
8／１1（水）ＫＩＲＣ zoom 夏季会員会 開催報告
期 日 令和 ３年 ８月１１（水） 15：00 ～ 17：00
場 所 オンラインzoom開催（岩崎理事のパーソナルミーティングルーム）

ＺＯＯＭホスト：岩崎理事、
参 加 者 会員 ９ 名 ＋ ゲスト ３ 名 計１２名

■開会ご挨拶 猪 狩 理 事 長より
zoomのお蔭で、新型コロナウイルス禍でも皆様とお会いできることが出来るという
便利な時代になりました。本日は基調プレゼンということでオランダからグロ－バル
ブリッジズのモライン代表から「最新サーキュラエコノミーのお話し」、ミャンマージャ
ポンの発行人の永杉代表からは「激動ミャンマーの現地報告」、コバヤシ精密工業
小林社長からはグロ－バルブリッジズ社のご仲介での「海外企業（オランダ）との連
携」についてプレゼンをお願いしています。 また折角の機会ですので、参加者間で
情報共有を図るべく「３分間スピーチ」を皆様にお願いします。

１部 基調プレゼン 海外報告 （15：05 ～ 16：10）
①オランダから最新サーキュラエコノミーの動き（30分）

講師 グローバルブリッジズ モライン代表（法人会員） （通訳 同 にえけ氏）
本日は、お招き有難うございます。オランダから
最新サーキュラエコノミーについてお話しさせて
頂きます。
二日前 ＩＰＣＣからインフォーメーションが発信さ
れました。
それは、オランダ人にショックを与える内容でし
た。気候変動を軸に枠組みされた環境問題は
世界中にとっても大きな話題でしたが、オランダ
にも大きなショックでした。オランダは環境にや
さしい国と認識されていますが、事実はそうでも
ないということがあります。１つの例にロッテル

ダム（欧州で最大の港）がありますが、環境汚染問題があることが事実です。
【推進されるオランダの循環経済活動の４つのポイント】
１．パリ協定 （2015）

2015年に気候変動〇〇条約会議で世界の平均気温上昇レベルを産業革命から
２℃より低い1.5℃以下レベルに維持する努力をするということが宣言されている。

２．ＥＵのグリーンディール（２０２１年）
ＩＵ（欧州委員会）が2050年までに「気候中立的な大陸になるという目標」という
グリーンディールを発表した。

３．水位上昇を回避する活動
オランダは水面下にある国として存在。国土の26%が水位ゼロより下面にある。
洪水などは、隣国にも発生する問題。水害問題は他国同様に存在する。

４．建築業界向け資材の大幅不足と資材再利用
このテーマは未解決の課題として大きく存在しています。
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「ＫＩＲＣ通信第５３号」 つづき
～環境経済活動を活性化させる事を目的と
した３つの目標～
オランダは政府と民間がコラボレーションする
という事に威ている。2015年・2016年に温暖化
に対する話し合いも頻繁に行われている。
二つの大きなテーマは 「ＣＯ2」、「素材の再
利用」です。優遇処置が計られている。トヨタの
プリウスはかなり早い段階でオランダに取り入
れられた。水素自動車の普及も試行されたが、
Ｈ2ガススタンドの立地が多くないという課題が
存在。 オランでの天然ガスの利用も検討され
たが、人工の地震発生につながるという懸念があり、中止されている。 一例として１か月前
にシエル石油が裁判でＣ０2を50％削減という判例があった。 ２０１７年にRaw Materials

Agreement が民間で締結された。

↙（2）SOCIETAL NEEDZに注目している。
マットレス製造の産業を紹介したい。
：2025年までに、マットレスを廃棄する際に
容易に廃棄できる様な品質にする。
オランダの循環性指標は24.5%で世界第1位。
（オーストリア・ノルウエーも同じ高レベル）
オランダは鉱物・化石燃料・金属・バイオマ
スなど年間2億2100万トンの新素材を消費し
ている。その内1億6700万トンが経済に戻さ
れることなく、改善の余地が残されている。

比率の高いNUTRITION（栄養）が6000万トンが早急に何とかする必要がる。２番目が自動車
の3600万トン、３番目が建築素材3200万トンとなっています。今年の初めに関わった取引で
「大和ハウス工業」のＭ＆Ａの案件がありました。建築資材の再利用に特化した事業です。

オランダはデータマネージメントに特化し
ているので、マテリアルのマッチングサイト
がプラットフォームが出来上がっています。
一つの例としてExcess Materials Exchange
という会社があります。この会社はベースに
デジタルパスポート：「通常記載されている
内容をデジタル化されている」を情報交換
している。ご興味のある方は表示されている
URLからアクセスしていただき確認をお願い
いします（英文のみ、画像多数）。

