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謹んで新春の
およろこびを申し上げます
昨年は、「冬季五輪ソチ大会」「ＦＩＦＡワールドカップ
ブラジル大会」など大きなスポーツイベントがありました。
テニスの全米オープン錦織圭選手の活躍は注目を集めました。
経済では、4月消費増税をきっかけに景気の足取りは重い一方
で、「日銀・追加緩和」「消費増税の延期」「円安」「原油
安」などの影響から株価の動きは堅調だったように思います。
さて、今年は皆様にとってどんな年となるのでしょうか。
毎年のことですが、年末から年始にかけて、いろいろな経済
誌で、新しく迎える年の予測、展望などの特集が組まれてい
ます。たとえば、以下のようなタイトルです。
「来年の世界経済の最大の焦点はどこにある？ 原油安か、
米国一強の危うさか、欧州の日本化か、中国の経済減速か、
あるいはロシアでルーブル危機が再び起こる。実体経済と裏
腹な世界的な株高に世界は不気味さを感じている。イスラム
国、エボラ熱に次ぐ新たな感染症。世界はリスクにあふれて
いる。でもチャンスもある？」（週刊エコノミスト）
「バブルがやってくる！」「消費税に始まり、消費税に終わ
った1年。たが、第2弾の増税が先送りになったことで、日本
経済は全く違う様相を呈してきた。」（週刊ダイヤモンド）
「日本株・管制相場が続く。日経平均は2万円超も」「世界の
成長率、米国需要増が頼みの綱。日欧緩和で金融波乱も」
（週刊東洋経済）
今年の特徴として、エコノミストは「リスク」、ダイヤモ
ンドは「バブル」、東洋経済は「2021年五輪後」、それぞれ
の視点で分析をしています。
全体を要約すると「短期的にはバブルの臭いがするが、多
数のリスクも見えている。5年先を見ていくと楽観的にはなれ

≪ちょい鍋忘年会のご報告≫
昨年暮れの 12 月 17 日（水）に開催しました「ちょい鍋忘年会」には、
たくさんの方々にご参加いただきました！「ボルシチ風鍋」
「プデチゲ」
「トマト鍋」
「タイカレー」
「だまっこ鍋」
「芋煮」
「塩ちゃんこ」
「もつ煮」
「おしるこ」全て完食でした！今年も入居者交流会に好ご期待くださ
日本酒のカクテルも大人気！＆ 所狭し！→
い！！

ない。足元をしっかり固めて、企業競争力をつけることが求
められている。」そのようなメッセージなのでしょうか？
昨年、私たち、さがみはら産業創造センターでは、入居企
業の皆様との関係性をさらに深めることを目的に、各種交流
会、ホームページのリニューアル、ＳＩＣミニセミナーの月
例開催などを実施いたしました。さらに、補助サポートとし
て、ランチ移動販売の充実、タイムズ・カーシェアリング、
急場のお助け売店、宅配便受け取り専用ロッカーなどの取り
組みも実施いたしました。
本年は、2000年ＳＩＣ-1のオープンから１５年です。これ
を記念して、ＳＩＣに入居されている皆様及び相模原の地域
企業が、競争力のある「先進的企業」と成って頂く、成長して
頂ける様な新たな支援及びサービスの検討を進めております。
ご期待ください。
このように、私たちは企業理念である「総合的なインキュ
ベーション活動を通じて、地域経済の発展に貢献します。」
の実現を目指し、多様な事業に取り組んでまいります。どう
か今後とも、皆様のご指導とご協力をお願い申し上げます。
新しい年が、皆様方にとって、幸多い年となりますよう祈念
申し上げ、新年のご挨拶といたします。
本年も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

お知らせ
お知らせ

ご案内
ご案内

≪新春 SIC ボウリング 大会≫
〜 参加者募集！ 〜

開催内容等、詳しくはＳＩＣホームページをご覧ください。

≪SIC ミニセミナー The HINT１８！ ≫
「デザイン（初級編）」
〜 ものづくり企業のデザイン活用の秘訣 〜
ものづくり企業において、すばらしい製品や技術を持っていても、
それを伝えるのは難しい事です。ロゴマークやコーポレートカラー、
パンフレット、ホームページでの情報発信に一貫性を持たせることが
できれば、自社をはじめ製品・技術・サービスの存在感は増します。
今回のセミナーでは、企業のデザインに長年携わった講師から、デ
ザイン活用のポイントやノウハウをこれまでの実経験を踏まえて提供
いたします。 ※終了後は、個別相談にも応じます。
●講

