
「ツイてる」「ありがとう」「感謝します」
・・・「ツキを呼ぶ　魔法の言葉」

　　　　　　　　　　　　　　はじめまして、中嶋 隆でございます。
　　　　　　　　　　　　　石川社長の後任として、SICの皆様の
　　　　　　　　　　　　　仲間入りをさせていただきました。
　　　　　　　　　　　　　よろしく、お願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　さて、タイトルの「ツキを呼ぶ　魔法
　　　　　　　　　　　　　の言葉」ですが、「いきなり、何だ！！」
　　　　　　　　　　　　　と感じられると思います。この言葉は、
　　　　　　　　　　　　　五日市　剛さんという方の講演録の
　　　　　　　　　　　　　タイトルでもあります。（※【参考】発行所
　　　　　　　　　　　　　とやの健康ヴィレッジ）
　どこかで、皆様もお聞きになったことがある言葉かも知れません。
私は、この講演録をある研究会のメンバーの方から紹介され、その不
思議な魅力に、唸ってしまいました。誤解を恐れず、要約すると「ツイ
てる」「ありがとう」「感謝します」を口に出して表現していると「運」が
回ってくるという話です。「そんなバカな」と思うかもしれませんが、
こんな使い方です。

　私は、昭和30年に、相模原市で生まれ、育ちました。（ツイてる！あ
りがとう！感謝します！）高度成長の時代が、小・中学生でしたので、
地域の中に、工場や住宅が急激に増加し、変化していくなかで、成長
期を過ごしました。（ツイてる！ありがとう！感謝します！）
　その相模原は、本年４月に、政令市へ移行しました。数年後には、
圏央道インターチェンジの開通が予定され、多方面からのアクセス
が飛躍的に向上します。（ツイてる！ありがとう！感謝します！）更に、
産業経済発展の為のインフラが、どんどん整備されてきます。（ツイて
る！ありがとう！感謝します！）
　もう一方で、この地域の中小企業の皆様は、外部環境、内部環境と
もに、多様な課題が山積しています。（ツイてる！ありがとう！感謝しま
す！）
　そんな中で、私は、とても「ツイて」います。（ありがとう！感謝します！）
なぜなら、企業経営の成長支援が、私のやりたかった仕事でした。
（本当に、ツイてる！ありがとう！感謝します！）
そして、社長として、その仕事に取り組めるのですから・・・
（まさしく、ツイてる！ありがとう！感謝します！）

　こんな感じで、言葉を発していくとなんだかポジティブになりませ
んか（極めて単純な私だけの感想でしょうか・・・）
これで、「運」が、回ってきます。
　このポジティブなマインドで、ＳＩＣ入居企業皆様、地域企業の
皆様が、持続継続的に、成長を続けていけるようなサポートをたくさ
ん取り組んで行きたいと考えております。（ツイてる！ありがとう！感謝
します！）
　どうか、皆様、よろしくお願いいたします。

株式会社さがみはら産業創造センター　
　　代表取締役社長　　　　　　　　　　
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　平成２２年６月１６日、弊社第１１回定時株主総会におきまして、中嶋 隆が代表取締役に就任いたしました。
新社長ならびに退職いたしました前社長の石川幸二から御挨拶申し上げます。

退任の御挨拶

　平成２０年６月に就任させていただき、以来、瞬く間の２年間を
皆様のおかげで無事勤めさせて頂くことができました。誠に有難う
ございました。
　顧みますと、前年１２月前任先で不動産取引の重なり、その原因
が各ファンドの「締始め」によるもので、まさに、「予兆」と言えるもの
でした。平成２０年９月１５日、リーマンブラザーズが経営破綻し、
金融危機が世界的に拡大し、日本の輸出が急減し、生産活動も落
ち込み、各社にとりましても「未曾有」の大きな業績の落ち込みに
見舞われた時期でございました。
　西郷隆盛は「変起らば、只それに応ずるのみ」「変事泰然（落ち着
いて動じない」「失意端然（望みを失っても正しくしている）」と言わ
れたそうだが、私自身、「どのように頑張るか、そして粘り強く年度
目標を達成できるか」と言うことに腐心したものでした。
　そして、昨年上期は、雇用調整助成金の対象ともなる「未来塾」
を開講し多くの方々に受けていただくことができました。下期に入
りますと各国の景気刺激策が功を奏し、中国に代表されるような
急速な回復が生産の持ち直しとなりました。ただ設備投資や雇用
の回復は遅く、生産高は６～７割に戻りつつあるも、金額的にはコ
スト削減の号令のもと売上への寄与が薄い昨今ではないでしょう
か。