二つの中小企業の活躍の例を紹介します。 →
①Fruitleather Rotterdam（左側）
果実や動物の皮を原料にリユーズすることで
産業廃棄物の有効利用に取り組んでいる。
②オランダはお花、特にチューリップで有名ですが
しかしその廃棄にかかる費用が多額になってい
る。その花びらから再利用される塗料（顔料）が
800kg／１ヘクタール製造することが可能です。
“もったいない”の精神が実現した例です。
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最後に最近の活動報告をお話しします。
①日本の中小企業庁の補助金制度“令和3年
度Japanブランド育成等支援事業”の支援
パートナー企業に選定され、海外進出を希
望する多くの日系中小企業様の支援の幅
を広げております。

②コバヤシ精密工業とＩＭシステムの協業事
業のアレンジを開始しました。
後程小林社長様より詳しくご報告を頂く予定
です。
③別会社を日本に設立中。
浚渫（しゅんせつ）事業（オランダ／日本）

を行う会社がダムの脱塩を支援するために、新しい技術を日本に導入すべく、水力発電
事業を展開していく予定。※日本の新型コロナウイルス感染が終息した折は是非日本を
訪問し、皆様にお会いできるころを楽しみにしております。ご清聴ありがとうございます。

②激動ミヤンマーの現地報告 （30分）
講師 MJIホールデング永杉豊代表 （情報誌ミヤンマージャポンの発行人）

現在、ミャンマーで情報紙を発効しています。
情報紙は2月のクーデター以降国軍傘下と
のなり30社位の情報紙が現在５社位（ミャ
マージャポンを含めて）になってしまった。
残りの情報紙はフェイクニュースだと位置づ
けられ、逮捕・拘束され、獄中で死去された
方もいます。今私の発行している「ヤンゴン」
ビジネスに特化していることで存在している。

↙今日ここでお話しするのはここだけでの
話とさせてください。

※事務局からも慎重な取り扱いを希望します。

今回のクーデターの流れは、下記の
↓ （１）～（７）に示した背景・事項が存在す

ると考えらる順次お話しさせて頂きます。
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この内容はミャンマージャポンのニュース
メールで流していますが、国連大使という
者がミャンマーから選出されていて存在し
ますが、この方は3本指を立てています。
→独立を意味して、反軍事政権を指して
います。2月下旬のできごとでしたが、
軍事政権としたら、泥を塗られたことと
なり、解雇されたが、軍事政権は国際
的に一国も認めていないので、この大
使はその任務を継続し果たしている。

← ミャンマーの国旗は2010年10月に制定されました。
以前は稲穂の絵・星が14ケ描かれていました。

11年前に出来上がった若い国と言えます。

← ７地域、7州、１連邦直轄区域で構成さ
れています。国内には135の民族が居
住しています。 主にビルマ族が7割い
ますが、この135の民族はそれぞれ仲
が良いわけではない。相互に外国人的
な認識を持ち合わせている。 異なる
部族同士の婚姻は親の猛反対を受け
る。人口は5,400万人（日本の半分弱）
国土は日本の1.8倍ある。公用語はビ
ルマ語、識者は英会話も可能。従って
ビジネスの会話は英語で済んでしまう。

宗教は上座部（じょうざぶ）仏教が約90%で、日本の仏教とは異なる敬虔で、厳格な仏教徒
です。 経済の為替レートは約1650チャットでしたが、クーデター後は現地通貨の価値は
下落しています。経済成長率は6～7％／年で順調で、一人当たりGDPは1332ドルです。
ヤンゴン、マンダレーといった都市圏でのＯＬ（英語堪能）給与は、１万円強というレベル
です。 またその他の語学も堪能なビジネス
マンは、5～10万円の給与という状況です。
一方、物価水準は朝ごはんで50～100円
で食べられます。一日500円位で済みます。
ヤンマービール（現地ブランド）は、１本

100円で売られています。
美味しいビールが100円で頂ける、こんな
パラダイスな国は無いと感じています。
７／２に出版させていただいた新書です→
印税は100% ミャンマーに寄付します。
本日は機会をいただき、有難うございまし
た。
【付記】 清水理事（本日は欠席）よりのメッセージを紹介：
今回はは、ご講演有難うございます。毎日配信を頂いております「ミャンマー最新ニュー
ス」を拝見させております。有難うございます。今後共ＫＩＲＣ活動へのご支援をよろしく
お願いします。



