
　経営基盤の強化や技術力・開発力の向上、販路拡大を
目指すことを目的に、経営活動のあり方や最新の技術動
向について多角的に研究します。また、川崎市内にとど
まらず地域を越えた交流を促進し、広域企業間ネットワー
クの構築を目指します。

西武文理大学 名誉教授

柏 木 孝 之
Takayuki Kashiwagi

市場創造戦略研究会

コーディネーター

プロフィール

日本大学大学院修了、工学博士。開発計画研究所代表取
締役所長・西武文理大学サービス経営学部教授歴任
後、現名誉教授。経済産業省、国土交通省の委員など歴
任。著書に「日本型産業集積に明日は来るか（同友館）」
等がある。

　アクションリサーチは、小集団の活動により課題を解明し、得
られた知見から企業全体の改善へと繋げる実践的な研究です。
本プロジェクトでは、神奈川大学経営学部の学生が皆さんの会
社を訪問し、社員の方々とともに現場の課題を掘り起こし、改
善の端緒とします。2020年度の実績として「中小企業の採用ミ
スマッチ」「会社紹介動画の作成」。

神奈川大学経営学部 国際経営学科 准教授

行 本 勢 基
Seiki Yukimoto

アクションリサーチ研究会

コーディネーター

プロフィール

博士（学術）1975年生まれ。名古屋大学大学院国際開発研
究科博士後期課程修了。財団法人とっとり政策総合研究セ
ンター研究員、早稲田大学商学部学術院助手、高松大学経
営学部専任講師を経て、現職。専門分野は、国際経営論 ベ
ンチャービジネス論中小企業論。主な著作は「入門経営学
はじめて学ぶ人のために＜第２版＞（同友館）、「中国製造業
の基盤形成 金型産業の発展メカニズム」（白桃書房）など。
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New Field and new Technology research
新分野・新技術支援研究会（New Field and new Technology research 略称
NFT）では、中堅・中小企業を会員とし、新分野・新技術開発を支援することを目
的として、経済のグローバル化への対応、経営基盤の強化、販路開拓等のテーマを
設定し、各分野の専門家の指導のもと、４つの研究会と１つの研修会を開催します。
　また、財団他事業と連携し、会員企業個々の支援を行うほか、地域を越えた企業・
団体等と交流を進めています。

　コロナ禍の日本は大きく変わろうとしています。そのような中
で、シニア世代はもっと自由にセカンドキャリアを生きてもいいの
ではないか？右肩上がりの時代の「六十歳近くまで働いて、年金
をもらって」という生き方だけでは人生100年は長すぎるのです。
　当研究会では、新しいシニアの生き方を考え、川崎市にプラチ
ナシニアを育てるプラットフォームを作れないかを模索していきます。

一般社団法人 キャリアコンサルティング振興協会 理事長

須田万里子
Mariko Suda

人生100年研究会

コーディネーター

プロフィール

国家資格キャリアコンサルタント。人材会社で25年、約
5000人のキャリア支援を経験、2008年独立後は、企
業・大学・公的機関で年間20以上のセミナーとカウンセ
リングを実施。リアルのセミナーに加えて、eランニング
ﾞ及びyoutubeで情報発信を行っている。学生、非正規
社員に加えて、セカンドキャリアに悩むシニアの生き方
支援に力を入れている。

　パソコンは少し触れるが、AI が全く解らない方を対象に AI（機械学習）に
ついて学ぶことが出来ます。講師自身が、約２０年前機械学習の元と言われ
ている、ビデオカメラの顔検出機能～笑顔で撮影～美肌機能などの開発を行っ
た時、後から参加した開発者に説明した経験があり、概念、基礎理論、AI の
事例から、実際にGoogle TensorFlowを体験いただくものとなっています。
　基本ものづくり学習は対面ワークショップなどで学びますが、新型コロナ
影響もあり、リモートで開催します。

Beld 株式会社 代表取締役社長

鈴 木 直 康
Naoyasu Suzuki

初心者の為のAI（機械学習）研究会

コーディネーター

プロフィール

1969年生まれ、高3でスカウトされ、18歳でパソコン開発
（富士通FM-TOWNS）、その後、19歳で半導体設計、カ
メラ設計、通信機器、4GLTE規格立ち上げXPERIA開発、
近年では、無線通信機器、IoT機器、機械学習、ビッグデー
タ解析など幅広い分野で活躍。NPO法人日本Androidの
会　運営委員、日本版RaspberryPi AMATERASプロ
ジェクトの副代表　IoTで数多くの登壇を行っている。

