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例会後の懇親会

構成会員及び活動者

　昭和58年（1983年）からの最も古い83プラザと88プラザ・89プラザ

が合体し、平成11年（1999年）に「八日会」として発足しました。

　現在、17社のメンバーで、毎月8日前後に集まりましょうという会です。

　例会では、必須としての各メンバーによる3分間スピーチに意義があ

ります。

　メンバー各社の報告などは、興味ある内容に溢れており、現実味のあ

る生の声や情報をその場で聞けるということは、自分たちの会社の位

置や向うべき方向の指針や確認するヒントを得られ、自社の活性化に

繋げていく手がかりになります。

　毎回、充実したスピーチで質疑応答などで語り尽くせず、2時間では

足りず、なかなか終われない例会です。

　年に数回は、講師を招いて勉強会をしたり、興味のある会社を訪問し

たりして親睦を深めております。

　会員メンバーは様々な異業種の集まりです。毎月8日前後に例会を開

催しておりますので、ぜひ参加してみませんか？　　　

活動の特徴連絡先八 日 会
鹿児島市小山田町72726-3
協業組合ユニカラー
松　 洋一郎
TEL099-238-5525

代　表

株式会社ワイエムエス
代表取締役　川田 晄史

世話人

例会の開催状況

月1回 8日

●小鹿酒造（株）

●（株）ストーンワークス

●（株）仙夢

●田中 幸夫

●（株）地蔵　たぬき湯

●（株）天元

●ドリーきかく（有）

●中島液素工業（株）

取締役会長　　田中 高逸

代表取締役　　上中 誠

代表取締役　　小田 正弘

（田中幸夫建築設計事務所）

専務取締役　　萩原 豊子

代表取締役　　又野 佳洋子

代表取締役　　木村 由美子

代表取締役　　中島 次夫

●日本浄水管理（株）

●日本有機（株）

●（株）マツオ

●（株）丸松

●協業組合ユニカラー

●（株）ランドアート

●（株）リサーチアンドデザイン

●（株）ワイエムエス

代表取締役　　　西 義哉

代表取締役会長　川崎 暢義

代表取締役　　　山下 健次

代表取締役　　　松下 謙一

常務理事　　　　松　 洋一郎

代表取締役会長　黒田 清忠

代表取締役社長　藤井 孝明

代表取締役　　　堀内 明人

代表取締役　　　川田 晄史

　「プラザ」は、会員相互の親睦を深め、異業種中小企業者等による新分野の開拓を

促進し、中小企業の創意ある向上発展を図ることを目的とする異業種交流グループで

あって、研修・講演会等の開催、先進事例の視察・見学、調査・研修等を行っています。

　昭和58年（1983年）に鹿児島県の呼びかけで始められた「異業種交流協会」が翌

年に83プラザとして発足。以来、年次毎に設立されることとなり平成11年（1999

年）の異業種交流協会が99プラザを発足させるまで続いたが、現在5プラザ（地区プ

ラザを除く）にまとまっています。

　この活動形態が当倶楽部独特のユニークな事業であることを常に発信し、当倶楽

部加入の基本的動機としてアピールできるようにしていきたいと思います。

　工業倶楽部の会員は必ずいずれかのプラザ（新しく設立することも可能）に所属

して頂くこととなっていますので、未加入、未参加の会員は気軽に目当てのプラザ

をのぞいて見て下さい。また、事務局にご相談いただければ案内いたします。

TOPICX
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異業種交流(プラザ）が創る新しい未来！
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吉田浩己鹿児島大学長を囲んで

