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SIC-3 i-Lab.が完成しました！SIC-3 i-Lab.が完成しました！
　3月 5日に起工式を終えてから、9か月が過ぎました。この間、
東北地方太平洋沖地震が起きるなど、心配される事も多々あり
ましたが、11 月 25 日無事建設会社からの引き渡しも終わり、
入居も始まりました。ここに、皆様に「ＳＩＣ－３.Innovation 
Laboratory」が完成いたしましたことをご報告申し上げます。

　ＳＩＣ－３は、愛称を i-Lab とし、創業期から成長期に移行
する「独創的な技術を持つものづくり企業」の集積を図りながら、
次世代のリーディング産業を創造しようとするものです。

　皆様の事業拠点の検討のひとつとして、心にお留めいただけ
れば幸いです。

　所在地は、相模原市中央区上溝 1880-2 です。ぜひお立ち寄り
ください。

　それでは、ＳＩＣ－３をご紹介いたします。

駐車料金・・・月額６，５００円（消費税込）　保証金・・・月額賃料（消費税を含まず）の３か月
※共益費は各居室の機械警備及び監視カメラ、多目的スペース、ロビー、オープンラボなど共用部分の光熱水費、清掃費に充てます。

（月額） ※ 消費税を含む 部屋タイプ／賃料・共益費

ラボ

（サブラボ）

セミラボ A

セミラボ B

オフィスＡ

オフィス B

1F

2F

3F

部屋タイプ階層 面積 部屋数 賃料 共益費 合計

84m² 

28m² 

56m² 

28m² 

42m² 

21m² 

14 部屋

3 部屋

4 部屋

3 部屋

3 部屋

184,170 円

99,960 円
 
49,980 円

81,480 円

40,740 円

27,510 円

17,640 円
 

8,820 円

15,540 円
 

7,770 円

211,680 円

117,600 円

58,800 円

97,020 円

48,510 円

　詳しくは SIC ホームページを
ご覧ください。
（www.sic-sagamihara.jp)

SIC-3　北側外観 １F　エントランス

SIC-3　全体像

３F　食堂１F－２F　ラボ

３F　セミラボ

３F　会議室
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＊ エレベーター点検   9 ： 00〜12 ： 00 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-2

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：11 月源泉税・地方税納付、賞与計算、年末調整、給与計算・試算表作成
社会保険・労働保健：賞与支払届 
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御用納め

入居企業トピックス入居企業トピックス入居企業トピックス

「Sky days」さん出店日

●今月の掲載記事紹介
　11・12 月の新聞紙上に掲載された企業をご紹介します。ご紹
介する記事は、SIC-1 と２に掲示していますので、どうぞご覧く
ださい。

　11 月  20 日（日）@あるん
　相模経済新聞　「定年後の再雇用の場を自ら創出。ネットで
　　　　　　　　　実益と社会貢献」
12 月   ５日（月）株式会社 F－Design
　　神奈川新聞　「未来（Future）を構想（Design）する」

SIC-1 

フィルター清掃

「かわせみの家」さん出店日

SIC の WEB サイトでもご覧頂けます。

  パン・飲み物ともに
なくなり次第終了です。

リーダー塾 
会議室 2 月分

予約受付開始  

天皇誕生日

なくなり次第終了です。

＊SIC-1

エレベーター点検

第 22 回

南西フォーラム 経営塾

さがみはら表面技術

フォーラム 2011

お知らせお知らせ

1   　　　　     2 　      　     3                4 　　           5 　              6                7   会議室 3 月分

予約受付開始  

リーダー塾

SIC 年末年始休暇 ： 12/29〜1/3

年末年始のゴミの収集について

　年末ゴミ収集最終日：12 月 28 日 （水）

     年始ゴミ収集開始日：   1 月   4 日 （水）

 ゴミ収集最終日 

 ゴミ収集開始日 

ご報告ご報告
１３名が巣立ちました !!
～第５期 SIC 職場リーダー養成塾～

　12 月 9日（金）に、第 5期 SIC 職場リーダー養成塾の成果発
表会を行いました。7月 22 日から 12 月 9日まで、1泊 2日の
合宿を含む全 9日間のプログラムでした。

