令和２年 (２０２０年) １月７日(火)

１ 月号

２０１６年 ４月 １日 ( 金 )

- Sagamihara Incubation Center - さがみはら産業創造センター 編集・発行

No.１８８

新春のご挨拶

謹賀新年
新年あけましておめでとうございます
昨年の“今年の漢字”は「令」でした。日本漢字能力検定協会がその
年の世相を表す漢字ひと文字を一般から募集し、21万6000余りの応募
の中から最も多かった字が選ばれたそうです。協会は「令」が選ばれ
た理由として、新しい年号の「令和」に明るい時代を願う国民の想い
が集約されたとしています。また、菅義偉内閣官房長官は、この年号
である「令和」の由来について、万葉集の「初春の令月にして、気淑
（よ）く、風和（やわら）ぎ」からきていると説明していました。そ
の「令月」とは、「万事をなすのによい月。めでたい月」との記述が
あり、この「令」にはとても良い意味があるそうです。まさに平成か
ら令和へと年号が変わり、新たな時代の幕開けとなった年に相応しい
漢字が選ばれたと思います。ちなみに「令」に続いて2番目に「新」、
3番目に「和」が入ったそうです。そうした中、さがみはら産業創造セ
ンターは、お陰様で昨年4月に創立20周年を迎えることができ、9月に
は入居企業の皆様のご協力により「SIC-2 R&D Lab」を無事に完成させ
ることができました。新たな時代に新たなR&D Labが完成、新たな入
居企業も増えました。そう考えるとSICの漢字ひと文字は「新」でしょ
うか。入居企業の皆様方には、あらためて心より御礼申し上げます。
さて、今年はどんな年になるのでしょうか。日本では56年ぶりに東
京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。昨年末には日本
の建築技術を結集させた国立競技場が完成し、五輪ムードもより一層
高まってきました。一方、米中貿易摩擦の影響が顕在化し、世界経済
の減速を背景に輸出の低迷が続く。生産活動は輸出低迷に伴い、力強

さを欠くとの見方。設備投資は省力化に伴う投資が下支えするものの、
調整圧力の高まりや貿易摩擦などの不透明感が下押し要因となり、緩
やかに回復傾向にあった日本経済は、伸びが鈍化するとの見通しが大
半となっています。今後、こうした厳しい経済情勢が予測される中、
中長期的な視野に立ち、自社の強みを増強し、着実に企業競争力を高
め、しっかりとした経営基盤をいかに再構築していくかが一段と重要
になってくるといえるでしょう。こうした情勢を踏まえ、SICは本年
も地域のビジネス・インキュベータとして、支援内容の充実を図り、少
しでも入居企業の皆様の成長発展につながるような支援・サービス・場
の提供に取り組んでまいります。
2020年、入居企業の皆様方にとりまして、「令月」のごとく、万事
をなすのによい年、実りある素晴らしい一年になりますよう心よりご
祈念申し上げます。
本年も

どうそ、よろしくお願い申し上げます。

令和二年一月
株式会社さがみはら産業創造センター
代表取締役

開催内容等、詳しくは SIC ホームページをご覧ください。

★12 月の新聞掲載記事紹介★
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、ご覧ください。
12 月 04 日（水） 日本サポートシステム株式会社 日刊工業新聞 -SIer が拓くロボットの未来「工場のデジタルマップ提案」12 月 11 日（水） 髙瀨総合法律事務所
- 売掛金の回収について③-

かながわ経済新聞 -

12 月 13 日（金） 株式会社グリーンノート
日刊工業新聞 - ミニ自動運転車発売 AI・ロボ学習向け -

「SIC 空き室情報」

SIC の空き室情報です。
○スモールオフィス：数名での事業活動に最適なオフィスとしてご活用
いただけます。

○セミラボ：実験、評価、分析などウェットラボとして、設計、試作など
研究開発ラボとして目的に合わせてご利用いただけます。
○マルチラボ：研究開発型企業向けのフレキシブルなラボを提供します。

増床・移転をご希望の方はご検討ください。
※ お問い合わせ先 担当：大谷・稲垣（ SIC-２ ）

空き室情報！
SIC 空き室情報（令和２年 1 月７日現在）※お気軽にお問い合わせください。
SIC-1 Startup Lab.
ラボ
セミラボＡ
セミラボＢ
スモールオフィスＡ

（94.5 ㎡）
（47.3 ㎡）
（31.5 ㎡）
（23.6 ㎡）

103 号室
※2
204,205 号室 ※1
211 号室
※3
305,312 号室 ※3

SIC-2 Creation Lab.
オフィス

（50.2 ㎡）

602,603 号室 ※2

SIC-2 R&D Lab.
全室※1
マルチラボ（63.18 ㎡） ４Ｆ 411,412,413,414,415 号室
５Ｆ 511,512 号室
※1 即入居可能 ※2 令和 2 年 2 月から入居可能
※3 令和 2 年 3 月から入居可能