「ＫＩＲＣ通信第５３号」 つづき
③海外企業との連携を

講師 コバヤシ精密工業 小林昌純社長

今年のＫＩＲＣさんの新年会で講演させて頂いた際、グローバルブリッジズのモライン様
・ にえけ様と知り合いとなり、その後にえけ様よりご連絡を頂きグローバルブリジズ様
のオランダのＨＰに我が社（コバヤシ精密工業）の紹介英文の掲載を頂きました。
我が社にとって海外に向けて情報発信する機会はなかったので、お手伝いを頂いた
ことを感謝しています。その後、ＩＭ Ｓｙｓｔｅｍｓ社という企業をご紹介いただきました。
弊社も興味がありますということで、その後相互の会社のプレゼンを実施し、我々は
町工場そして ＩＭ Ｓｙｓｔｅｍｓ社はベンチャー（設立7～8年）という立場で、非常に興味
がありました。日本の市場でも受け入れられるのではないかとの想いで、お手伝い及
び輸出入の実績も付けたいと考えました。先方も技術に対して熱心であるかとが感じ
られた。そこでモライン代表に御仲介をいただき、ＮＤＡ（秘密保持契約）を結び、それ
ぞれの情報を開示しながら、どんな業務の提携ができるかについては話し合いを重ね
ているところです。ZOOMでは２～３回お話しをさせて頂きある程度の方向性が出た段
階です。今年から来年にかけて協業にしていくことが、大まかな流れです。
今年の正月の出会いから今日までに発展していくという形は、我々だけでは想像もつ
かない状況でした。大変感謝の気持ちをもっております。

【モライン代表よりコメント】 ：
我々も大変光栄に思っています。 ＩＭ Ｓｙｓｔｅｍｓ社は大変若い会社で、独奏的なアイ
デアを持っていて、ポジチィブでコベセイ様の市場力・高品質力と協業できるのではな
ないかと思っています。 今後共、ＫＩＲＣ様にも良いご報告ができればと思っています。
オランダには沢山のスタートアップカンパニーがあります。アクティブで海外に進出した
いとの野心も抱いています。ＫＩＲＣのメンバー様の中で、もう少し情報が欲しいなどが
あれば、喜んお受けしますので、お声掛けをよろしくお願いします。
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【猪狩理事長より】 ：
小林社長、本日は有難うございました。
貴社のメルマガを読ませて頂いています。 我々の仲間にもご紹介しますのでよろしく
お願いします。若い社員もいらっしゃってオリンピックのドローンの話もされていてた
しく拝見しました。 今後共よろしくお願いします。

≪ 休 憩 ５分 ≫

【当日参加者の集合写真】

１列目
猪原理事 岩崎理事 小川理事 猪狩理事長

２列目
会員 グローバル

ﾌﾞリッジズ
代表 モライン氏

タイ
海外特別会員
小林 豊氏

会員
かちどき
特許事務所
高橋幸男氏

ゲスト

豊田啓志氏

３列目
ゲスト
ビタミンママ
会長 渡辺順子氏

グローバル
ブリッジズ
にえけひとみ氏

コバヤシ精密
工業 社長
小林昌純氏

情報紙 ：ミャンマージャポ
ンの発行人、
ＭＪＩホールディングス
代表取締役 永杉豊氏

会員 グローバル
ブリッジズ

にえけひとみ氏
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２部 参加者による３分間スピーチ（11時～11時30分）
【猪狩 理事長】
３分間スピーチに慣れて頂く意味で、皆様に参加して頂く様にお願いします。
ワクチン接種も2回を済ませ、一安心（予約を取るのに結局は、娘にネットで実行）
巣ごもりが続いている生活の変化は、3食を自宅で取ることである・・・人生に中で貴重
な体験。当たり前の様だけど、人生の中で、3食自宅で取る期間は意外に少ない。
つくづく家人の苦労には頭が下がる。 外食の多かった現役時代の食事で印象に
残つていたことがある。某企業の医療番組を担当していた頃、番組の打ち合わせは
昼食をとりながらのビジネスランチが慣習だった。 司会役の医事評論家のS氏はホ
テルオークラの【桃花林】がお気に入り、毎回、メニューを聞いてくる、そして細かい
注文をする。
人生あと何回食事が出来るか数えられる年になると毎食しっかり納得をした食事をし
たいのだとのことでした。 コロナのおかげで3食内ご飯の機会をえてS先生の教え守
る条件は整ったが、実行は難しそう。

【小林豊 タイ海外特別会員：バンコックより報告】
コロナ禍のタイの現状について：
〇政府の動き：過剰な反応をしてオーバーな報道がある。
〇市内の状況：夜のネオンも無し、エンターテーメントも中止、デパートも閉鎖され
スターバックスも閉めているなど、民間企業への打撃が大きい。
画像の紹介・説明：我が家の付近の画像紹介