参加企業：㈱オーパックサービス、㈱キャロットシステムズ、　
　　　　　㈱クライムエヌシーデー、サクラ電線工業㈱、
　　　　　㈱昌和精機、日本化工機材㈱、㈲日野精密機工、
　　　　　㈱ハシモトコーポレーション、㈱マーク電子、
　　　　　マイクロテック・ラボラトリー㈱、
　　　　　㈱マイスター、レボックス㈱　　　　　（順不同）

入居企業の皆様へご案内　　１２月の販売予定日 in SIC

　　くるまかふぇ Sky Days　http://skydays.net　　　　　　　　　かわせみの家　http://17.ocn.ne.jp/kahasemi/

　　　　　　　　　　　　１日 （木）　、 ９日 （金）、 １６日 （金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８日 （木）　　

　　　　　　　　　　２２日 （木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クッキーやケーキを販売します。

　　　　　　　　　　　　　　営業時間 11 ： 30 ～ 16 ： 00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業時間 11 ： 00 ～ 13 ： 00　



中嶋社長のつぶやき中嶋社長のつぶやき No.12             【少しお話してもいいですか？・・・中嶋　隆】

　このコラムでは、SIC入居企業スタッフの皆様を紹介し
てまいります。
　今月号ではSIC-1 202号室に入居されている、株式会社
F - Designの友川さんにインタビューしました。

　(株)F - Designは、3D CADを駆使した機械設計に関わる
一連の業務を行う会社です。機械設計（自動車・家電・
アミューズメント機器・医療機器等の製品設計）や、製
造コーディネート（企画・設計・コスト低減作業・発注・
組み立て・納品まで対応）、3Dモデリング（CATIA V5・
THINK DESIGN）などを行っています。
友川さんは、経理や総務などの事務全般を受け持ってい
らっしゃいます。

　好きな漢字は『楽』。
　楽しいこと、楽しむことが大好きだという友川さん。
　休日はご家族と一緒に外出し、海や山などシーズンご
とのレジャーを満喫しているそうです。最近は木々の色
づきが気になり始め、11月下旬ごろに紅葉狩りに行くこ
とを計画中とのこと。
　また、美味しいものが大好きで、気になるお店には実
際に足を運び、食べ歩きを楽しんでいます。最近のお勧
めを伺ったところ、小田原駅前にある『柳屋ベーカリー』
というパン屋さんを教えていただきました。あんぱんの
種類がたくさんあり、とてもおいしいそうです。

私の好きな漢字 【　株式会社 F - Design 友川 麻美 さん　】

熱海のハイキングコースにて、友川さんが撮影した写真です。

私の好きな漢字私の好きな漢字

「大切なことは、大切に!!」
　１０月５日の報道は、ショックだった。スティーブ・
ジョブズが、亡くなって２か月が経過した。１９５５年
生まれ、５６年間の人生、マイクロソフトのビル・ゲイ
ツと同年齢。偶然にも、私も同い年。(これは、どうでも
良い情報。)
　「スティーブは最も偉大な米国の革新者の一人でした。
物事を別の見方で考えることを恐れず、世界を変えるこ
とができると信じるほどの大胆さがあり、そしてそれを
実現するための十分な才能を持ち合わせていました。そ
して、地球上で最も成功した企業の一つをガレージから
作り上げたことは、米国の、創意にあふれる良き精神を
世に知らしめました。先見の明を持った一人の人間を世
界は失いました。世界中の多くの人が、彼の訃報を、彼
自身が発明した道具で知ることになった。それこそが彼
の成功に対する最大の賛辞かもしれません。」（※文献①）
　「スティーブと私は、３０年近く前に初めて出会った。
私たちは人生の半数以上の期間、同僚であり、競争相手
であり、そして友達だった。スティーブほどこの上なく
印象的なインパクトを世に残せる人物はめったにいない。
その影響は次世代の多くの人々に引き継がれるだろう。」
（※文献②）

