諸諸サロン定例会
月度

開催日

発表者
参加者
発表内容
テーマ「落とし穴にはまらない2情報の提供 －安心の生活を送れるヒントー」
生前贈与の落とし穴（相続税等の仕組みを勉強。但しその前に、財産
栗原（三井生命）
を貯めることが肝心と痛感）
７月度 2014.7.31
25
安心安全なホームページ講座（チーム諸々のホームページを例とし
近藤（MOSK)
て）。ホームページの基本的考え方及び安全と効果について勉強。改
めて見直そうとの声、多数。
テーマ「心身ともに充実の熟年生活！」
高村（ファンデリー)
６月度 2014.6.30
佐々木（ササキテック）

高齢社会に貢献するメディカルフードサービスの紹介があり、充実し
た栄養士の陣容できめ細かく対応するビジネスモデルに感心すると同
時に老後の食事に楽しみが出てきました。
惚れ込んだ先端技術に燃え続ける熟年社長からの事業紹介。パネル
型赤外線ヒーターは数々の分野で使われていますが今回は身近な食
品加工を例にとりわかりやすく説明頂きました。技術内容のほかに熟
年経営者の熱意に聞き入ってしまいました。
テーマ「充実・安心の熟年生活はお任せを！」

５月度 2014.5.30 川口（サーキュレーション)
有能な退職者による経営課題解決サービスビジネスとは
安心して終末を迎えるために必要な終活とは
直江（日本リビングウイル）
テーマ「生きるベース：エネルギーと健康の新情報」
「事業ビジネスとしてみる太陽光発電」：クリーンエネルギーの中心で
佐々木（ﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ)
ある「太陽光発電事業」は社会的に意義深いうえ投資先としても節税
対策にも有効であることを紹介。成程！
４月度 2014.4.30
「健康食品の組み合わせで健康寿命が延びる可能性も！」：ビフィフィ
ス菌（LK512)とアルギニンを同時に摂取することで健康寿命伸長、脳
遠藤（協同乳業）
のアンチエイジングが期待さるという新しい研究成果。お土産にサン
プル。参加者が来月若返っているか楽しみ？
テーマ「知っていたら得する技術関連情報」
「特許面白話」：特許の仕組みと使い方を知らないと何も仕事ができな
小池（クラフトラボ）
いことを再認識。実務に根差した話は本当に勉強になり役にたちそう
です。
３月度 2014.3.31
「ひと工夫でで電気ガス料金の削減が！」：まずは電気、ガス代の価
格は条件により複雑になっていることを認識。それをベースに料金低
大澤（TAC)
減が可能な場合があり、そのコンサルタントをしてもらえることに興味
津津。家計が助かる。
「日本の水産物流の現状」：少し関係が結びにくい香港と北海道の水
産流通を通じての諸問題を「実は緊密になっている」と極めて明快に
２月度 2014.2.28 高島（㈱吉岡水産）
面白く話していただきました。特に、最近の香港の魚の消費動向など
から香港人の生活も垣間見ました。貿易の自由化、食の安全、資源
保護、中国の将来までも考えさせられました。
テーマ「既存ビジネスへの挑戦」・先取りしたビジネスモデル
「キリマンジェロエクスプレス」プロジェクト。日本初の東アフリカ小口貨
濱田（大森回漕店）
物輸送サービスのスタート。様々なアフリカ秘話を聞くことができ、興
hamada@omori-kaisoten.co.jp
味が尽きませんでした。もっとアフリカを知る必要を感じました。
１月度 2014.1.31
