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新年賀詞交歓会を開催
年頭恒例の新年賀詞交歓会が１月１８日、来賓・会員合わせて１１４名が参加して、盛大に開催され
ました。
冒頭あいさつに立った大島会長は、
「様々な法や仕組みも、魂がこもって初めて成果につながる」と、
行政や支援機関の産業支援のあり方に触れ、新しい年のスタートにかける思いの一端を披露しました。
続いて、坂本 健板橋区長、大野はるひこ区議会議長、金田文人池袋労働基準監督署署長、外勢直樹
板橋法人会会長などからの来賓祝辞が続き、板橋区商店街連合会副会長の小原貢久さんの乾杯でにぎや
かに懇親会がスタートしました。
和やかに祝宴は進み、樋口副会長の機知に富んだ中締めにより、盛会のうちに散会となりました。

大島産連会長

坂本板橋区長

採用でお悩みの企業様必見！

■『求人対策セミナー』を開催します
人材不足が叫ばれている昨今、人材確保
は企業にとって避けて通れない問題です。
そこで今回は『ネット時代のハローワー
ク活用術まるわかり』と題して、産連主催
セミナーを開催します。経営者・採用担当
者必見の講座です。ぜひご参加ください。
日時：３月７日（木）18:00～20:00
場所：ハイライフプラザいたばし
定員：６０名
主催：（一社）板橋産業連合会
後援：（公財）板橋区産業振興公社
◇このセミナー参加企業は、後日講師に直
接相談できる区公社の専門家派遣相談事業
（無料）が利用できます。詳細は同封の案
内チラシをご覧ください。

今月のメニュー
◆ 平成３１年 新年賀詞交歓会開催ほか
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◆【新入会員紹介】めぐるでんき㈱様
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◆【ご案内】３Ｄ ＣＡＤ講座
２Ｐ
◆【ご案内】新入社員合同ビジネスマナー研修
２Ｐ
◆【ご案内】絵本ワークショップについて
３Ｐ
◆【表彰】会員企業関連の表彰について
３Ｐ
◆【イベント】第２３回機械要素技術展について ３Ｐ
◆【ご案内】各講習会、ゴルフ大会等
４～６Ｐ
◆ 理事会・専門委員会の開催状況
６Ｐ
◆ 活動報告・今後の行事予定・支部活動報告
６Ｐ
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今月の
入会企業様
社

めぐるでんき株式会社（板橋大山支部）

めぐるでんき株式会社
MEGURU Energy Co,Ltd
〒173-0004 東京都板橋区板橋３－４－９
メゾン・ド・フルール板橋 101

名

所在地

事業内容

代表者
電 話
メール
Ｈ Ｐ

１２月入会

・再生可能エネルギーによる発電事業
・電力小売事業 [ 登録番号 A0527 ]
・スマートシティー/スマートコミュニティ事業
※板橋区スマートシティプロジェクト認定第１号
・社会インパクト投資事業

代表取締役社長 渡部 健
電 話：03-5656-5458
meguru@meguru-energy.com
https://meguru-denki.com

【企業ひとことＰＲ】
めぐるでんきは、まちのエネルギーを創る地域エネルギー会社です。
再生可能エネルギー比率を可能な限り高めた電力小売事業(自家消費を促す太陽光発電無料設置
にも対応)、災害時対応からピークカットまでエネルギー需給を最適化するエネルギーマネージメン
ト事業。企業やご家庭の「エネルギーホームドクター」として、生活に不可欠なエネルギーサービ
スを提供。これらの事業で得た収益の一部を、地域課題解決のために活動するグループや団体に投
資することで地域に還元する、ソーシャルインパクト投資事業を合わせて展開しています。
※このコーナーでは、順次新入会員企業様をご紹介していきます。

募

集

好評の講座がリニューアルして登場！

３Ｄ ＣＡＤ講座のご案内

毎回好評を博している３Ｄ ＣＡＤ講座のリニューアル版です。
今回は３Ｄソフト「Ｆｕｓｉｏｎ３６０」の全４日間の講習となり、基本
操作を前半２日間、実習として３Ｄモデルの作成を後半２日間行います。
業務でＣＡＤが必要になった方、事業所で導入を考えられている方、３Ｄ
ＣＡＤの基本操作を学びたい方など、ぜひこの機会をご利用ください。
日