　アップル上場により、２０代で米経済誌フォーブス長
者番付にランクイン。自由奔放な言動により役員から解
任。ジョブズ退社後、アップルは業績不振に陥りジョブ
ズを呼び戻す。復帰後iMac、iPodなど革新的な製品を開
発しアップルを再興。言うまでもないが、歴史に残る偉
大な経営者の一人であった。大切な財産を失った。残念
でならない。
　スティーブ・ジョブズは、２００４年すい臓がん手術よ
り、病との戦いの連続であった。「もし、今日が人生で
最後の日だったら、今日やろうとしていることは、本当

にやりたいことだろうか」「誰も死にたくはない。たと
え天国に行きたいと願う人でも、そのために死にたいと
は思わない。でも、死は我々、皆が共有する行先だ。そ
こから逃れたものはいない。」「あなた方の時間は限ら
れている。誰か他の人の人生を生きて無駄にしてはいけ
ない。ドグマにとらわれてはいけない。」自身が、死に
直面して、発せられた言葉。とても、重たい意味ある大
切な言葉である。

　話は変わる。企業にとって、経営者が突然病気になり、
亡くなってしまうことをどう理解したら良いのだろうか。
恐らくアップルでは、スティーブ・ジョブズ自身のがん
告知以降、組織的に準備がなされていると推察する。し
かし、一般的なベンチャー企業、中小企業では、経営者
独自の技術力、営業力などに依存している。よって、経
営者の健康状態は、会社の存続に直接影響する。企業経
営者の生命は、その経営する企業の生命と一体である。
経営者個人だけの体ではない。会社、社員、家族のモノ
でもある。非常に重要なこと、大切なことである。
　これから、忘年会と新年会が続く季節である。どうし
ても、無理をしてしまう。しかし、経営者の体は本人だ
けのものではない。自己管理が求められる。ここで、私
より、一年の締めの言葉。「大切なことは、大切に!!」

[追記]　公式伝記とされている「スティーブ・ジョブズ」
講談社は、１０月２４日発売開始１０日間で１００万部
を突破したようだ。日本での関心の高さが窺える。更に
多方面からの「スティーブ・ジョブズ」研究や論評があ
るのではないかと思う。また今後のアップル社の動向も
興味深い。引き続き関心を持っていたい。

※文献「AERA MOOK スティーブ・ジョブズ　100人の証言」
　　　①バラク・オバマ, The White House 公式サイト 声明文から抜粋
　　　②ビル・ゲイツ　マイクロソフト共同創業者・会長　公式コメント

　インタビューでは様々なことを話していただき、聞い
ているだけでこちらもどんどん楽しい気分になりました。
「なかなか漢字が思い浮かばず、悩んでしまった」との
ことでしたが、ぴったりの漢字だと感じました。

柳屋ベーカリー
のあんぱん



編集
後記

　経営塾も皆様に支えられ１０年を迎えました。そこで
今回は、毎年コーディネーターを務めていただいていま
す寺本さんに経営塾の歴史を振り返っていただきます。

株式会社浜銀総合研究所
取締役・経営コンサルティング部長
　　　　　　　　寺本  明輝（明るく輝く）
　ー　第1回（２回連続でご紹介してまいります）　ー

　現在開講中の2011年度SIC経営塾は、来年2月に恒例と
なった塾生による事業構想の発表をもって最終回を迎え
ます。今年は、比較的若手の経営者、後継者の塾生が多
く、日常の現場で忙しい中、高い出席率を維持し、一生
懸命、自社の経営課題の解決に取り組んでいただいてお
ります。
　振り返れば、第一期のSIC経営塾のスタートは、SIC-2
がオープンした2002年であり、本年度で10年が経過し、
述べ約90名の塾生にご参加いただきました。
　私の座右の銘の一つに、中国の格言である「10年、偉
大なり。20年、恐るべし。30年、歴史になる。50年、神
の如し。」があります。
　未熟な私が、とりあえず一つの節目である10年間にわ
たりSIC経営塾のコーディネーターを務め続けることが出
来たのは、SICの中嶋社長はじめ歴代社長、強力スタッフ
の中村さん、飯山さん、各協力機関、そして多くの塾生
の方々のご支援の賜物であり、本紙面を借りて厚く御礼
申し上げます。
　さて10年前、第一期のSIC経営塾の企画にあたり、SIC
の当時の里見専務と山本部長、稲垣さんが弊社を訪れ、
「前年度に実施した株式公開塾を衣替えし、より実践的
な塾を開催したい」「将来のネットワークも意図して継
続的に開催できるものにしたい」「そのコーディネータ
ーをやってみないか」とのお話をいただきました。