↓

店が閉まっている状態

食事はテイクアウトのみ、以前の外食は不可能な状態。
※現在、従来からの作家活動を継続。
※正常化への期待→東京に帰国の予定。（日本定住を目標）
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【ビタミンママ 代表渡辺順子氏】
「ビタミンママ」というお母さんが元気になる情報紙を発行しています。東京の西側で
活動しています。コロナ禍、在宅の仕事には違和感が無い。登山が好きですが、中々
行けないのが残念です。その他にヨガが好きで、10年位続けています。通禍常は30人程
集合して実施しますが、コロナ禍で先生を招いて５～６人参加に変更しています。
ビタミンママの「子供達の笑顔を提供したい」の活動で、巣ごもりの家族のために「読書と
食」をテーマにレシピを料理研究家の方に書いていただき、それを可愛いイラストに描い
ていただき、保育園に配布するという流れです。
【猪狩理事長より】 ： フェイスブックで山の写真を拝見しています。

新しい本は何時発刊ですか→10／20に創刊予定です。

【豊田 啓志氏】
猪狩様とは知り合いでしたが、ＫＩＲＣ様主催のＪＡＬの整備工場の見学会に参加させて
頂いた経験があります。 広島出身で、ソニーに30数年勤務後（ＩＴ、バイオの仕事）、３年
間台湾の電気企業に駐在勤務しました。外資の勤務経験はしんどくて3年勤務で60歳に
なったので退職しました。今藤沢在住です。 一生続けられる趣味をやろうと沖縄の
三線を趣味でやっています。水泳も続けています。いずれも80歳代の先生に教えて頂
いてます。旅行が一番好きですが、なかなか行けない今の状況が残念です。

【会員 高橋幸男氏】 かちどき特許事務所 代表（弁理士）
特許の申請代理人という仕事で、特許庁とやりとりしています。
コロナ禍で大打撃を受けています。理由：テレワークに移行したことで、審査が遅延し
こちらかの申請に対して返事が来ないなど課題が発生。
発生１年で解消したのかと思っているが、オリンピック開催で感染者数が拡大しまた
リモートに戻り、我が事務所の売り上げも緊急事態宣言と同じ状態になっています（笑）
昨年の様に、補助金が貰えないと思うので、厳しいなと感じています。
対策は練っているが、中々行動までには至っていない。私の知人が、昨年の６月頃に
コノコロナ禍は３年継続するよと言っていた。理由：100年前のスペイン風邪が３年だっ
たから。→彼の予想は当たっていると思えてきた。
事務所移転： ９月に武蔵小杉から大和に引っ越します。

事務所を三島から静岡駅前に移転：浜松の競合の多い地域を回避。
（両親の実家は名古屋）

【猪原 理事】
ワクチン接種は無事２回完了。左腕に違和感を感じる程度で問題無し。
地域（町内）社会への貢献活動をしています。 特に地域防災活動に重点を置いてい
ます。
広報紙の作成活動をしています：21組長さんに配布
防災訓練を実施します：9月に実施予定。

【石川副理事長】 猪狩様より報告
再入院されて、本日は欠席という連絡がありました。
（米国に行かれる予定もあったと伺っていました）

【小川 理事】 皆様に大変ご心配をおかけしました。
病院診断：「第１腰椎圧迫骨折」 ：原因は尻もち
入院期間：3週間 （治療はベットに横になっている事）
現状は重いものを持つことは禁止、コルセットの装着。
骨密度の測定等、自分自身の身体的データの策定など
事故にならないための準備の必要性を感じました。
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【今後の会議開催予定】 小川理事より報告
９月 理事・業務委員会 ・・・９／１３（月）10：00～11：30 決定
１０月 理事・業務委員会 ・・・10／ （月）10：00～11：30
１１月 社員総会 ・・・11／ （ ） 10：00～12：00

※本日の会議終了後、「夏季会員会」開催速報をメールで送信の予定。

【岩崎 理事】〇近場での運動 〇余暇を楽しむ 〇自宅で有意義に過ごす

【日野 理事】メールによるメッセージ
今回夫婦のワクチン接種が完了したので、娘夫婦・孫に面会のため移動中です。
コロナ感染拡大のため延期中で、やっとの実現となりました。

【東 会員】メールによるメッセージ
ワクチン接種は完了しています。 「ある町の高い煙突」守りであったわが身には、
今回のコロナはとりわけ脅威です。早寝早起き腹八分目（貝原益軒の養生訓）を守
っての生活を過ごしています。我が国初の煙害問題は、小中学生向けのＳＤＧｓの
範例として教材になっています。

猪狩理事長より一言：
ＫＩＲＣの夏季会員会は３年目になると思いますが、企業間の連携などへの貢献など
ＫＩＲＣの新たな実績も残せる様になりました。
zoomの採用でホスト役の岩崎理事に負担をかけていますが、これを機会に新しい
分野の探求などに努力していきたいと思います。
本日はご参加有難うございました。

「編集 小川康雄」


