
○やりたいことを見つける起業体験

「高校生・夢マルシェ」 
「高校生・夢マルシェ」とは、高校生

いと考えたお店を、ベンチャー起業家

しながら出店に結び付けていくワークショップ

プログラムです。 

発起人・事務局 

(株）アールワン・プロフェッショナル

渡辺代表取締役 

○鎌ヶ谷クラス４日目にお
 鎌ヶ谷クラスには東葛地域の工業高校に通う高校生７名が参加

と決めている生徒もいれば、就きたい職業はまだわからないけれど、色々な活動に参加して

やりたいことを見つけたいという生徒も。皆ものづくりが大好きな様子でした。

秋に開催される鎌ヶ谷産業フェスティバルでのブース出展

かまがや｣の皆さんから技術支援を受けながら事業構想を練っている

 

 

 

 

 

「中小企業の魅力発信事業」 

地域で頑張
 

 

 

 

  

 

    

 

 
               

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

第六弾となる今回は、ベンチャー企業「㈱アールワン・プロフェッショナル」

ーク スマイルかまがや」が共催している

ラス）」について紹介いたします。 

取組内容 

この件についての問い合わせ：千葉県商工労働部経済政策課（電話）

プログラム①（株）岩井製作所

プログラム

ＵＶレジンを使ったアクセサリーの試作です。

ものづくり企業から提供された端材も使って…

どんな製品ができあがるのでしょうか！？

歯科・医療分野で使われるネジなど 

の極小部品を製造している工場を 

見学しました。実際に稼働する工場を

見学し、それぞれ新しい気づきや刺激

を得たようです。 

起業体験！ 

は、高校生が実現させた

起業家が支援 

しながら出店に結び付けていくワークショップ 

アールワン・プロフェッショナル 

○鎌ヶ谷市を

ものづくり企業連盟
高校生たちに地域のものづくり企業の

技術を知ってほしい！若い世代の育成

に貢献したい！

「若手経営者ネットワーク

かまがや」に参加している

（有）岩井製作所

岩井

 

にお邪魔しました！ “工場見学・試作品開発
東葛地域の工業高校に通う高校生７名が参加しています。自動車整備士になる！

と決めている生徒もいれば、就きたい職業はまだわからないけれど、色々な活動に参加して

という生徒も。皆ものづくりが大好きな様子でした。

鎌ヶ谷産業フェスティバルでのブース出展に向けて、ものづくり企業連盟｢スマイル

技術支援を受けながら事業構想を練っているところです。

頑張る企業紹介（VOL.

 

 

  

 

 

  

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

ベンチャー企業「㈱アールワン・プロフェッショナル」と、

している高校生の起業体験プログラム「高校生・夢マルシェ（鎌ヶ谷ク

この件についての問い合わせ：千葉県商工労働部経済政策課（電話）043-223-2799 

「高校生・夢マルシェ」 

鎌ヶ谷クラス発足！ 

岩井製作所 工場見学 

協力 

プログラム② 試作品製作 

ＵＶレジンを使ったアクセサリーの試作です。 

ものづくり企業から提供された端材も使って… 

どんな製品ができあがるのでしょうか！？ 

 

しました。実際に稼働する工場を 

見学し、それぞれ新しい気づきや刺激

ネジづくり体験

ハンドルを回して金属を削り、ネジの形に

していきます。出来栄えについて、

先生の評価は…

55 点！厳しい！

詳細は高校生夢マルシェ

ください！

http://kk

を拠点に活動する 

企業連盟 
地域のものづくり企業の

技術を知ってほしい！若い世代の育成

に貢献したい！  

「若手経営者ネットワーク スマイル 

かまがや」に参加している 

（有）岩井製作所 

岩井社長 

試作品開発” 
しています。自動車整備士になる！

と決めている生徒もいれば、就きたい職業はまだわからないけれど、色々な活動に参加して自分が 

という生徒も。皆ものづくりが大好きな様子でした。 

ものづくり企業連盟｢スマイル

ところです。 

VOL.６） 
県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、 本

ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。 

と、「若手経営者ネットワ

高校生の起業体験プログラム「高校生・夢マルシェ（鎌ヶ谷ク

体験 
ハンドルを回して金属を削り、ネジの形に 

していきます。出来栄えについて、 

先生の評価は… 

点！厳しい！ 

詳細は高校生夢マルシェ HP をご覧

ください！ 

http://kk-yumemarche.com/ 
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○中台製作所がつくるもの 

