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　明けましておめでとうご
ざいます。会員の皆様方に
おかれましては、輝かしい
新春をお迎えになられたこ
ととお慶び申し上げます。

　昨年は、新たな取組みとして、市や金融機関と連携
し「創業応援セミナー」「創業塾」を開講し、創業・起業
を志す方を積極的に支援いたしました。
　また、自社ＰＲや販路拡大、異業種交流等を目的と
した「産業フェアinZAMA」は第5回を終了すること
が出来ました。
　更に地域商工業者の経営課題の解決や販路開拓
のための事業計画策定を支援し、経営支援事業にも
積極的に取組みました。
　このように地域経済が持続的に発展するには、基
盤となる小規模事業者の経営力向上が不可欠であ
り、商工会の果たす役割は更に重要になってくると
考えます。
　今年も役職員が一丸となり、各事業に取り組んで
参りますので、市行政、関係団体のご支援・ご協力を
よろしくお願い申し上げます。
　結びに会員事業所の益々のご隆盛を心からご祈
念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。

商工会会長 　長 本  享 一

新年のご挨拶

　明けましておめでとうご
ざいます。
　皆様、健やかに新春をお
迎えになられたこととお慶
び申し上げます。

　日頃から、市商工会におかれましては、本市商工
業の振興に多大なご尽力を賜り、心より御礼申し上
げます。
　昨年は、貴会が中心となり開催した創業塾や金融
機関との連携による創業応援セミナー、相談窓口の
設置など、地域経済の振興、発展に向けて積極的に
活動していただき、感謝申し上げるとともに心より
敬意を表します。
　市といたしましても、商工振興施策を着実に推進
してまいりますのでご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　また、貴会には座間工業会、市商店会連合会、市観
光協会、そして市との絆の旗振り役として、「ともに
織りなす　活力と個性　きらめくまち」の実現にお
力添えいただきますようお願い申し上げます。
　結びに、座間市商工会のさらなるご発展と、会員皆
様のご健勝、事業のご繁栄を心から祈念申し上げ、年
頭の挨拶とさせていただきます。

座間市長 　遠 藤  三紀夫

年頭にあたって

日時

場所

会費

:

:

:

平成29年1月23日(月)
17時より受付　
17時30分開会
オークラフロンティアホテル
海老名　2階「プリマヴェーラ」
2,000円

新春賀詞交歓会
平成29年

日時

場所

:

:

平成29年1月5日（木）
　　　　　　～20日（金）
10時～15時
座間市商工会館　1階「指導室」

年末調整指導会の
お知らせ

日時

場所

:

:

平成29年2月1日（水）
　　　　　～3月15日（水）
10時～15時
座間市商工会館　
1階「指導室」他

所得税・消費税
確定申告指導会の

お知らせ



　私が平成27年5月より前入木支部長の後を引
き継ぎ、早くも1年8ヶ月になります。
　支部の皆さんの協力と本部事務局の皆様の
支えがあって今日まで来ることが出来ました。
　相模が丘支部の平成28年度事業は、4月に桜
祭りで焼き鳥販売、8月は親睦ボウリング大会、
10月は交流事業でバス旅行へ行ってきました。
　地域の会員の皆様との交流が大切だと考え
て、力を入れていきたいと思います。
　今後もよろしくお願い致します。

が平成 年 月より前

相模が丘支部

支部長
木村  精一

　新年あけましておめでとうございます。
　28年度の事業も、かにが沢のさくら祭り・盆
踊り大会など無事に終える事が出来、又、支部
の親睦旅行も茨城方面に向かい、納豆工場や明
太子工場の見学、アワビの養殖場での試食や、
帰りに那珂湊での買い物など、皆さん喜んで終
える事が出来ました。
　29年度も、さくら祭りや盆踊り大会など、各
事業への参加・協力等や、支部の恒例行事に
なっている親睦旅行も、11月23日(毎年同じ日)
に企画します。どこに行こうか楽しみです。