構成会員及び活動者

　1984年、工業倶楽部の前身「鹿児島県異業種交流協会」に発足した歴

史あるプラザ。食品関連が主体の異業種2２社が会員。歴代代表は、坂元

醸造、フォーエム、新日、本坊酒造、薩摩酒造、藤崎商事、小城製粉、大協

の各会員で、現在9代目。

　例会では、主に企業会員による講演と企業視察、国や県の補助事業・

助成金の活用や法改正への対応等の講習、参加会員すべての3分間ス

ピーチ（近況報告、今伝えたいことなど）や交流会をとおして情報交換、

交流を深めて会員企業の活性化と発展に活かしている。また、海外視

察・国際異業種交流を実施し、米国カリフォルニア（プラザ創立10周

年、1994）、中国上海（20周年、2004）、韓国ソウル（25周年、2009）を訪

問・異業種研修し、20周年記念誌「鹿児島の食とこだわり」を刊行した。

　現在は、全国初の大学との連携、鹿児島大学・県工業倶楽部包括連携

協定を生かして、大学部局等の視察や学長をはじめ教員の講演をとお

して産学連携を深めている。今後は、会員企業のさらなる理解と主に県

内大学等との交流をめざす。

活動の特徴連絡先84プラザ
鹿児島市春山町1685-19
竹田 靖史
TEL099‐278‐1566
E‐mail: ytakeda@kg8.so‐net.ne.jp, 

代　表

鹿児島大学名誉教授
竹田 靖史

世話人

例会の開催状況

年6～8回

●（有）アルファーテック

●（株）大阪屋製菓

●鹿児島相互信用金庫

●黒木 樹朗

●小城製粉（株）

●坂元醸造（株）

●薩摩酒造（株）

●鮫島 吉廣

代表取締役　　　吉田 透

副社長　　　　　水野 貴之

ネイチャリング・プロジェクト

代表取締役　　　小城 年久

代表取締役会長　坂元 昭夫

専務取締役　　　本坊 愛一郎

（鹿大農学部教授）

●清水園芸（株）

●（株）下堂園

●大協（株）

●竹田 靖史

●田上 康朗

●（株）南光

●日本有機（株）

●久永情報マネジメント（株）

代表取締役　　　清水 克己

常務取締役　　　岡 秀実

代表取締役　　　横山 勝一

（鹿大農学部名誉教授）

（タノウエ事務所）

代表取締役社長　上田平 孝也

代表取締役　　　野口 愛子

代表取締役　　　久永 修平

●（株）フォーエム

●藤崎商事（株）

●本坊酒造（株）

●宝来メデック（株）

●（株）マツシタデザイン

●（有）岬塗装工業

代表取締役　　森重 匡世

代表取締役　　藤崎 茂実

工場長兼所長　瀬崎 俊広

代表取締役　　寶來 豊晴

代表取締役　　松下 清志

取締役　　　　前田 清信

PH

構成会員及び活動者

　昭和62年（1987年）からのプラザである87プラザと、90プラザ、92

プラザが合体し、平成8年に「プラザ21」として発足、平成16年に「プラ

ザいもづる」と改名した。

　当番制で、内容と会場（3,500円会費）を各々月ごとに開催している

が、倶楽部会員はもとより、オブサーバーとして外からも興味のある方

はご案内し、参加をいただいている。その上で、当倶楽部への入会を呼

びかけている。

活動の特徴連絡先プラザいもづる
鹿児島市南林寺町12-6
（株）トライ社内
TEL099-226-0815

代　表

(株)トライ社
黒瀬 廣幸

中崎 宗治　（株）中崎電子工業
本村 嘉啓　南日汽缶工業(株) 