 江戸時代に創業し、１００年以上神輿

（毎年２～３基の神輿を製作、２５～３０基

１基の神輿を作るのに約８カ月かかります。

 

○子どもたちの職場見学受入

 市川市内の小中学校から兵庫県

                   「おみこしを作るのに８ヶ月以上かかるなんてびっくりした。

                     「とても重くて

                     などの感想が聞かれました。

                     お祭りに参加するきっかけになった子もいるようです。

 

「中小企業の魅力発信事業」 

地域で頑張
 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

第五弾となる今回は、地元の小学校等の職場見学を積極的に受け入れている老舗の

社「（有）中台製作所」を紹介いたします。

取組内容 

この件についての

問い合わせ：千葉

県商工労働部経済

政策課（電話）

043-223-2799 

木地・彫刻・漆塗り・金箔押しなど、各工程

業をしています。どのような作業をすれば次の職人さんがやり

やすいか考えながら作業をしていきます。

１人前になるまで５～１０年かかるそうです！

◎中台製作所 中

 木は同じ木でも

す。これは木心(通称

るような部分に使用する事を特に心がけています。

 子どもたちも同じで、一人ひとり得意なこと、好きなことは違うはず。人生の先輩と

して、神輿造りを通して、子どもたちが自分らしく生き抜くためのヒントを与えられたら

…と思っています

ご連絡ください！

（有）中台製作所 

（E メール）info@mikoshiya.com

 

１００年以上神輿を作っています。 

を製作、２５～３０基を修理） 

を作るのに約８カ月かかります。 

職場見学受入れ 

県の中学校まで！多くの職場見学を受け入れてきました。

おみこしを作るのに８ヶ月以上かかるなんてびっくりした。

「とても重くて持てなかった。大人になったらかつぎたい。

などの感想が聞かれました。 

お祭りに参加するきっかけになった子もいるようです。

頑張る企業紹介（VOL.

      

 

       

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

は、地元の小学校等の職場見学を積極的に受け入れている老舗の

を紹介いたします。 

行徳は神輿の町

行徳の神輿作りは明治後期～昭和に

かけて非常に盛んに行われ、神輿

数の約８割が行徳で作られていたと

も言われています。

各工程専門の職人さんが作

。どのような作業をすれば次の職人さんがやり

やすいか考えながら作業をしていきます。 

１人前になるまで５～１０年かかるそうです！ 

中䑓 洋社長から先生方へ 

も、北側・南側等向きによって木目が異なりそれぞれ特徴がありま

通称)といい、神輿を造るときには、その木心を理解し特徴を活かせ

るような部分に使用する事を特に心がけています。 

子どもたちも同じで、一人ひとり得意なこと、好きなことは違うはず。人生の先輩と

を通して、子どもたちが自分らしく生き抜くためのヒントを与えられたら

と思っています。企業見学・出張講演など出来る限り対応したいと思いますので、

ご連絡ください！ 

  （住所）千葉県市川市本塩 21-3 （電話）047-357

info@mikoshiya.com （HP）http://www.mikoshiya.com/ 

の中学校まで！多くの職場見学を受け入れてきました。 

おみこしを作るのに８ヶ月以上かかるなんてびっくりした。」 

かつぎたい。」 

お祭りに参加するきっかけになった子もいるようです。 

VOL.５） 

          