会
対

程：Ａコース ２月１９日（火）～２２日（金）
Ｂコース ３月 ４日（月）～ ７日（木）
各コース全４日間 18:30～21:00
場：板橋産連会館 ２階ＰＣ教室
象：ウィンドウズ、エクセルの基本操作ができる方
（３ＤＣＡＤの操作経験は問いません）

◎詳細は同封の案内チラシまたは板橋産連ホームページをご覧ください。

ご案内

主催：東京工団連・共催：板橋産業連合会など

「新入社員合同ビジネスマナー研修」のご案内

新入社員を対象とした「新入社員合同ビジネスマナー研修」が開催されます。企業の将来を担う、
新入社員を対象に「社会人としての姿勢・心得」
「ビジネスマナー習得」を目指します。
日 時：４月４日(木)～５日（金） 各日 9:30～17:00
会 場：銀座ブロッサム中央会館 ７階会議室「ジャスミン」
定 員：３０名(申込み順 定員に達し次第締切)
参加費：1 人 8,000 円
◎詳しくは同封の案内または下記ホームページをご覧ください。
http://tokyo-koudanren.or.jp/news/190109165413.php
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ご案内

主催：板橋産業ブランド戦略会議（板橋区産業振興課ほか）

ワークショップ「絵本を知ろう、絵本を作ろう」

大村製本㈱様（清水前野支部）が事業協力する、本づくり＆工場見学のワークショップが３月２７
日に開催されます。
板橋区産業振興課が取り組む産業活性化戦略の一つ、板橋
産業ブランド戦略会議の印刷関連産業分科会などが主催して、
「絵本がどうやってできるか」を実体験します。期間中は、い
たばしボローニャ子ども絵本館の絵本を自由にご覧いただく
こともできます。
開催日：３月２７日（水）13:00～16:00
場 所：大村製本㈱ 板橋区前野町３－４３－７
内 容：絵本づくり体験・工場見学など
対 象：区内在住・在学の小学生３～６年生とその保護者
定 員：１０組（定数を超えた場合は抽選）
参加費：１名 50 円（保険代金）
申込期限：２月２８日（木）

併せて同会場にて、３月２５日(月)～２９日(金)の期間、いたばしボローニャ子ども絵本館による
世界の絵本展示が実施されます。こちらはどなたでもご参加できます。
◎お申し込み等詳細は同封の案内チラシまたは下記板橋区ホームページをご覧ください。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/094/094863.html

表

彰

平成３０年度

東京工団連会長表彰

毎年この時期に開催されている東京工業団体連合会の表彰事業で、今年度は、㈱三星光機製作所
（板橋大山支部）の佐藤 宏さんが、産連会員企業から唯一、２０年以上の成績優良従業員に贈られ
る永年勤続優良従業員表彰を受賞されました。おめでとうございます。

表

彰

日刊工業新聞社「第３６回優秀経営者顕彰」

日刊工業新聞社が国内の優れた中小企業等経営者を表彰する「優秀経営者顕彰事業」で、技研精
機㈱（志村支部）取締役会長の宮﨑 昭さんが「優秀創業者賞」を受賞されました。おめでとうござ
います。
日刊工業新聞社ホームページ
https://corp.nikkan.co.jp/p/honoring/yushukeieisyakenshou

イベント

２月６日～８日・東京ビッグサイト

第２３回機械要素技術展に会員企業８社が出展

機械要素技術展（M-Tech）は、軸受、ベアリング、ねじ、ばねなどの機械要素や、金属、樹脂に
関する加工技術を一堂に集めた国内最大級の専門技術展です。今回も会場には板橋産業連合会の会
員の皆さまが出展されています。前号ニュース同封の無料招待券をお持ちいただき、ぜひお出かけ
ください。
◇出展会員企業一覧（順不同、敬称略）
※同日同会場開催の「工場設備・備品展」にも
技研精機㈱
昭和電器㈱
会員企業様が出展されています。(順不同、敬称略)
㈱有我工業所
㈱昭和螺旋管製作所
アトミクス㈱
㈱グラント
㈱サイトウ製作所
集塵装置㈱
㈱尾崎製作所
㈱ＴＯＫ
オフィシャルサイト→ https://www.japan-mfg.jp/ja-jp/about/mtech.html
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ご案内