世話人

例会の開催状況

月1回第2金曜日

●（株）鹿児島頭脳センター

●（株）グッドコミュニケーションズ

●榊原　邁

●（株）トライ社

●（株）中崎電子工業

●南日汽缶工業（株）

専務取締役　山下 博美

代表取締役　高橋 美博

　　　　　　竹内 勝幸

（鹿大理学部名誉教授）

　　　　　　黒瀬 廣幸

開発事業部　宇都 孝

代表取締役　中崎 宗治

代表取締役　本村 嘉啓

●（有）ニッセイ印刷

●日本スラスト（株）

●八光工業（株）

●明昇工業（有）

●（株）リサーチアンドデザイン

代表取締役　新森 和江

代表取締役　森島 由美子

代表取締役　廣橋 和己

統括部長　　岡山 省吾

代表取締役　尾辻 直哉

代表取締役　堀内 明人
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構成会員及び活動者

　「異業種交流」と云う言葉は20年前ぐらいから聞くようになりました。

県の呼びかけにより1995年に工業倶楽部に入会しました。初めて異業

種の方と出会っていろいろな方と話したり、聞いたりすることに依り

無知な自分に知識と知恵をいただき、人との交流に喜びを感じるよう

になりました。

　異業種交流をするだけで自分の利益につながるものでもありませ

ん。積極的に活用することが自分のため社会のためにつながるものだ

と思います。

　95プラザも当初は約20名でした。年々参加者も減り例会も開けなく

なり、他のプラザと合同に開催するようになり、状況は各プラザでも一

緒でした。そこで、さつまプラザを立ち上げ7年が経過致しました。

　さつまプラザは毎月例会を開催するのが原則で今日まで続いて参り

ました。

　例会の担当は各年代別プラザの人が持ち回りです。テーマは情報交

換会（懇親会）での意見により大体決める。講師については担当者又は

事務局にお願いする。さつまプラザの中には見識の高い又専門知識の

持ち主もおり毎回が楽しい勉強会になっております。

活動の特徴連絡先さつまプラザ
出水市野田町下名95
南九食品（株）内
TEL0996‐84‐2159
FAX0996-84-3201

代　表

南九食品（株）相談役
片野坂 正勝

世話人

例会の開催状況

月1回

●アズビル（株）鹿児島営業所

●（有）アルファーテック

●（株）ガイアテック

●桑原税理士事務所

●（株）幸洋

●さつま麺業（株）

●（株）三味一心堂

●（有）シルク工房

所長　　　　　西田 弘樹

代表取締役　　吉田 透

代表取締役　　橋口 享児

所長　　　　　桑原 義和

代表取締役　　三本 釈世

代表取締役会長　山下 徹

代表取締役　　江川 智博

代表取締役　　林 とし子

●（有）清木場果樹園

●（株）綜合経営コンサルタント鹿児島営業所

●（株）高浜蒲鉾

●竹之内穀類産業（株）

●（株）地蔵　たぬき湯

●（株）トヨタ車体研究所

●南九食品（株）

●（株）ニシムラ

●日本システム（株）

種子島観察

代表取締役　　清木場 真一

取締役相談役　大迫 陽一

代表取締役　　高　 良太郎

品質管理課長　前原 博幸

専務取締役　　萩原 豊子

技監　　　　　宮村 憲一

相談役　　　　片野坂 正勝

代表取締役　　西村 善昭

取締役社長室長　西田 茂

●（株）野口タタミ工業

●（株）枦産業

●林建設（株）

●平岡　まり子

●マトヤ技研工業（株）

●三岳酒造（株）

●三菱商事（株）鹿児島支店

●メイワ医科工業（株）

●吉玉精鍍（株）宮之城事業所

代表取締役　野口 勝巳

代表取締役　枦 壽 一

代表取締役　林 隆秀

代表取締役　益留 福一

代表取締役　佐々木 睦雄

　　　　　　坂之上 典子

代表取締役　時村 友一郎

常務取締役　吉玉 和生

鹿児島市下荒田1-36-24
（株）栄電社内
TEL099-250-3348
FAX099-250-3374

（株）栄電社　代表取締役
満石 公一

月1回

構成会員及び活動者

　プラザさくらじまは、会員相互の交流と知識の習得向上を目的にし

ている会です。毎月、例会があり、懇親会をする前に会員の中から30分

程度、自由な題目で話しをしてもらい、自社の会社ＰＲ、社会状況、環境

など幅の広い分野の話が聞けます。

　先日の例会は、カクイックスの西園様に、医療と福祉をテーマとし