一昨年の 6 月に続き、第 2 回目の SIC ボウリングを開催いたします。
個人戦で賞品が出ます。しかも、女性はハンデ付です！お申し込みを
お待ちしています！！
● 開催日時 平成２７年２月１０日（火） スタート １８：４０
●会
場 相模ファーストレーン（ JR 相模原駅徒歩 10 分）
● 参 加 費 ひとり １，３００円
（2 ゲーム料金、靴代、ドリンク 1 本を含みます）
●お申し込み締切：平成 27 年 1 月 23 日（金）
企業名と参加者名を申込書にご記入のうえ、スタッフ
までお申し込みください。
●お問合せ先：SIC-２ 担当 相場・稲垣（内線 2011）

≪SIC 経営者セミナー≫
経営者セミナー開催のご案内

「新しいあたりまえ」
発想に基づくニュービジネス創造
起業家が語る

グラフィックデザイン こざ企画
代表 小崎 直利 氏
● 開催日時 平成２７年１月１５日（木）
１７：３０-１９：００
（個別相談会 １９：００〜）
●会
場 SIC‐２ 大会議室（Ａ）
● 募集人数 ２０名（社）（先着順） 無料
●お申し込み・お問合せ先：SIC-１ 担当 飯山・五島（内線 1100）
今後の SIC ミニセミナー開催予告（詳細は随時ご案内してまいります）
The HINT １９

平成２７年２月１７日（火）【労務編】
「これって損？得？」
The HINT ２０ 平成２７年３月１７日（火）【法務編】
「企業間取引での契約書のチェックポイント」

首都圏南西地域産業活性化フォーラム

≪3D プリンターの活用事例、モノづくりの現場から ≫
今回は、「３Ｄプリンターの活用事例、モノづくりの現場から」と
題し、
「小ロット・多品種・短納期」という潮流を逆手に、様々な「道具」
を駆使して、新たなビジネスチャンスを獲得している製造業の事例を
交えた最新の設計ソリューション事情についてご紹介します。また、
講演後、３Ｄプリンターに関する意見交換や３Ｄプリンターの製造デ
モを行います。

ネクストイノベーション

【講師】 株式会社フォーバル
代表取締役会長 大久保

秀夫 氏

誰も当たり前と考えていた情報通信業界の矛盾や常識を独自の発想
でくつがえし、メイン顧客である中小企業へ「新しいあたりまえ」を
創造し続けてきたフォーバル。通信業界での規制への挑戦から新たに
取り組む海外進出支援まで、現状を打破し続ける新規事業立ち上げの
秘訣について、熱く語ります。
●日 時 2015 年 2 月 19 日（木）18:00 〜 20：00
●会 場 ユニコムプラザさがみはら（セミナールーム１）
●定 員 100 名（申込順）
●参加費 無料
●お申し込み・お問い合わせ先
SIC ホームページからお申込みいただけます。
SIC-1 担当 磯田・五島（内線 1109）

編集
後記

師

ローランド社切削ＲＰマシン
monoFab MILLING MACHINE SRM-20

●日
●会
●定
●講

3DSystems 社 積層タイプ
パーソナル 3D プリンタ Cube

時
場
員
師

2015 年 1 月 19 日（月）15:00 〜 18：00（14:30 より受付）
相模原市立産業会館 ４Ｆ懇談室
30 名（申込順）
●参加費 無料
貞本 幸宏 氏
キヤノンシステムアンドサポート株式会社
●内 容 「3Ｄプリンターの活用事例、ものづくりの現場から」
15:00 〜 16:30 講演
16:30 〜 17:30 意見交換会
（３Ｄプリンターについて講師と参加者の皆様で意見交換）
17:30 〜 18:00 質疑応答・装置見学
●お申し込み・お問い合わせ先
南西フォーラムホームページからお申し込みください。
SIC-1 担当 稲垣・畠山（内線 2003）

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2015 年 新しい年が始まりました。今年の冬は世界のあち
らこちらで「気象がいつもと違う！」「あたたかすぎる！」「異常な寒波だ！」と耳にします。気象変動だけではなく、何事にも臨機
応変に対応できるよう準備したいものです。そして数十年後？” 人生下り坂最高〜！” と言えるように今年も頑張りましょう！荻島
★ご意見・ご感想をお待ちしています。 電話 :042-770-9119 FAX:042-770-9077 ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp
発行元：株式会社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 E-mail : koho@sic-sagamihara.jp