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、 本

ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。 

は、地元の小学校等の職場見学を積極的に受け入れている老舗の神輿
み こ し

製造会

の町 
作りは明治後期～昭和に

かけて非常に盛んに行われ、神輿総

数の約８割が行徳で作られていたと

も言われています。 

北側・南側等向きによって木目が異なりそれぞれ特徴がありま

その木心を理解し特徴を活かせ

子どもたちも同じで、一人ひとり得意なこと、好きなことは違うはず。人生の先輩と

を通して、子どもたちが自分らしく生き抜くためのヒントを与えられたら

。企業見学・出張講演など出来る限り対応したいと思いますので、

-2061 



○作庭舎会長・門倉光正さん
・１９４７年船橋市生まれ。大学卒業後、東京で営業の仕事

につくが、数字（ノルマ）ばかりを追いかける日々に疑問

を感じ転職を決意。趣味であった京都観光で庭園の美しさ

に感動した経験から、作庭家を志す。旧芝山高等技術専門

校造園科で１年間勉強した後、習志野市の造園会社に

弟子入り。３年間修業し、１９８３年に作庭舎を起こす

・個人宅の庭以外にも、千葉公園にある茶室

「好日亭」の庭の施工等にも携わっている。

≪受賞歴≫1995 年第 12 回全国都市緑化ちばフェア「優良賞」

2007 年第 24 回全国都市緑化ふなばしフェア「銀賞」等

≪雑誌掲載≫ 「庭」1990 年 1 月号、9月号など複数掲載

≪美術展等への参加≫我孫子市国際野外美術展（毎年）

芝山国際野外アート展等 

○教育への取り組み 
佐倉東小学校で出張講演を行い、

子供たちにシュロ縄の結び方を教えました。

この結び方なら、風雨にさらされても

１０年以上緩みません！ 

 

「中小企業の魅力発信事業」 

地域で頑張
 

 

 

 

  

 

                             

 

          

 

  

 

 

 
               

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

第四弾となる今回は、庭の設計・施工・管理を手がけている八街市の造園会社「作庭舎（さく

ていしゃ）」を紹介いたします。

取組内容 

この件についての

問い合わせ：千葉

県商工労働部経済

政策課（電話）

043-223-2799 

庭づくりの仕事の

◎門倉さんから先生方

庭づくりの仕事は

しかし、お客様と作

ときの喜びは格別です

めて手入れをすると

となって、お客様の

増えるよう、講師派遣

る限り対応したいと

作庭舎（住所）八街市

（電話）0９０

さん略歴 
・１９４７年船橋市生まれ。大学卒業後、東京で営業の仕事 

につくが、数字（ノルマ）ばかりを追いかける日々に疑問 

趣味であった京都観光で庭園の美しさ 

に感動した経験から、作庭家を志す。旧芝山高等技術専門 

習志野市の造園会社に 

１９８３年に作庭舎を起こす。 

千葉公園にある茶室 

等にも携わっている。  

回全国都市緑化ちばフェア「優良賞」 

回全国都市緑化ふなばしフェア「銀賞」等 

月号など複数掲載 

≪美術展等への参加≫我孫子市国際野外美術展（毎年）、 

佐倉東小学校で出張講演を行い、 

子供たちにシュロ縄の結び方を教えました。 

この結び方なら、風雨にさらされても 

頑張る企業紹介（VOL.

                           

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。

庭の設計・施工・管理を手がけている八街市の造園会社「作庭舎（さく

紹介いたします。 

の魅力を子どもたちに伝えたい

ベースとなる“とっくり結び”
男結び 

先生方へ 

は一人前になるまでに１０年かかり、とても忍耐

作り上げた“作品”は自分にしかつくれないものであり

です。また、庭は生きていますので作ったら終

れをすると、次々に違う姿を見られるのもこの仕事の魅力

の人生を豊かにします。そんな庭づくりに興味

講師派遣・職場見学など喜んでお受けします。内容

したいと思いますので、お気軽にご相談ください！    

八街市八街は-１７-１５１ 

９０－３３３６－８７４３ （E メール）niwaya@muse.ocn.ne.jp

全国都市緑化ふなばし 
フェア銀賞作品「秋風」 

庭づくりのベースとなる知
識
つけられます。
 
その後現場で修行する中で、
樹形を保つため、また下から
見上げたときに切り口が気
にならないためにはどの枝
を切ったらいいか、等のコツ
を一つ一つ学んでいきます。

 

VOL.４） 

                           

県商工労働部では、中小企業の魅力や地域における活動内容を教育現場に伝えていくため、 

本ニュースなどを活用して、地域に根付いた中小企業の取組などを随時、紹介してまいります。 

庭の設計・施工・管理を手がけている八街市の造園会社「作庭舎（さく

えたい！ 

ベースとなる“とっくり結び” 
女結び 

忍耐がいる仕事です。 

にしかつくれないものであり、お褒め頂いた

終わりではなく、愛情を込

魅力です。庭は生活の一部

興味をもってくれる子どもが

内容も先生方のご提案に出来

     

niwaya@muse.ocn.ne.jp 

庭づくりのベースとなる知
識は高等技術専門校で身に
つけられます。 
 
その後現場で修行する中で、
樹形を保つため、また下から
見上げたときに切り口が気
にならないためにはどの枝
を切ったらいいか、等のコツ
を一つ一つ学んでいきます。 

 