あけまし おめ

相武台支部

支部長
進藤  敏行

　昨年10月４日（火）に、長年交流している「座
間大通り商店会」との合同事業である親睦旅行
を行った。（行き先は千葉方面）
　大鳥居をくぐり静謐な木立の参道へ、銀杏の
黄色に包まれ佇む香取神宮に参拝。
　とてもじゃないが食べきれないと思われた
豪華昼食を、なんなく完食。
　成田の航空科学博物館では、いにしえの飛行
機の展示物と、すぐ傍の滑走路から見知らぬ国
へと飛び立つハイテク機との違いに目を見張
るなど、驚きの連続。
　帰りのバスでは、大いに呑み、語り、親睦を深
めた初秋の一日でした。
　本年も、よろしくお願い申し上げます。

月 日（火）

座間支部

支部長
谷田  康司

　日頃は支部活動にご協力いただき誠にあ
りがとうございます。　　　　　　　　　　
　28年度は10月に日帰りバス旅行（東京方
面）を企画したところ、多くの参加を頂き、成
功裡に終了することが出来ました。
　支部長3年目になる本年は、役員として事
務局と一緒に商工会の施策、特に補助金制度
などを積極的にアナウンスし、多くの会員に
活用していただきたいと考えます。
　29年度は会員の皆様の将来に役立つよう
な支部活動を計画していきたいと思います。

は支部活動

入谷支部

支部長
佐藤  勇人

　日頃、本部・支部活動にご協力をいただき誠
にありがとうございます。
　地元企業を大切に、会員相互で最大限消費し
あえる環境を整えて、少しでも売上に貢献し、
お互いの発展の引き金にして行けばと思いま
すが皆様は如何でしょうか。
　今後も尚一層の皆様のご意見、ご要望を頂き
ながら、一日でも多くの笑顔と元気でいられる
よう、皆様のご協力をお願い致します。

本部 支部活動

栗原支部

支部長
多田　明

　日頃は支部活動にご理解とご協力をいただ
き誠にありがとうございます。
　28年度は9月に毎年恒例の親睦バーベキュー
大会を行いました。正副会長及び各支部長にも
ご出席いただき、他とは違う拘りの食材を美味
しく焼き上げ、熱く楽しく語れる良い機会にな
りました。地域のコミュニティが希薄化してい
る昨今、このような支部交流の機会を大切にし
ていきたいと思っております。
　本年度も皆様のご協力をよろしくお願いい
たします。

日頃 支部活動 ご理解と

新田宿・四ツ谷支部

支部長
峰尾  謙一

　ひばりが丘支部は、東隣は大和市で南側は
海老名市と言う位置にあります。南北に約1.5
㎞ある中で約130の会員で活動しています。28
年度は支部としての事業は親睦を深める目的
で座間市の皇華蘭にて行いました。今後はサ
ポーター事業による巡回を行っていますの
で、商工会活動を理解して頂き参加人数をよ
り多くしていきたいと考えています。更に近
隣の支部との合同事業も視野に入れ今後に当
たっていきたいと思っています。

ばりが丘支部 東隣

ひばりが丘支部

支部長

㈱木村精機

㈲シンエム住設

㈲司設計工房

読売センター座間

㈲田原屋

岩堀養魚場

㈲PHセキュリティー
小松  仲史
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青年部事業の案内 女性部事業の案内

第3回開催時の案内チラシ

　座間市商工会青年部主催「相武台前ちょい呑みフェスティバ
ル」を今年も開催します。
平成29年２月22、23日（水、木）は小田急線相武台前駅南口、北口
一帯を呑んべえで埋め尽くします！

　当日は2500円のチケットを相
武台前駅南口階段下周辺や参加
店舗さんで販売いたします。
　チケットを持って相武台前
の参加飲食店の中から、当日に
しか味わえない「お店自慢のお
つまみ一品、ドリンク一杯」がセッ
トになった、いつもより”ちょっ
と”お得なちょい呑みメニューを
楽しんでいってください。
　“座間を元気に！”を目標に
青年部一丸となり準備を進め
ておりますので皆様のお越し
を心よりお待ちしています。

