野、東、高橋、廣瀬、上野、）
５

議事録署名人

石川雅也、小川康雄（満場一致で承認）

≪ミニセミナーの開催≫
猪狩理事長より第５期の新入法人会員となった 野毛印刷社 の紹介：
〇ミニセミナー（30 分）：法人会員

(株) 野毛印刷社

代表取締役社長 森下 治 氏

石川副理事長より産業貿易センターＢ１の店舗で営業中のウェザーメディアの紹介：
〇ミニセミナー （30 分）: （有）ウェザーメディア

代表取締役 常陸

清氏

※ 講演内容の記載は省略させて頂きます
≪社

員 総

会≫

６ 開会の挨拶および４期目の総括と５期目の新たな展開の抱負の解説（画像投影）（猪狩代表）
①今期の活動に（ページ２）：
・・・黒岩知事「人生１００歳時代の設計図」を考えるキックオフシンポジウム より
■人生 100 歳時代の設計図
■一億総活躍社会
■ＫＩＲＣのレイゾンデイト（存在理由）
②ＫＩＲＣの活動の基盤

（ページ３）：

③ＫＩＲＣの活動の基盤

（ページ４）：

■KIRC を支えるネットワーク
現時点で、ＫＩＲＣのセミナー開催事業および中小企業への支援活動に対して連携を取っ
ている地方自治体・報道企業・中小企業支援団体は下記の通りです。
当該団体への加盟（年会費支払）によりネットワーク、コミュニケーション力を強化して
、ＫＩＲＣ開催セミナーの集客数のアップなどに繋げている。

神奈川県

④ＫＩＲＣ今期も企画が進んでいます（ページ５）：
○【２９年度の予定 】：下記事業活動の説明
■ＫＩＲＣ特別企画「航空機産業の近未来」セミナー
11 月 18 日

実施

会場：共同オフィス

■川崎商工会議所との共催企画
12 月 14 日
2 月 27 日

ベトナムセミナー
ミャンマーセミナー

■ＫＩＲＣ－リンカーズセミナー企画

３月

■その他検討企画
産業分野に広く浸透、ドローンの進化

千葉大

野波教授

３Ｄプリンターはここまで来ている

横浜国大丸尾教授

ＫＩＲＣ前期の活動（１）（ページ６）：
○研究会セミナー行政、団体との共催企画
■ＩＤＣと共催

９月１５日

「タイ・ベトナムのレンタル向上最新事情」
会場：横浜情報文化セターホール
懇親会：ＫＩＲＣ仕切り
■ＩＤＣと後援協力

１月２９日

「新春特別企画、ＡＳＥＡＮ経済統合」
会場：横ＩＤＥＣ会議室
■川崎商工会議所と共催

２月４日

「新生ミャンマーの今後の展開」
会場：川崎商工会議所

会議室、懇親会ＫＩＲＣ仕切り

ＫＩＲＣ前期の活動（１）

ページ７：

〇自前の研究会セミナー
■「航空機産業の近未来」
会場：共同オフィス会議室

１１月２７日
懇親会

■ＫＩＲＣ－リンカーズ シンポジウム

６月

３日

「オープンイノベーションと中小製造業のマッチング」
会場：共同オフィス会議室

懇親会

〇会員の活動
■川崎商工会議所主催「実践貿易実務」講座

７月

８日

石川会員が講師として登壇
■東会員がＫＳＰの国際会議のアテンド役として採択される。
■後藤会員のコーディネーターでのリコーの研究施設見学会が実現した
〇 ＫＩＲＣ会員の活動

ページ 8：

■夏の社員会
２２名の参加、ゲスト５名、
ミニプレゼン５名

■会員の活動

８月２６日
暑気払い・懇親会
１７名

参加

中西会員：京丹後での地域支援活動
小林会員：タイでの現地活動
樋代会員：お三宮街おこしイベント
石川会員：川崎商工会議所、「実践貿易講座」講座
後藤会員：出身企業リコーの海老名研究施設見学会
東