て、話をしていただきました。今問題になっている消費税が年代別人口

に深いかかわりがあることをわかり易く説明していただきました。

　又、福島の件につきましても企業の立場から今までの経過を分析さ

れ、報道がいかに極端な見方で報道されているかを鋭く捉えられた文

章も書かれておられます。

　その他に、数年に1回は、親睦を兼ねての現地視察に行っております。

今年は、二泊三日で、韓国にいく予定です。

　会員は、建設、食品、展示、電気、焼酎、福祉、お風呂、とさまざまな業種

ですが工業倶楽部でないと味わえない人たちの集まりです。

　これからも将来の展望を話題にしながら、しぶとく生きる知恵を学

んでいきたいと思います。

活動の特徴連絡先プラザさくらじま

代　表

世話人

例会の開催状況

●（株）栄電社

●大野電気管理事務所

●鹿児島酸素（株）

●（株）サンセイシステム

●ダイヤフーズ（株）

●（株）トヨタ車体研究所

●ドリーきかく（有）

●（株）東郷

代表取締役　　　　満石 公一

代表者　　　　　　大野 茂弘

代表取締役　　　　山之氏 秀行

代表取締役社長　　徳重 光政

鹿児島工場工場長　西園 裕次

技監　　　　　　　宮村 憲一

代表取締役　　　　木村 由美子

代表取締役　　　　東 成生

●東　国際特許事務所

●（有）マチダ商事

●南九州金属工業（株）

所長　弁理士　東 和博

代表取締役　　板山 孝司

代表取締役　　吉村 晃誠
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・ 平成24年11月9日(金)　14：00～
・ 会場　鹿児島大学「稲盛会館｣
・ 鹿児島大学と共催
・ 基調講演　「機能栄養学と医食同源」
　　　　前国立健康・栄養研究所理事長・生命科学振興会理事長
　　　　渡邊昌氏
・ 講演　「鹿児島の食文化～海からの文化～」
　　　　前鹿児島県栄養士会会長，鹿児島女子短期大学
　　　　名誉教授　外西壽鶴子氏
　ほか　鹿児島大学農学部　岩井純夫教授
　　　　鹿児島大学保健管理センター所長　伊地知信二教授
　　　　鹿児島大学水産学部　木村郁夫教授
　　　　の講演や質疑、意見交換交流会があります。
※講演内容等について変更になる場合があります。　

・ 平成24年11月14日（水）　15：00～
・ 鹿児島東急イン（鹿児島市中央町　℡099‐256‐0109）
・ ビジネスプラン発表(県内、県外各１社)
・ 交流会(情報交換・名刺交換等)
・ 主催　(公財)かごしま産業支援センター
　　　　(一社)九州ニュービジネス協議会 鹿児島地域委員会
　　　　(社)鹿児島県工業倶楽部　

第55回ベンチャープラザ鹿児島
「二水会」の開催について

第二回食と健康に関するシンポジウム
｢鹿児島の食生活・食文化と機能性食品｣の開催について

採用枠拡大等について
1.平成24年7月2日(月)「来春の新規学卒者の採用枠確保」
について要請のため、文書を携えて次の四方が来局され
ました。　

　　鹿児島労働局長(井上俊美局長)
　　鹿児島県知事(田中和彦商工労働水産部長)
　　鹿児島県教育委員会教育長(六反省一教育長)
　　鹿児島市長(中園博揮経済局長)
　　　岩元正孝会長(カクイ(株))が対応されました。
2.平成24年7月24日(火)｢平成25年3月高校等卒業予定
者の就職採用枠の拡大｣に関する要請のため、文書を携え
て次の方々が来局されました。

　　鹿児島県ＰＴＡ連合会長(外城戸昭一会長、二之宮行宣副会長)

　　鹿児島県連合校長協会長(野元信一郎鹿児島工業高等学校長)
　　　岩元正孝会長(カクイ(株))が対応されました。
　　いずれも、鹿児島の発展を担うべき若者の雇用につい
て是非採用枠の確保をお願いしたい。また最近、県内就職
の希望が増えているので、県内企業は採用選考の早期実
施をお願いしたい、とのことでした。有能な人材を確保す
る意味でも是非ご理解をお願いします。

工業倶楽部のホームページについて
　22年8月ホームページのリニューアルに伴い、会員の
ための「Member’s News[会員情報発信]」コーナーを
設け、どなたでも一定期間、商品や技術の紹介、要購入財
や事業の展開状況等を会員及び閲覧者に見て頂くこと
ができるようになりました。
　事業内容の発信等に是非ご活用ください。
　申込みや取り扱い要領等については、ホームページを
ご覧ください。