　何かと慌ただしい師走も、もう半ばを迎えようとしています。時間の流れの速さに驚く毎日です。そんな中、皆既月食のニュースを聞き、
その晩、月をずっと見ていました。ゆったり流れる時間がとても心地よかったです。様々なことのあった 2011 年もあとわずかです。毎
日を大切に過ごしたいと改めて思いました。皆様もどうぞ良いお年をお迎えください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三露

SIC のおすすめ Shop レポート 　　　 　アフリカンテイストのお花屋さん BAHATI （バハティ）

　

　今回は SIC より徒歩５分、開業して１０年を迎えた素敵な
お花屋さん「BAHATI」をご紹介します。
　「BAHATI」はアフリカに魅せられた双子の姉妹が開いたお
店です。サバンナロッジを再現したお店には、生き生きとし
た花たちや、ケニアの雑貨が所狭しと並べられ、見ているだ
けで楽しい気持ちになります。

　「BAHATI」では毎年恒例のケーキとお花のコラボレーショ
ン “２人の Christmas” を、現在ご予約受付中です。最終受
付は１２月２０日。お渡し日は１２月２３・２４・２５日です。
クリスマスに、おいしいケーキときれいなお花をいかがでしょ
うか？ケーキは西橋本の「Prier」さんのイチゴのケーキです。

証言で綴る SIC の歴史証言で綴る SIC の歴史
　前回の塾では、大学教授など有識者の方々がコーディ
ネーター、講師の役割を務めておられたようです。当時
40代に入ったばかりで、かつ経営の実経験も無い、たか
がコンサルタントの私には、「その役割は、あまりにも
荷が重すぎる」と感じたことが記憶に残っています。今
から思うと、そういう人間を選定するSICも、やはりベン
チャーですね。(笑)
　このような不安を持ちつつも、①生来の新しいもの好
きという性格である、②SICの「場」がもつ可能性に共感
していた、③過去企画プロデュースした「事業構想策定
フォーラム」(弊社開催)などの経験を活かしたい、などの
理由から二つ返事でお引き受けさせていただきました。
そんな思いから経営塾のシラバスを作成しましたが、や
はり不慣れなせいか、第1期SIC経営塾は、水曜日の夜と
土曜日の午後を使った全17回と随分、欲張った内容とな
ってしまいました。(現在は全10回)
　そして、2002年6月12日、企業経営者8名の塾生が参加
いただき、経営塾が開講しました。
　ところが、塾が回を重ねるごとに、やはり企業経営者
は多忙であり、水曜の夜は欠席者が出るなど、必ずしも
想定通りには進まず、塾終了後の2時間弱の帰り道、ぐっ
たり疲れた身体を電車に揺らしながら、頭を悩ます、試
行錯誤の日々が続くこととなりました。

（次号につづく）

★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

～　経営塾　～

■営業時間　10：00～19：00（日・祭日は 18：00 まで）　■定休日　毎週木曜日　■電話　042-771-8733　　■住所　相模原市緑区橋本 8-9-4　■URL　www.bahati.jp
　

2002 年撮影

　TEL（042-771-8733）または、HP（www.bahati.jp)よりお
申し込みください。

　また、同店では、毎年アフリカ野生動物のカレンダーを販
売して、売り上げにてアフリカの子供たちにサッカーボールを
プレゼントしています。今年はさらに、東北被災地の学校へ
カレンダーを１万部届けるプロジェクトにも参加しています。
サバンナの動物たちの「絆」
をテーマにしたカレンダーです。
壁掛け・卓上ともに 600円です。
子供たちへ笑顔を届けるプロジェ
クト、ぜひご参加ください。

Noel Set…4500yen

Christmas candle Set…6000yen
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