「ボルカロ」プロジェクト。高性能ピザ宅配用保温プレートの開発。既存
菊地・藤原（オルセン）
のピザ保温システムを超える画期的保温システムの紹介。心配りある
fujiwara@orusen.co.jp
新製品に参加者はこれは優れモノと感心。これからは自宅でも店同様
の熱々ピザが楽しめます。
テーマ「「新しいアジアの風」を感じましょう、知りましょう！」
１１月度 2013.11.29
「アジアの若者に希望をたくして」：アジア出身の若者の育成と強化を
奥山（NPO新しいｱｼﾞｱの風） 経済的、精神的に支援することにより、アジアと日本の良い関係作り
に貢献するNPOの活動報告。そして支援者の輪を広げる運動の呼び
「今注目の国・バングラデシュ」：重要ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰとしてのﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞ
岡崎・ﾊﾞﾙｱｼｮｳﾐﾄﾗ（ｲﾝﾄﾞﾃｯｸ） ｼｭ！知らないことだらけで目からうろこの連続。親日本的だという嬉し
い情報から可能性大のビジネス情報。まだまだ益々良い関係ができ
テーマ「こんなことを知っていましたか？」
１０月度 2013.10.31
大井（グラン・メド㈱）
地震保険の有効活用（どうかけたら安心？お得？）
アリファズラット（ﾌｨｼﾞｰﾄﾞﾘｰﾑ) フィジードリーム（天国に2番目に近い島フィジーの諸々のお話）
テーマ「地域産業活性化の挑戦、あれこれ」
９月度 2013.9.30
①日本の観光事業と下呂温泉の現状（外国人旅行者の動向）、②老
梅若（湯之島館）柳沢（ｓａｗａ
舗旅館の力（歴史・伝統・おもてなし）、③湯之島館の課題（有形文化
企画）
財である日本旅館ゆえの課題）、④湯之島館の今後の展開
地方発環境にやさしい酵素剤の展開（酵素とその技術・酵素が期待さ
松井・中山（富山環境興研）
れる訳・酵素の応用例・酵素の今後の展望）
テーマ「市場創造型新商品の開発物語」
８月度 2013.8.30
クリス・プスカ（Immatek)
水のナノバブル新技術と用途開拓
全くの新商品「ジョーバ」の開発物語。（今までにないﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼｰﾝ、
山崎（ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）
乗馬療法の運動効果に着目）
テーマ 「第一線で頑張る若き人々」（第一回諸諸サロン青年の主張！（？））
７月度 2013.7.31
松岡（姉弟）（松の泉酒造）
老舗の蔵から将来の球磨焼酎に夢をのせる
谷中（木下不動産）
ハッピーリタイアメント～退職後の収入づくり
門田（ﾄﾗｲﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）
コンサルタントの選び方・オーダーの仕方
「全てはデザインから始まる」：多くの企業でのデザインの力の発揮
６月度 2013.6.28 初谷（ｳｲｯﾄﾞﾋﾞｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ）
例。伝統工芸をデザインに生かした例など。
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加藤（国際資源開発
研修ｾﾝﾀｰ）