（1）部会長改選及び世話人の選人について
（2）本年度の活動の方向性について
（3）その他「鹿児島大学食品管理技術研究会」への対応

（1）「進取の気風あふれる総合大学をめざして」
　　　講師　鹿児島大学長　吉田浩己氏
（2）今、語りたいこと（3分間スピーチ）

(1)「中国ビジネスについて」
　　　講師　鹿児島県観光交流局観光課主査
　　　　　　木下栄一氏
(2)意見交換
(3)現況報告

部　会

（1）①「鹿児島大学の知的財産活動」
　　　講師　鹿児島大学産学官連携推進センター
　　　　　　知的財産部門　
　　　　　　教授　小池保夫氏　
　　②「“土と人と環境にやさしい”
　　　日本有機のエコ＆あぐりの取り組み」
　　　講師　日本有機株式会社
　　　　　　代表取締役社長　野口愛子氏　　　　　
（2）今、語りたいこと（3分間スピーチ）

貿易部会

食産業部会

プラザ

地区プラザ

84プラザ

84プラザと八日会との合同例会

（1）南薩地区の農産物等の地域活性化に関する事例発表
　　　講師　県南薩地域振興局
　　　　　　農林水産部　農政普及課
（2）新年度の事業説明
　　　講師　下津貫洋氏
　　　　　　(財)かごしま産業支援センター
　　　　　　新産業育成課長
（3）会員紹介及び情報交換

南薩地区プラザ

（1）講師　鹿児島商工会議所　津留氏　
（2）情報交換

（1）「国の制度の補助金等について｣
　　　講師　中小企業基盤整備機構南九州事務所長　　
　　　　田岡博氏

（1）「人類の未来を支える植物と微生物の多様な共生」
　　　講師　鹿児島大学大学院理工学研究科生命
　　　　　　化学専攻　
　　　　　　教授　内海俊樹氏
（2）情報交換　

川薩地区プラザ

出水地区プラザ

（1）3分間スピーチ
（2）情報交換

（1）近況報告・情報交換

プラザいもづる

（1）屋台村コンセプトについて講話（南国殖産の方）

（1）情報交換

さつまプラザ・プラザさくらじま・
福祉ビジネス研究部会合同例会

部会・プラザ・研究会活動状況（平成24年4月～9月）

7月13日(金)　 14：00～　ソフトプラザかごしま

4月26日(木)　 18：00～　大野屋　黒豚村

（1）演題「新事業（バイオ環境事業）に関する近況」
　　　講師　株式会社栄電社　バイオ環境事業部
　　　　　　マネージャー　川路博文氏

5月15日(火)　 18：30～　Daining  151A

6月25日(月)　 18：30～　「ごはんの時間」inatome

（1）講話　講師　株式会社カクイックスウイング
　　　　　　　　相談役　西園靖彦氏

7月19日(木)　 18：30～　巳八(みのはち)レム鹿児島店

（1）「新信託法活用による財産管理や事業承継法について」
　　　講師　株式会社 綜合経営コンサルタント
　　　　　　代表取締役　古賀昭洋氏

8月24日(金)　 18：30～　鹿児島県市町村自治会館会議室505号

4月20日(金)　 16：00～　南さつま市役所
　　　　　　スタジオ21　研修室１

4月16日(月)　 16：00～　川内ホテル

（1）近況報告、意見交換会等
（2）節電計画対応、エコ等について

7月21日(土)　 18：00～　南さつま市

7月17日(月)　 16：00～　川内ホテル

（1）「昨今の鹿児島における産業関連の組み換えについて」
　　　講師　鹿児島大学副学長　法文学部教授　荻野　誠氏

9月24日(月)　 16：00～　川内ホテル

6月21日(木)　 18：00～　鶴の町商工会館　野田支所

7月25日(水)　 16：00～　ソフトプラザかごしま

5月18日(金)　 17：00～　鹿児島大学本部第１会議室

（1）「誰もがデザイナー」
　　　株式会社フォーエム　代表取締役　森重匡世氏 
（2）「新たな獣医学教育の展開／共同獣医学部の設置」
　　　鹿児島大学共同獣医学部　学部長・教授　高瀬公三氏
（3）施設見学（動物病院、軽種馬センター）
（4）今、語りたいこと（3分間スピーチ）