　皆様に多くのことをご教示いただき、
大変お世話になりました。ありがとうご
ざいました。「判断すること」の難しさを
痛感した期間でございました。
　最後になりましたが、皆様の事業の
ますますのご伸展とご健康を祈念して
おります。

※【参考】五日市　剛さんのプロフィール・・・1964年7月、岩手県二戸市生
まれ。豊橋技術科学大学大学院博士後期課程修了。1988-89年に米国マ
サチューセッツ工科大学へ留学。工学博士。某大手企業で新規事業および
研究開発に従事し、その後自ら会社を興す。現在、数社の顧問も兼任してお
り、新技術および新規事業の創出に関わっている。26歳のときのイスラエ
ル旅行での出会いがきっかけで人生がガラリと好転。その講演録「ツキを
呼ぶ魔法の言葉」（とやの健康ヴィレッジ刊）は口コミで120万部突破の大
ベストセラーとなり、その関連図書を含めると、累計で300万部を超える。
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＊ エレベーター点検　SIC-1   9:30～10:30 の間はご利用になれません。  お問い合わせは　生井（内線1116）まで

＊SIC-１
エレベーター点検

【今月の経営スケジュール（３月期決算の会社参考）】
　　　経理：６月源泉税・地方税納付、給与計算・試算表作成 , 賞与計算
　　　社会保険・労働保険：算定基礎届、賞与支払届

SIC-１
床面定期清掃

会議室9月分
予約受付開始  

27              28  　   　   29    　       30 　　       1 　　         2 　　          3   

SIC-2
空気環境測定

KRPオープン
イノヴェーション

マッチング

SIC-２ 
窓ガラス清掃

経営塾

Desk10
オ-プン

海の日
SIC-２
自動ドア
定期点検

SICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせ

経営塾　合宿　７／２～３日

新たな事業分野や開発を進め新分野へ進出しようとする企業の
各種課題について業界動向・専門的な知見を有する外部専門家
やSIC スタッフが共同して企業の成長をサポートします。
■支援対象者
    1. 相模原市内の法人（法人化予定を含む）である
    　ものづくり企業（製造業または情報通信業）
    2. 新規性、独創性を持ち、高い成長力を期待できる事業に
    　積極的に取り組んでいること
    3. その他ＳＩＣが対象者と認めた者
■支援期間   平成 22年 8月～平成 23年 3月末日
■応募期間　平成 22年 7月 2日（金）～7月 23日（金）
■支援内容　企業が抱える課題に対して、アドバイザー等が
　　　　　　複数回のご訪問等を通じて課題の解決を支援して
　　　　　　いきます。
■費　　用    無料　※但し、マーケティング、設計等の外注
　　　　　　工賃が係る場合は別途お打合せを行います。
■選　　考   ５社程度のご支援を予定しています。ご提出頂き
　　　　　　ました、応募書類に基づき SIC スタッフがヒア
　　　　　　リングを実施し、支援対象者を選考いたします。
　　　　　　（ご提出内容の機密はお守り致します。）

■お申込み方法　SIC ホームページからお申込み下さい。
　http://www.sic-sagamihara.jp/　
右の「見にミニミナー／経営総合相談会」も SIC ホームページ
からお申し込み下さい。

見にミニセミナー 13 : 00－14 : 00

経営総合相談会 14 : 00－16 : 30

見にミニセミナー
経営総合相談会

ジュニア
アントレ1日目

■日　時　平成２２年７月２９日（木）
■対象者　相模原市内の企業及び創業を検討している方。　
■費　用　無料
■定　員　２０社程度（申込順）
■場　所　さがみはら産業創造センター　会議室

【テーマ】仕事で使える！図書館の活用方法
　　　　 講師　古賀　知憲
　　　　　　　 （メーカー出身・ビジネスコンサルタント）
　　　　　　　 人材育成・海外展開・自動車関係等

             新たな分野へ進出したい時、新たな販路を開拓したい時、
　　　　 情報収集や事前調査に公共図書館が活用できることをご
　　　　 存知でしょうか．様々な業種で参考になりそうな活用事例
　　　　 をご紹介します。終了後は相談会にて講師 kara 個別の
　　　　 相談も受けることが出来ます。
　　　　

　　　　　　　　　　　お問い合わせ先：飯山（内線 1100）



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月１日　オープンします。

　個人創業者向けにフリーデスクを提供する場として、ＳＩＣビズステーション「Desk 10」を SIC-1 の 3 階に整備し、
サービスを開始します。デスク環境・付加サービス、交流の場をご提供することで、情熱あふれるスモールビジネスプレイヤーを
応援し、新しいビジネスを創造していきます。新しい利用者の方々の出会い・連携にご期待下さい。
 　 