共催：（一社）池袋労働基準協会など
～労働基準法労務管理講座～

「働き方改革関連法と、迫られる労基署対応」

働き方改革関連法がこの４月から順次施行されます。改正法の中には、時間外労働の上限規制や年
休付与義務等罰則付きのものもあり、法遵守させるための労基署の監督指導はより厳しいものとなる
ことが予想され、また悪質とみなされると送検対象になることもあります。
この講座は、罰則付きの改正法や様式が変わった３６協定、さらに労働時間の適正把握等について
企業の注意事項、労基署への対応等の内容になっています。施行前のこの時期にぜひご参加ください。
日 時：２月２２日（金）13:30～16:20
講 師：森井 博子 氏（元労働基準監督署長 特定社会保険労務士）
会 場：大田区立消費者生活センター ２階大集会室
定 員：８０名（先着順）
受講料：基準協会会員 4,000 円（消費税込） それ以外の方 6,000 円
お問い合わせ：(一社)池袋労働基準協会
TEL：03-3988-6344 FAX：03-3988-6366
◎詳細・お申し込み方法等は下記ホームページをご覧ください。
http://www.ikerokyo.or.jp/img/2019_0222_ohta.pdf

ご案内

（一社）池袋労働基準協会など主催
～メンタルヘルス管理者セミナー～

「働きやすい職場づくりで社員の心の健康確保と生産性の向上」
メンタルヘルス不全を理由とした社員の休職、退職さらには自殺が急増しています。働く喜びを感
じられる職場にするためのソフト面の快適職場づくり、メンタルヘルス不調の予防法、中小企業向け
の経費をかけない職場環境改善方法等の内容になっています。この機会をぜひご活用ください。
日 時：２月２８日（木）13:30～16:20
会 場：渋谷区立商工会館 ２階大研修室
受講料：基準協会会員 4,000 円（消費税込） それ以外の方 6,000 円
お問い合わせ：(一社)池袋労働基準協会
TEL：03-3988-6344 FAX：03-3988-6366
◎詳細・お申し込み方法等は下記ホームページをご覧ください。
http://www.ikerokyo.or.jp/img/2019_0228_shibuya.pdf

ご案内

板橋産連ゴルフ大会〈土曜開催〉のご案内

恒例となりました春の親睦ゴルフ大会を開催します。皆さまお誘いあわせのうえ、多数のご参加
をお待ちしています。
日

時：４月６日（土） 9:52 スタート（インコース）
9:59 スタート（アウトコース）
場 所：石坂ゴルフ倶楽部
埼玉県比企郡鳩山町石坂２４１－２４
ＴＥＬ：049-296-2525
募集人員：２０名（５組）〈先着順〉
会 費：2,000 円（賞品代、パーティー費）
プレイ料金：25,000 円（昼食代含む）※各自ご清算ください
競技方法：１８ホールストロークプレイ（新ペリア方式）
表 彰：優勝、準優勝、３位、７位、１０位、ＢＧ賞、ＢＢ賞、ＮＰ他
申込締切：３月１５日（金）※定員に達し次第、締め切りますのでご注意ください。
◎詳細は同封の案内チラシをご覧ください。
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ご案内

「いたばし働きがいのある会社賞」特別講演に浜野慶一氏が登場！

「採用難の時代に優秀な人材が集まる中小企業は何が違うのか」

「『おもてなしの心』を常に持って、お客様・スタッフ・地域に感謝・還元し、夢と希望と誇りを
持った活力ある企業を目指そう!」を経営理念に、下町最強のモノづくり集団を率いる㈱浜野製作所
（墨田区）の浜野慶一社長から自社の取組みをお聞きします。製造業に限らず全ての業種に通じる
必聴の内容です。優れた事例から学ぶ絶好の機会です。ぜひご来場ください。
また、講演とあわせて、平成３０年度「いたばし働きがいのある会社賞」表彰式を行います。受
賞企業の優れた取組みをご覧ください。
日