会員：ＫＳＰの国際会議アテンド、原子力問題講演

清水会員：ミュンマー視察
■会員企業見学会 １０月２８日 ㈱野毛印刷社見学
集合写真：北澤常務・５名の参加者

■研究会セミナーの行政との共催、後援、協力
ＩＤＥＣ、川崎商工会議所、ＫＩＰ、横浜商工会議所、神奈川産業技術センター
川崎市産業振興財団、日刊工業新聞
７

議 題
第１号議案

平成２８年度の事業報告書及び活動計算書の承認の件

第２号議案

平成２９年度 事業計画 及び活動予算の承認の件

第３号議案

理事・監事の就任 及び 職務分担の承認の件
業務委員名と職務担当の承認の件

８

議事の経過の概要及び議決の結果
（１）第１号議案

平成２８年度の事業報告書及び活動計算書 承認の件

（説明：小川委員・猪原委員）
①活動計算書： 経常収益
（単位 千円）

事業費

650.3

管理費

240.9 434.9

前期繰越財産額
－25.5

次期繰越財産額

584.6

②事業報告書： 240.9 千円（各事業の総計支出額）
※JETRO の専門家派遣事業の受託がなかった。相談事業についても実績なし。
→活動計算書、事業報告書の内容確認を諮ったところ、満場異義なく承認された。
（２）第２号議案

平成２９年度 事業計画 及び 活動予算の承認の件

（説明：小川委員・猪原委員）
①活動予算書：経常収益
（単位 千円）

740

302

事業費
420.5

管理費

前期繰越財産額

584.6

次期繰越財産額

602.1

②事業計画書： 302 千円（各事業の総計支出額）
→ 事業計画 及び 活動予算の内容確認を諮ったところ、満場異義なく承認された。

（３）第３号議案

理事・監事の就任 及び 職務分担の承認の件、業務委員名と職務

担当の承認の件 (説明:猪狩代表) 内容は別紙参照
※第４期中に業務委員に就任した日野 順三委員が追加された。
理事長

猪狩惇夫

副理事長

石川雅也

代表・統括
事業担当（海外事業展開事例研究会）

副理事長

事業担当（横浜売れるモノづくり研究会）
宮崎 孝

副理事長

渡邉智子

事業担当（横浜売れるモノづくり研究会、
・地域活性研究会）

監 事

ＮＰＯ監事
三浦 誠

業務
委員

猪原 修三

会 計・経 理

小川 康雄

ＮＰＯ 担当・総務・会員管理

岩崎 康之

広 報・ホームページ・記 録

清水 英夫

企 画・補助金・助成金申請

日野 順三

事業活動 企 画

→ 理事・監事の就任・職務分担について諮ったところ、満場意義なく承認された。
→ 業務委員の委員名と職務担当について諮ったところ、満場異義なく承認された。
（４）第４号議案

ＫＩＲＣ 会員規約の改定

現行の会員規約に、以下の（附 則）事項を追加する。（小川委員より説明）
（附

則）

１ 新規入会の個人会員は、入会１年目の資格は「賛助会員」とする。
途中退会がなく２年目を迎えた場合は、理事会の承認を得て「正会員」資格
とします。
【質疑応答】
規定の文書としての構成に見直しが必要との動議があり、提案者より修正規定書
を後日受領し、「会員規約書」とする。
改訂の主旨について諮ったところ、満場異義なく承認された。
→後日、会員には別途報告の予定
（５）その他 協議・連絡事項
■会員の入会・獲得の送信について
〇猪狩理事長より 50 名規模まで、会員数を確保したいとのお話。
〇ＫＩＲＣのホームページの更新が必要：
・「セミナーの開催報告」の掲載が更新されていない。
ＫＩＲＣホームページ：2013 年、2014 年の活動報告以降更新されていない
海

事

研：2016 年 2／4 ミャンマーセミナーまで

注）現実としては、その後の海事研セミナーは開催されてない。

売れるモノ研：2015 年 11／27、特別セミナー「航空機産業の近未来」を開催まで
→ＳＥＯ対策などの方法があるが、費用対効果を考えると、現ＫＩＲＣとして採用
すべき対策ではない。（事務所経営の会員談）
※第５期の重点課題として、今後対策を検討する。
■総務担当・小川委員より
・１１月末までに、国税・県法人税・市法人税の納税予定報告。
・１２月末までに、県ＮＰＯ法人協働推進課へ「28 年度事業報告」の提出予定報告。

平成２８ 年

１２月

１９日
議

長

猪狩

惇夫

㊞

議事録署名人

石川

雅也

㊞

議事録署名人

小川

康雄

㊞