会員
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■ 視察会等の開催　会員企業間の交流を図り、顔の見える関係作りを行います。
■ 販路拡大の支援　会員企業の技術力・自社製品を広くPRするために展示会等への出展を支援します。
■ 課題解決の支援　当財団の連携機関や民間専門家等によるアドバイスや施策活用の支援を行います。
■ 会　費　　１社　年額50,000円　（本会員：全ての研究会＋２セミナーに参加可）

　研究会の会員は、次の特典を有する。
　　(1)　登録研究会以外の研究会への参加
　　(2)　各種セミナー参加費割引 ●パソコン主催研修受講料１社１名に付き･･････2,000円割引
　　 ●ＩＳＯ内部監査員養成講座１社１名に付き･･････5,000円割引
　　(3)　財団情報誌の配布

■次の中から入会するコースをお選びください。
　□ 本 会 員：4研究会＋２セミナー／年会費 50,000 円／１社　　　□ 個別部会：3研究会／年会費 40,000 円／１社
　□ 個別部会：2研究会／年会費 27,500 円／１社　　　　　　　　　□ 個別部会：1研究会／年会費 15,000 円／１社

■登録する研究会他
　□ 市場創造戦略研究会　　　　□ アクションリサーチ研究会　　　　□ 初心者の為のAI（機械学習）研究会
　□ 人生100年研究会　　　　　□ セミナー

2021  新分野・新技術支援研究会（NFT）日程表（案）2021  新分野・新技術支援研究会（NFT）日程表（案）

研究会の会員は 次の特典
（会員の特典）（会員の特典）

入会申込書（新分野・新技術支援研究会）

会 社 名 代表者名

〒

所 在 地
担当者名
（所属・役職）

電　　話 Ｆ Ａ Ｘ

E-mail

業　　種 Ｕ Ｒ Ｌ

■申し込み・問い合わせ先
　公益財団法人 川崎市産業振興財団　事業推進課
　〒212-0013 川崎市幸区堀川町66番地20　電話：044-548-4119　FAX：044-548-4110
　E-mail nft@kawasaki-net.ne.jp　　URL https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/gyoumu/jinzai/nft.html

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回
（合同研究会）

市場創造戦略
研究会 

（柏木孝之）

アクション
リサーチ研究会
（行本勢基）

初心者の為のAI
（機械学習）研究会
（鈴木直康）

人生100年
研究会

（須田万里子）

〇〇月〇〇日（　）
15:00～
テーマ
「　　　未定　　　」

〇〇月〇〇日（　）
15:00～
テーマ
「　　　未定　　　」

各回、日時、テーマは
随時決定し案内します。

各回、日時、テーマは
随時決定し案内します。

各回、日時、テーマは
随時決定し案内します。

各回、日時、テーマは
随時決定し案内します。

9月末～10月
テーマ「プロジェクト参加
企業様とのテーマ選定、
訪問スケジュール調整」
10月13日（水） 
19:00～　オンライン
テーマ「歴史から学ぶAI
と機械学習」

11月10日（水） 
19:00～　オンライン
テーマ「AI（機械学習）の
原理」

10月8日（金） 18:00～
テーマ「人生１００年時代、セカンド
キャリアを考える会社の看板をおろ
した時、武器になるものをみつける」

11月12日（金） 18:00～
テーマ「マネープランを作
り、セカンドキャリアの可
能性につなげる」

12月10日（金） 18:00～
テーマ「先輩の事例から学
ぼう。ケース研究シニアの働
き方ピンチをチャンスに！」

2月18日（金） 18:00～
テーマ「セカンドキャリア
塾を考える、今私たちに必
要なリカレント教育とは？」

11月～12月
テーマ「プロジェクト参
加企業様でのフィールド
ワーク」

1月中
テーマ
「フィールドワークの整
理、改善提案策定」
12月8日（水） 
19:00～　オンライン
テーマ「Googleが提供する
TesolFlowについて学びましょう」

令和4年3月頃

令和4年3月頃

令和4年3月頃

令和4年3月頃

セミナー
（外部講師） 令和4年3月頃

2月中
テーマ
「各プロジェクトの進捗
報告、成果物発表」
1月12日（水） 
19:00～　オンライン
テーマ「TesolFlowを使
ってみましょう」
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