　可愛らしいちりめん細工を作りませんか。
　2017年の干支 酉のちりめん細工の講習会を行います。
　手縫いは久しぶりという方、機会がないという方、大歓迎い
たします。ベテラン講師が易しく丁寧に指導いたします。お気
軽にご参加ください。皆様のご参加お持ちしております。
　日時等：1月18日(水)13時半～15時半　商工会館3階

2017年の干支2017年の干支　酉の酉の
ちりめん細工講習会参加者募ちりめん細工講習会参加者募集！！

2017年の干支　酉の
ちりめん細工講習会参加者募集！！

支　部 日　時 事　業　名／内　　容

部　会

新加入会員の紹介

会員福利厚生事業／
「東京方面フリープラン　浅草・世界遺産
美術館・バラの洋風庭園散策ツアー」

日帰りバス旅行／
「東京（毛利庭園、築地、歌舞伎座、銀座）
方面」

入 谷 支 部 平成28年
10月9日㈰

商 業 部 会

建 設 業 部 会

商 業 部 会

福祉事業／
特別養護老人ホーム栗原ホームを部会
員が慰問し歌や踊り等を披露。

平成28年
9月19日
（月・敬老の日）

視察研修事業／
JAL機体整備工場と味の素川崎工場の
視察

平成28年
9月21日㈬

部会PR事業／
市民ふるさとまつりで部会のPR

サービス業部会
平成28年
11月20日㈰

講習会／「手描き販促物でお店の想い   
                を伝える！」
講師　中小企業診断士 伊藤裕美子 氏

平成28年
11月25日㈮

地域総合事業／
ピアゴ座間店催事スペースにて建設業
部会・家守の会PR

平成28年
7月24日㈰

講習会／「社会保険の加入に関する下
　　　　請ガイドラインについて」
講師　㈲椋一級建築士事務所 椋 茂廣 氏

平成28年
8月26日㈮

市内企業視察研修会／
市内企業を視察し自社の業務に活か
す。異業種交流。

平成28年
12月8日㈭

地域総合事業／
市民ふるさとまつりで部会のＰＲ

平成28年
11月20日㈰

買物困難者対策事業／
委員会を設置し行政等と連携した調査
研究

平成28年
9月7日㈬ 飲 食 業 部 会

工 業 部 会

視察研修／
「地域資源を活用した事業の調査研究」
として逗子市商工会の取組みを視察

平成28年
8月24日㈬

工業会との合同視察研修会／
長野県塩尻市にある㈱サイベックコーポ
レーションの地下11ｍにある工場を視察。

平成28年
10月28日㈮
　～29日㈯

部会PR事業／
ふるさとまつりで「ひまわりすい豚」に
よる部会ＰＲ

平成28年
11月20日㈰

講習会／「ものづくり補助金の制度概要
　　　　と申請ポイントについて」
講師　中小企業診断士古澤 智 氏

平成28年
11月10日㈭

ＰＯＰ講習会／販促に活用するチョークアート
講師　（一社）ぱすてるＰＯＰ　
　　 代表理事　長谷川 良子 氏

平成29年
2月6日㈪

「ひまわり市」／
市マラソン大会開催に伴う模擬店出店

平成28年
11月27日㈰

先進地視察研修／
葉山ステーションの取組と施設を視察

平成29年
2月7日㈫

会員交流事業／
「岩堀養魚場にてちょっと豪華な秋の
バーベキュー大会」

新 田 宿・
四 ツ 谷 支 部

平成28年
9月25日㈰

会員交流事業／
千葉方面「鋸山360°大パノラマ＆狸ば
やしのお寺 證誠寺参拝」

平成28年
9月28日㈬

日帰りバス旅行／
「茨城（タカノフーズ、めんたいパーク・
磯崎漁港（あわび養殖・那珂湊）方面」

相 武 台 支 部

栗 原 支 部

会員交流事業／
「皇華蘭にて親睦会」

平成28年
10月13日㈭ひばりが丘支部

平成28年
11月23日（水・祝）

商工会座間支部＆商店会合同親睦旅行／
「千葉方面　香取神宮・航空科学博物館を
見学」

座 間 支 部 平成28年
10月4日㈫

相模が丘支部

平成28年
10月30日㈰

相模が丘支部と相模が丘地区商店会と
の懇談会

平成28年
12月3日㈯

日　時 事　業　名／内　　容

部 会 活 動

支 部 活 動

ケース付き



2017年の干支　酉の
ちりめん細工講習会参加者募集！！

新加入会員の紹介新加入会員の紹介新加入会員の紹介
相模が丘

相 武 台

栗 原

ひばりが丘

グッドメンテナンス