「人口増加と資源循環」：この重大テーマの実情の理解と、それをどう
捕えて次のビジネスに生かすか。
日本で唯一のﾘﾏﾘｯｼﾞｺﾝｼｪﾙｼﾞｭによる「ﾘﾏﾘｯｼﾞ（再婚）の高まりとその
５月度 2013.5.31 藤田（ｻﾛﾝ ﾄﾞ ｼﾞｭﾝﾇ）
社会的背景」。如何にして良いﾊﾟｰ^ﾄﾅｰと巡り合えるか。
山崎（ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） 熟年こそフィットネス。（身も心も若やごう）
４月度 2013.4.26 石山・小路（ｾﾌﾃｨｰﾜﾝ）
ｾﾚﾓﾊﾟｯｸ（納体袋）あれこれ(中の物が腐らない・匂ﾜﾅｲﾑﾗｸﾙﾊﾞｯｸﾞ）
動物用包帯の開発(優れた素材をもつﾒｰｶｰとしっかりしたﾙｰﾄをもつ
片桐（共立製薬）
会社のｺﾗﾎﾞによる新製品開発の成功例）
３月度 2013.3.29 川上（諸諸）
「諸々のホームページ」の紹介。サロンの考え方等。
野口・宇都宮（守る会）
「みやこ安政柑を守る会」収穫祭報告。新規募集要領紹介。
２月度 2013.2.28 原田（三井生命）
「今、生命保険を考える」。特に、高齢者が考えるべき生命保険とは。
堀江・小松（江新ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｲ・ｽﾛｯﾄﾀﾞｲなど超精密金属加工技術。金属熱処理技術。
「繋ぐ、結ぶ日中」これからの日中関係の在り方と三泰商事立ち上げ
１月度 2013.1.31 王（三泰商事）
の背景。
宮本（M&A戦略研究所）
「M&Aってなーに？」。M&Aの基礎、今後の可能性アピール。
常圧・減圧法による球磨焼酎の特色。試飲。適したツマミ。
１１月度 2012.11.30 松岡（松の泉酒造）
寺山（ﾌﾟﾛﾜｲﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ）
白・赤アルゼンチンワイン（Sarus社）の特徴。試飲。適したツマミ。
革新的敷物「坐・にほん敷き」の紹介。クラレの芯地と東レの表地の新
村木（クラレ・ｸﾗﾌﾚｯｸｽ） 寺
2012.10.31
素材の組合せ。洋風フロー＾リング生活を居心地良い和的畳生活に変
１０月度
島（東レ・ﾍﾟﾌ加工品）
身。
井上（WING)
アイロンがけの極意、免疫向上のドリンク（きのこ茎抽出エキス）
2012.9.28 野口（ＭＭ）
菊地（オルセン）
牛田(ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｱﾌﾀｰｶﾚｼﾞ)・藤井
(ﾗｯｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ)
原田（三井生命）
川上（諸諸）
2012.8.31
山崎（ﾜｲﾙﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）
８月度
井上・田島（ルシール）
７月度 2012.7.31 青井（大森廻漕店顧問）
牛田（整理コンサルタント）
2012.6.29 手島（ｹｲｴﾑﾈｯﾄﾜｰｸ）
６月度
袴田（フィルト ロート）
９月度

５月度 2012.5.31 村木（クラレ）
田辺（リケンテクノス）
2012.4.27 オルちゃん（GALABA)
４月度
藤川（MAMIKO)
三溝（創発企画）
2012.3.30 片桐（共立製薬）
３月度
オルちゃん（GALABA)
野口（安政柑を守る会）
２月度 2012.2.29 松田・田川（森下仁丹）
松岡・杉林（松の泉酒造）
2012.1.31 合崎（横浜ゴム）
１月度
松澤（アンズコフーズ）
１２月度 2011.12.28 於： Virage
１１月度 2011.11.30 鈴木（讃岐化学）
中山（協同乳業）
１０月度 2011.10.31 澤田（ASUZAWA）
９月度 2011.9.30 中村（ドットケム）
青井（大森廻漕店）
片山（アロン化成）
８月度 2011.8.31
菊地（オルセン）
三浦（ﾜﾀﾞﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）
７月度 2011.7.29 堀(ﾅﾉｼﾞｮｲ)
藤川(MAKIKO)
三溝（創発企画）
三溝（創発企画）
６月度 2011.6.30
植松

川上・杉林(松の泉酒造)
５月度 2011.5.31
川上・小林
川上・野口（MM)
４月度 2011.4.27 野口（MM)・渡邊（KMW)
竹ノ内（TIT)
３月度 2011.3.31
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画期的なしわとり若返りシステム[SAPS]の紹介（イオン電流で皮膚の
細胞を活性化）

「日本を明るく元気にする良い仕事フェア」（11/1東京ドーム）の紹介
お掃除新ビジネスについて・男性お掃除教室の可能性・新しい掃除エ
プロンについて
日本橋異業種交流会の案内
オーディオホームシアター展廼紹介、「もっこす」秋のキャンペーン