　＊本件に関するお問い合わせは、安藤（内線 2113）まで。

ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内

SICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせ

　アンケートでいただいたご意見を参考に、入居企業の皆様がセンタ
ーを気持ちよく便利にお使い頂けるよう、考えてまいりました。工事が
入り大きな音がしたりと、ご迷惑をお掛けしていました。ご協力ありが
とうございました。
　それでは、施設など、新しいサービスをご紹介いたします。

【SIC-1　接客用ブースが増えました！】

　SIC-1のロビーにある接客ブースは、これまで2ブースでしたが、
更に2ブース追加し、4ブースとなります。
　７月７日から御利用頂けます。（無料です）

【大型カップ式　自動販売機を導入！！】

　SIC-1のロビーにある自動販売機コーナーに、カップ式が導入され
ました。８０円～１００円でコーヒー／紅茶／カシスオレンジ／
PEPSI／メロンサワー／カフェオレ／ココアなど（温・冷）があります。
どうぞ、御利用ください。

【　1日２回集荷します！！　『郵便』　】

　SIC-1、SIC-2ともに、郵便受けの右下角に郵便局の方が集荷に見
える投函口があります。これまで、午前中（お昼頃）の集荷のみでした
が、午後にも集荷をして頂ける様になりました。

　平日の午前１１時半頃までと、午後3時頃までにご投函ください。
　



編集
後記

石川社長が就任されてから瞬く間の 2 年でした。退任後は、しばらくの間、ゆっくりされるとのこと。これからも変わらぬご健康と若さ
で私達をご指導くださることと思います。ありがとうございました。さて、「かわらばん」は、来月から、2 ページの紙面に、地域版は年
4回から 6回の発行となります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荻島

★ご意見・ご感想をお待ちしています。    （株）さがみはら産業創造センター（SIC)　〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-21　  
電話 :042-770-9119  FAX:042-770-9077  ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp　E-mail: koho@sic-sagamihara.jp

■住所：相模原市緑区橋本 6-26-4　　 ■定休日：年中無休（元旦はお休み）　　■連絡先：042-775-6568　　
■営業時間：平日 11;00～15:00  17:00～23:00　土・日・祝　11:00～23:00

毎度おなじみ中華料理「慶福楼」で
フカひれラーメンを堪能してきました。
ＳＩＣのスタッフがどうしても
「慶福楼のフカひれラーメン」を豪快に食べたい
というのでスタッフや入居者の方もお誘いし、
１２杯のフカひれラーメンを食べてきました。
テーブルに１２杯が並ぶと壮観ですね。
上品で薄味なスープにフカひれがドーンと一枚乗っています。
私は初体験なので比較できませんが、
都内で食べたことのある人によれば
「美味しいし、安い」とのこと。
一度挑戦してみませんか。予約するとよいでしょう。

山本のめし屋レポート 　　　本格中国料理　　「 慶福楼 」橋本店　フカひれラーメン　
　

小会議室C　（応接にもお使い頂けます。）　椅子が2個追加に成ります。

会議室Cの前

ミーティングコーナー

【SIC-２　新しく会議室ができました！】

　SIC-2に、もう一つ会議室ができました。御利用頂ける会議
室は以下の通りとなります。

SIC-1　小会議室　（定員6名）    315円／1時間（税込み）
　　　  ３０２号室（定員８名）   315円／1時間（税込み）
SIC-2　大会議室A （定員２５名）630円／1時間（税込み）
           小会議室B （定員８名）   315円／1時間（税込み）
　　　  小会議室C （定員6名）    315円／1時間（税込み）
　　　  応接室　   （定員７名）   263円／1時間（税込み）

　また、喫煙室が取り払われ、ミーティングコーナーが拡張す
ることとなり、1組追加で3組の打ち合せが出来ます。さらに、
小会議室Cの手前にも、ミーティングコーナーを設置します。
　そして、喫煙室の代わりにSIC-2正面玄関脇に喫煙コーナー
を移設しました。愛煙家の皆様のご協力、ありがとうございま
す。間もなく開始する新しいサービスにつきましても、追って
ご案内申し上げます。
　まだまだ、入居企業の皆様が便利に当センターを御利用頂け
るよう、SICスタッフ一同、検討してまいりますので、ご意見
などありましたら、スタッフまでご連絡ください。お待ちして
います。

　　　　　　　屋外に設置された喫煙コーナー

ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内

１杯　３，５００円