時：２月２６日(火) 18:30～20:30(18:00 開場)
18:30～ 「いたばし働きがいのある会社賞」表彰式
19:30～ 特別講演
会 場：ハイライフプラザいたばし
定 員：１００名(申込順)
参加費：無料
◎詳細・お申し込み方法等は同封の案内チラシまたは下記ホームページをご覧ください。
http://itabashi-kohsha.com/archives/7206

主催：板橋法曹会・共催：板橋区

ご案内

講演会「中小企業に向けた働き方改革」と
「なんでも」無料法律相談会

弁護士による『中小企業に向けた働き方改革』の講演会と『なんでも』無料法律相談会が開催さ
れます。講演会は昨年成立した働き方改革関連法の解説や中小企業による弁護士の活用方法等の内
容になっています。
日
場
対
費
内

時：２月２３日（土）
所：板橋区立グリーンホール
象：板橋区内在勤・在住・在学の方
用：無料
容：１．『中小企業に向けた働き方改革』講演会
時間：13:00～14:00
２．『なんでも』無料法律相談会
（相続、離婚、不動産などジャンルは問いません）
時間：13:00～16:30

◎詳細・お申し込み方法等は同封の案内チラシをご覧ください。

ご案内

～イノベーションを起こすのは、決してあきらめない勇気だ～

東商「第１７回勇気ある経営大賞」募集開始

「勇気ある経営大賞」は、東京商工会議所が、過去に拘泥することなく高い障壁に挑戦し、理想の
追求を行うなど勇気ある挑戦をしている中小企業またはグルー
プを顕彰する制度です。
締切は３月８日。応募資格は一都八県に本社機能があり、都
内に事業活動の拠点を持つ中小企業で東商の会員非会員は問わ
ないとのこと。
応募・詳細等については下記東京商工会議所ホームページを
ご覧ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/market/keieitaisyo/
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お知らせ

ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト

２月は「転倒災害防止重点取組期間」です

冬期は、積雪・凍結を原因とする、転倒災害の多発が懸念されます。
特に都内では、労働者が積雪・凍結に不慣れであることに留意し、天候急変に対応できるよう情報
収集や早めの準備等万全の取組を行いましょう。
○厚生労働省特設サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

役員会・専門委員会の活動状況
○第７回建設準備委員会
開催日：１月３０日 午後５時
出席者：大島委員長ほか
内 容：詳細は次号でお知らせします。

板橋産業連合会今後の主な予定

支 部 活 動 予 定

※詳細はニュース記事、ホームページ等でご確認ください。

開催日

行

事

備 考

開催日

【募集中】
【産連共催】
ハイライフ
一歩先行く
２／１３(水)
プラザ
2019 年度準備セミナー ※記事前号掲載
マーケティング・デザイン・補助金等

【募集中】
【産連共催】
２／１３(水) 中堅社員対象
リーダーシップ研修

銀座ブロッサム
中央会館
※記事前号掲載

２／１４(木)

定期健康診断

産連会館３階

２／１４(木)

２月役員会

産連会館３階

【募集中】
２／１９(火)
３Ｄ ＣＡＤ講座
～
Ａコース
2/19～22
３／ ７(木)
Ｂコース
3/ 4～ 7

産連会館
２階ＰＣ教室

２／２０(水)

【募集中】環境管理研究会 リコー
工場見学会
御殿場事業所他

２／２２(金)

【募集中】
ボウリング大会

トミコシ
高島平ボウル

３／

【募集中】
求人対策セミナー

ハイライフ
プラザ

７(木)

４／
４／

４(木) 【募集中】
【産連共催】
銀座ブロッサム
新入社員
中央会館
５(金) 合同ビジネスマナー研修

４／

６(土)

～

【募集中】
産連ゴルフ大会

石坂
ゴルフクラブ

行

備

考

２／

１(金) 坂下支部新年会

手打ちそば
おかだ

２／

８(金) 志村支部新年会

旅亭みかど

２／

８(金)

徳丸成増支部
新年会

はなびし

支 部 活 動 報 告
【板橋大山支部】
各支部のトップをきって、１月２５日に食べ
ログ評価３．２８の老舗洋食店「レストラン
オオタニ」を会場に新年会を行いました。

あみだクジ結果発表！

《板橋産連ニュースは、板橋区中小企業活性化事業補助金を活用して発行しています。》
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