当節エアロビクス市場（｢モムチャンダイエット」の紹介）
食の安全と健康（体に優しい食を。食品原料洗剤「ｽｰﾊﾟｰﾍﾟｼﾞ」の紹
これからの国際物流（アジア地域での戦略的物流システムの構築）
熟年整理（熟年者の実践的整理整頓術）
地域メディアの可能性を探る（渋谷ウエストの活性化実践）
特殊引き抜き繊維の用途開発。医療用ポリウレタンによるシーズとの
マッチング。
新タイプ不織布「フレクスター」・「ソフィスタ」の吸音特性
親水性フィルム「RIVEX}
ウズベキスタンワインの紹介と試飲会
”SYN-AKE”（ヘビ毒類似成分）配合化粧品の紹介
セミナー紹介。 事業生存率の話紹介。
ペットの現状 あれこれ
ウズベキスタンあれこれ
収穫祭・植樹祭報告 ２５年度会員募集
機能性カプセルの最新の技術と機能
球磨焼酎 東京市場への挑戦
おしゃれに安全（反射糸）
ソーセージの皮「羊腸の話 あれこれ」
諸々忘年会
化粧品等に有効な新規耐水性皮膜剤（変性プルラン）
長寿効果が認められた乳酸菌LKM５１２
セラミックス・ファインセラミックスについて。特にはジルコニアタイプを
中心として。現状と将来。
中高年を如何に充実して生き抜くか
健康な人体にとっての水の大切さ
老人介護用品の開発（http://www.aronkasei.co.jp)
生活の中での機能的ニッチ商品（特に繊維）の開発について
（http://www.orusen.co.jp)
中国の「レアメタル・レアアース」の話
新しい機能合金の開発
"mamiko"の立ち上げと事業内容（化粧品）
数学的手法による焼酎業界の分析
地震雷火事オヤジ（統計的に其々の事象の不思議なグラフをを分か
りやすく楽しく解析説明)
静電気防止について(実務に根ざしフィルムを中心とした静電防止関
連情報を格調高く報告)
松の泉酒造の三友（もっこす、水鏡無私、古蔵）の東京地区販売拡大
策について（新しいパンフレット原案に対するご意見聴取をはじめ拡販
策についての活発に討論。また、特に新しい球磨焼酎の飲み方の提
案ということで其々の焼酎に合いそうなつまみでの試飲会を実施。
「もっこす」：めざし、「精選水鏡無私」：手作りごま豆腐、「古蔵」：高級
チーズ。試飲会に先たち松の泉秘蔵の53年物幻の古酒でかんぱ
諸諸関係のホームページ立ち上げ紹介
「みやこ安政柑を守る会」の募集結果報告
オフィス「ＭＭ」並びにオフィス「KMW」の開業披露
シンガポール出張報告
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３月度 2011.3.31

川上（諸諸）

２月度 2011.2.28 竹ノ内（TIT)
村木（クラレ）
１月度 2011.1.31
菊地・藤原・弥永（ｵﾙｾﾝ)
１１月度 2011.11.30 松岡・杉林（松の泉酒造)
１０月度 2010.10.29 小林（ｽﾛｰﾘ)
９月度 2010.9.30 禿（司法書士)
８月度 2010.8.30 竹ノ内（TIT)
青井（大森廻漕店）
７月度 20101.7.30
王
石井（ﾉﾊﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ）
６月度 20101.6.30
王
５月度 2010.5.31 菊地・藤原(ｵﾙｾﾝ)

ビジネスディスカッション「安政柑を如何に復活させるか」（ケース
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スタディー）

「高機能繊維」（防護衣料を中心に)
新世代不織布「フレクスター」建材用途への展開
ピザ試食会

アンケート

「幻の竹焼酎」試飲及び球磨焼酎味比べ会
「シリコーン」の話を基礎から応用
身近な法律問題
TITの事業紹介と将来像
水の活性と健康の促進
すぐ使える中国語
温度・湿度データ収録システム「スペクトラムデータシリーズ」。
生きた中国語講座

ピザ配達バッグ
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