あけまして おめでとうございます

新棟建設にあたりご協力ありがとうございました。なお一層の
サービスの向上に努めてまいります。1998 年、SIC プロジェク
トに加わり、その年に生まれた娘が 21 歳になりました。新棟
の大きなサインを見るとふと泣けてくる自分がいます。54 歳、
もうひと踏ん張りします。
（稲垣 英孝）
今年のテーマは
「６０代を楽しむ」
です。１１月に６０歳になり、
映画がシニア料金になりました。昨年は映画１００本に対して、
８１本で終わったので、今年こそ１００本の映画と、ゴルフの
１００切りに再挑戦します。
（中村 浩）
SIC で仕事をするようになって 10 年が経ちました。これまで
に学ばせていただいた様々なことを振り返りながら、初心を忘
れず、一日一日を大切に過ごしたいと思います。 （片山 寛之）
今年は、少しゆとりのあるライフスタイルを目標に、仕事だけ
ではなくプライベートでも世界の国々を訪れて様々な社会や文
化を知ることで、
「創造性」を培っていきたいと思います。
（五島 康人）
昨年から妻が新日本プロレスにハマり、私の趣味もプロレス観
戦になりました。正月もすでに東京ドーム 2 連戦へ行き、大谷
家のプロレスブームは終わりそうにありません。今年はレス
ラーの体型を見習い、健康に気を付けた 1 年を過ごしていきた
いです。
（大谷 裕一）
SIC に入社後、4 度目の新年を迎えました。昨年は結婚もし、
妻と猫 3 匹とで新生活を始めました。一方、
昨年立てた目標「積
極運動」は達成できず仕舞い。オリンピックイヤーである今年
こそ、運動不足解消に努めます！
（樽川 裕紀）
今年は、新たな環境での船出となります。気負わず、美味しい
ものをたくさん食べて、健康第一！を心がけていきたいと思い
ます。太らないように気をつけながら・・・。今年もよろしく
お願い致します。
( 中野 宏枝 )
歩くパワースポット、須藤です ( 笑 )。これまでの活動を新た
な形にして、持続可能な社会にもっと寄与できたらと思います。
愛と感謝と祝福を込めて、本年も皆々様にとって素晴らしい年
となりますようお祈りしています。
（須藤 理枝子）
今年は、足腰を鍛えたいと思っています。そして、何事にもフッ
トワークの軽い一年にしたいです。まずは、リニューアル事務
室移転に向けて片付けを全力で頑張ります！ 本年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。
（岳田 真由美）

新しい年を迎え、SIC から新年のご挨拶を申し上げます。
今年も、SIC スタッフから新年の抱負をひとこと。
（橋元雅敏）

大きな節目の年となった令和への代替わり。個人的にも怒涛の
一年でした。今年は去年の分を取り戻す勢いで、心穏やかに過
ごしたいと思っております。本年もよろしくお願いします。
（金澤 知恵）

１９年と９か月の勤務を終え、新年からは会社での立場が少
し変わりますが、今までの経験、知識を活かし、皆様の良き
相談役になって行けたらと思っています。
「高齢パワー」でま
だまだ頑張りますのでよろしくお願いいたします。
（相場 美恵子）

もうすぐ SIC４年目。変わらず笑顔で皆さんをお迎えすること
を心がけます。今年（こそ）は幅も厚みも薄くなるようドスコ
イ体型脱却！そしてお仕事に家庭にバンドに頑張ります。今年
もよろしくお願いいたします。
（荒巻 亜矢子）

２月には受験も終わるはずなので、自粛していた自然まみれ
を再開したいと思います。YouTube で、登山やトレッキング
のイメージトレーニングは済んでいるので、あとは実行ある
のみ。それでは、行ってきます！
（上野 泰和）

私の今年のテーマは「合理性」です。単に効率優先主義という
わけではなく、コミュニケーション的合理性を目指し、全員が
満足できる “三方良し” の仕事を実現できるように、常に頭を
ひねりながら頑張ろうと思います。
（磯谷 雄太）

今年は節目の年。新しい年に、これまでとは違う何かを見つ
ける時間をもらいました。新たに何が出来るのか、しなけれ
ばならないのか・・・一日いち日を大切にします。
（荻島 穗浪）

縁あって昨年 3 月より勤務しております。未熟な点も多く皆様
にはご迷惑をおかけしていますが、今年はせめて半熟になれる
よう励む所存です。至らない点も多くございますが、何卒よろ
しくお願いいたします。
（佐藤 久代）

足がつまずくなど体の衰えを感じる瞬間に時々遭遇しました。
今年こそ鎧のように付着した贅肉を落とし、ネズミのように
軽やかに動き回れるようなカラダづくりを目指します。今年
も皆様の発展のため SIC 一丸で取り組みます。 （安藤 重夫）

SIC に入社し、初めての新年を迎えました。まだまだ勉強中の
身ですが、早く 1 人前になれるよう努力します。健康に気を付
け、仕事もプライベートも充実した 1 年になるよう頑張ります。
今年もよろしくお願いいたします。
（大河内 美緒）

編集
後記

令和2年、新しい年を迎えました。１月、恒例のSICスタッフの新年の抱負を掲載いたしました。それぞれが「今年は・・・・」、
「今年こそは・・・・」と目標を定めては見るものの、なかなか達成出来ない事の方が多いのかもしれません。大目標を定め、
それを達成すべく小目標を定めて行く事が達成への道だとか。小さな一つひとつの達成感が大きな達成に繋がる事を祈念していま
す。さて、まだまだインフルエンザが猛威を振るっています。くれぐれもうがいと手洗いを励行されますよう。
荻島

