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新しい年を迎え、入居企業の皆様方におかれましては健やかにお過

ごしのこととお慶び申し上げます。また、旧年中はSICの施設運営管理
に深いご理解ご協力を賜り心より御礼を申し上げます。

昨年は新型コロナウイルスの変異株であるデルタ株が世界中で猛

威を振るい、皆 様の事 業にも少なからず影 響を与えたのではないで
しょうか。そのような中、各企業の皆様に於かれましては、事業再構築

診断結果を踏まえ、社長や社長の右腕となるマネジメント人材がリー

ダーシップを発揮し、働き甲斐と活力のある組織へと導いていく。
「企業
は人なり」と言われる通り、組織は人によって構成されます。働く人のモ
チベーションアップをベースとした組織力強化は、さらなる成長を目指
す企業にとってとても重要なことだと言えるでしょう。

お陰様でSICは今年24 期を迎えます。新たな年を迎えるにあたり、

策の実施など弛まぬ企業努力によって、この苦境を乗り越えてこられ

組 織力の強化を図りながら、経営サポート・人材支援などのソフト支

れました。異例の無観客開催となりましたが、日本は米国・中国に次い

企業の皆様の成長発展に貢献できるようスタッフ一同力を合わせ取

たことでしょう。一方、一年延期された東京五輪がコロナ禍で開催さ
で３番目に多い２７個の金メダルを獲得、メダル総 数では５８個と過

去最高となりました。日本選手団の頑張りは感動を呼び、コロナ禍に
漂う閉塞感を吹き飛ばしてくれました。

さて、今年は寅年です。寅年の経済は荒れるというジンクスがあるよ

うですが、今年はどんな年になるでしょうか。昨年末から増加傾向にあ
るオミクロン株の感染状況が世界経済に大きな影響を与えるのではな

いかと予断を許さない状況です。企業がどんな状況でも安定的に成長
していくためには「組織力」をより強化していくことが重要です。そこで

組織活力や生産性向上の判断材料として「組織活力測定診断」を活用
している企業もあるようです。診断項目例としては①人事考課と賃金の
整合性や福利厚生の満足度などの「風土厚生面」②職務への意欲と活

気や管理者のマネジメント能力・採用などの「人間関係面」③組織への

帰属意識などの「会社への評価」④目標達成度や社員の能力発揮度な
どの「職務遂行面」⑤企業理念・業務プロセスの理解及び目標・方針の
明確さと浸透度、他部門との連携などの「組織構造面」があります。その

援事業と施設管理などのハード支援事業のさらなる充実により、入居
り組んでまいります。

結びにあたり、新しい年が入 居 企業の皆様にとりまして、さらなる

「組織力アップ」の年となりますことをご祈念申し上げまして新年のご
挨拶とさせていただきます。

ちなみに、プライベートでは中学時代のロック好き仲間とバンドを

結成、相模原を皮切りに全国ツアーを目指してまいります！オープニン
グ曲は「アイ・オブ・ザ・タイガー」
（ ロッキー４）！！
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和四年一月
株式会社さがみはら産業創造センター
代表取締役

HAPPY NEW YEAR

1 2 月の 新 聞 掲 載 記 事 紹 介（ 1 2 月 2 4 日 時 点 ）

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 に掲示していますので、ご覧ください。
また紙面に掲載された場合、スタッフに教えていただけると幸いです。

１２月１０日
１２月１０日
１２月１１日
１２月２３日

高瀬総合法律事務所 かながわ経済新聞
―NDA 契約前のチェックポイント―

SIC-1

Startup Lab.

SIC-2

Creation Lab.

部

ていたら教えてください。
（佐藤）

株式会社F-Design 日刊工業新聞
―エフ・デザインに劣後ローン―

(令和4年1月1日 現在)
※お気軽に稲垣・大谷までお問合せください

〇セミラボＢ（31.5㎡）

〇スモールオフィスA（23.6㎡）
〇オフィス（50.2㎡）

空室数

1

賃料/月額

（共益費・消費税込）

1 ※1

１※2

※1 令和４年２月より入居可能 ※2 令和４年４月より入居可能
最新の情報はHPをご確認ください。

108,240円

86,570円

189,970円

2022 年新しく始めたいこと

SICに入社して１年が経過し、無事（？）初心者マークが外れまし
た‼今年は数年（１０年？）ぶりにランニングを再開したいです。
目標は旅ラン♪旅先で景色など色々楽しみたいです。本年もよろ
しくお願いいたします。
（中村愛）
コーンフレーク
Twit terで「鬼滅の刃」の伊之助ボディーを目指して毎日腹筋
ローラーをされている方を発見し、100 日、200 日とどんどん
変わる体つきに憧れを覚えた私は脱わがままボディー目指して、
毎日腹筋ローラーを始めたいと思います！（大谷）
黄色の虎ック
『断捨離』始めます！おうち時間でついポチッとしたものも溢れ