9月11日(火)　 17：00～　鹿児島大学農・獣医共通棟34セミナー室

7月19日(木)　 17：00～　鹿児島大学産学官連携推進
　　　　　　センター2F 共同研究室2

4月13日(金)　 18：30～　和酒呑ん処響堂

（1）韓国旅行
　・ソウル市内観光
　  世界遺産「水原華城」、IT韓国を体験、韓国食料品店等

さつまプラザ
9月12日(水)～9月14日(金)

（1）情報交換

八日会
9月7日(木)　 19：00～　焼肉なべしま

5月11日(金)　 18：30～　稲音館

（1）かごしま産業支援センター事業紹介
（2）情報交換

6月8日(金)　 18：30～　コワーキングスペース301

（1）近況報告・情報交換

9月20日(木)　 18：30～　中崎邸

（1）近況報告・情報交換

8月9日(木)　 18：30～　ホテルタイセイ１階
　　　　　　レストランえんぴつ
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桑原義和税理士事務所
（有）ダーテック
　当事務所は、先代が計理士として創業以来80年に

なります。昭和初期の大恐慌、戦中戦後の際の中小企

業経営のお世話をさせていただいてきたわけですが、

今や世間は少子高齢化、後継者難、金融不安、増税、相

続等の問題をかかえています。

　従来から税理士事務所はよろず相談所でありまし

た。私も昭和45年、税理士登録（南九州税理士会）、適

正な納税が行われるよう努力しております。

　又、以上の外、中小企業の経営の一助にと（有）ダー

テックを設立し、会社の経営管理、事業計画立案、経営

分析等を手がけています。創業約40年になります。

税理士

桑原義和

鹿児島市名山町10番27号
TEL 099-222-3636
FAX 099-227-1539
Mail kuwahara-sun@po3.synapse.ne.jp

（株）ダーテック業務内容

・計数による分析

 　良い点　悪い点

・変動損益計算書、キャッシュフロー計算書等管理

資料の作成

 　売上、コストが変動したら損益はどうなるか

 　それによる資金繰りはどうなるか

・事業計画書の作成

・あとで問題を残さない為の生前贈与

・相続への対応、事業承継アドバイス

・「計数のよる経営管理」についての勉強会の開催

・測量・土木・建設・森林向けの現場用品
　各種測定機器・熱中症対策用品・防災用品の販売。
・環境測定機器、その他測定機器のレンタル。
・コンクリート構造物の非破壊試験コンサル業務。
・防護柵の根入れ長測定業務。
・修理・点検業務。

日本初!!世界初!?日本で唯一の米粉100％・小麦粉0％の和洋菓子・パンの
お店です。お客様の健康に貢献する原料米を使用し、お菓子やパンを安心して
楽しんで頂けます。お気軽にお問合せ下さい。

http://www.land-art.co.jp

お客様のお探しの商品を全力で

お探しいたします。
測定技術を磨き、お客様のご要望に

素早くお応えできるよう務めます。

お客様の現場に役立つものを

迅速にご提案致します。探す 提案 技術
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●積極的に参画する“意欲のある企業”
●企業間の枠を超えて交流を深めたい企業
　～自己啓発、自己研鑽～
※入会資格等はホームページをご覧ください。

工業倶楽部会員募集
こんな企業を求めています！

自社の新商品・新製品・情報を発信してみたい、新しい技術開発、商品
作りのための情報募集や連携企業募集などとして、ご活用ください。
詳しくは、工業倶楽部事務局（総務・広報委員会）まで。

210×297mm

210×148mm

105×148mm

¥20,000

¥10,000

¥  5,000

工業倶楽部の
ホームページで
情報発信しませんか !!

　22年8月ホームページのリニューアルに伴い、会員のための
「Member’s News[会員情報発信]」コーナーを設け、どなた
でも一定期間、商品や技術の紹介、要購入財や事業の展開状況等
を会員及び閲覧者に見て頂くことができるようになりました。
　事業内容の発信等に是非ご活用ください。
　申込みや取り扱い要領等については、ホームページをご覧ください。

工業倶楽部「会報」で会社のPRをしませんか !!工業倶楽部「会報」で会社のPRをしませんか !!

1ヶ月　¥2,000

工業倶楽部事務局からのご案内