てきたのでそろそろ…。でもまずは、身体についたお肉（ただの
脂肪）の断捨離から…。子どもたちと一緒にバドミントン頑張り
ます！
（荒巻）

始めたいと考えています。
（中村浩）

しまじろう

トライフを極めていきたいと思います！（須藤）

置物

仲間たち

をしない体を作ること。体が元気でなければ楽しくない。不在に
する事が多いですが、
本年もよろしくお願い致します。
（相場）

トラボール

新入社員の金澤２号です。今年は「つなぐ」をテーマにいろいろ
チャレンジしていきます！プライベートでは「多肉植物」を育てた
り、こだわりの「焚き火」をしてみたいです！！あと、骨折しない体
へ
「トランスフォーム」します！！！
（金澤信）

親虎子虎

アオハルを再び。青春１８きっぷを片手に故 郷の新 潟帰省に
チャレンジ！青春を取り戻せ！ではなく、この歳だからこその、
故郷での思い出に浸りながらのんびり旅を楽しみ、味わってみ
たいですね。
もちろん感染対策も忘れませんよ。
（中野）

マネーの虎

SICに入社後、6度目の新年を迎えました。以前は食器や調理器
具、冷蔵庫、電子レンジなどを一切持たない生活を送っていまし
たが、結婚を機にすっかり料理にハマりました。今年は普段の
食事だけでなく、
スイーツづくりにも挑戦します！
（樽川）

トラ耳

今年、受験生の父にデビューします。心配な点もありますが、子
どもと一緒に大いに楽しみたいと思います。あわせて、
「寛容」と
「忍耐」を身につける機会にしたいとも思っています。私には、
かなりハードルが高いのですが…。
（上野）
虎ピッチャー
が低くなり、食べた分だけ太るようになってしまったので、食事
を楽しめるように自宅でできる適度な運動を朝の新たなルー
ティンに追加して頑張ります！
（五島）

虎ネクタイ

していく」ことを新しく始めたいと思います。
「動く年」を目指して
頑張ります。
本年もよろしくお願いします。
（安藤）

トラピック

きました。トラネコが二匹となり毎日大騒ぎで楽しそう。たまに
はおやじと遊んでくれニャン…。今年はアプリのにゃんトークで
ネコ語をマスターしてみようと思います。
（稲垣）

トラ猫

今年は粋でいなせな男になれるよう、自分磨きを始めます！結

いという夢が出来ました。今年からちょっとずつ学び始めようと

編集後記

昨年は、新しい業務を覚える為に奮闘した１年でした。新しい経
験をさせていただけたことに感謝です。2022年は、ケガや病気

息子の車のボンネットに隠れて子ネコのボンが我が家にやって

某サイトでフォロワー数も増えてきたので、一度本を出してみた
思ってます。
（ 10年計画！）この歳になると1年があっという間
ですが、
まずは、とりあえずネップリから…。
（金澤知）

松島トモコ

書評に誘われて購入したものの積み上げられた本のように、減
らずに積み上がる「新しく始めたいこと」。
「これらを書き出し潰

カスタムしたポータブルハウス(タイニーハウスや車)などを活用

し、世界観はクラロリテイストのピクニック気分で、衣食住の
コンテンツを自分らしくデザインし、毎日のどかで丁寧なリモー

鏡もち

今年のテーマは「自宅でエクササイズ」。運動不足から基礎代謝

社会人として銀行で20 年、SIC（産業振興財団も含む）で20 年が

経ちました。次の20 年（実際に何年あるか分かりませんが）を
考えると、まずは、相続した秋田の実家のリフォームを少しずつ

虎ンプ

2022 年はリフレッシュする1 年にすべく、SIC近隣に引っ越し予
定です。新たな環境で仕事に励みたいと思います。また、料理・

定期健診で歯医者さんから口呼吸ではなく、鼻呼吸をするよう
に提案されました。他の哺乳類も鼻呼吸なのかすごく気になり
ますが、今年から粛々と鼻呼吸をしていきたいと思います。忘れ

株式会社F-Design 神奈川新聞
―ロボット台車で密回避―

屋

気掛りですが、昨年お酢を飲む習慣を身に付けたので、密かに
期待したいです。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
（岳田）

運動にも精を出し、健康・痩せるをテーマに体も心も燃やしたい
と思います。
（花摘）

S.DesignCreate かながわ経済新聞
―オリジナル治具制作します―

SIC空室情報

ヨガでしょうか。老後の備えに心身を健康にしていきたいです！
問題は、長年放置してしまった体の硬さ…始めても続くのか

かぶりもの

局のところ、周囲のために心を尽くしてしまう寅さんの、自己犠
牲の精神で。まずは形から入ってみることにしました。いっその
こと
「片山寅次郎」に改名しようか、
検討中です。
（片山）

車寅次郎

2022年は壬寅（みずのえとら）。冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力にあふれるという意味だそうです。コロナ禍の辛抱とも
なぞらえ、今年は「新しく始めたいこと」をテーマに抱負を掲載しています。これらの抱負がこれから花開くように、スタッフ一同
公私ともに頑張ります。本年もよろしくお願いいたします。
（佐藤）
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