ラクープ
整体リラクゼーション　よしだや。
モノマップジェイピー㈱
ツグミ設備
㈲牧山商事
㈱ANSEDD　GARDEN

保険業

美容業
療術業（整体業）

衛生設備

外構工事

090-4943-9016
090-4056-8384
046-266-4649
046-204-9961
070-4159-2147
090-3434-8298
046-298-5477
046-240-6956

相模が丘4-7　Ｂ-245
緑が丘5-2-8

ひばりが丘4-9-27-604
ひばりが丘5-21-29
ひばりが丘5-20-19

サービス業
建 設 業
サービス業
サービス業
商 業
建 設 業
建 設 業
建 設 業

加　藤　進　一
山　村　友　亨
石　塚　明　代
吉　田　日出輝
吉　野　隆　幸
矢　島　一　稔
牧　山　喜　偉
松　尾　理　人

事業所名 代表者名 業　　種 住　　所 電話番号 部　　会支　　部

（平成28年11月30日現在）

相武台 3-42-61　
ソレイユ相武台 1F
相武台 1-37-17　
第一トウインビル 102

南栗原4-30-6　高橋ビル1F

　　ただし、２月19日（日）及び２月26日（日）は、開場します。
　会　場　大和税務署
　受　付　午前８時30分から　
　相　談　午前９時から午後５時まで
　１　混雑状況により、受付を早めに締め切る場合があります。
　２　申告書作成には１時間以上かかる場合がありますので、
　　なるべく午後４時までにお越しください。
　３　お車での来署は、極力ご遠慮ください。また、税務署前の
　　路上に車を駐停車しないようお願いします。

●e-Taxの利用をお願いします！！
　　確定申告の時期は大変込み合います。
　自宅で申告書が作成できる「e-Tax」をぜひご利用ください。

●マイナンバーの記載が必要です！！
　　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、確
　定申告書等へのマイナンバーカードの記載と本人確認書類が
　必要となります。
　　詳しくは、国税庁ＨＰ「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉
　について」をご覧ください。
　（http：//www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm）

建設リフォーム（リフォーム工事、
修繕、特殊木質フロア）

建設業（舗装工事　アスファルト運搬
物販　IT）

流通業（自動車部品　PC部品）

国家公務員の
再就職規制にご協力を
■公務員やＯＢの再就職をあっせんする行為
　　現役の国家公務員が企業等に対し、他の現役公務員・ＯＢの
　再就職を依頼することや、国家公務員・ＯＢの情報提供等を行
　うことは禁止されています。
■利害関係のある企業への求職活動
　　現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの
　相手方となっている利害関係企業等に対し、在職中に求職活
　動を行うことは禁止されています。
■再就職した公務員ＯＢが契約や処分に関して元の職場に
　働きかける行為
　　再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分に関
　し、便宜を図るよう元の職場（省庁）に働きかけることは禁止
　されています（ただし、原則として退職後２年間に限ります）。
☆各企業へのお願い
　　企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点から、
　国家公務員・ＯＢにこうした行為を求めないようご協力をお
　願いいたします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした
　場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。

　㈱エヌ・ケイ綜合クリエイト　内藤　和美氏
　相模チューボー㈱　　　　　　石川　昭仁氏　が受賞
　平成28年11月18日(金)横浜国際ホテルにおいて平成28年度第
34回神奈川県優良産業人表彰式が行われました。
　この事業は神奈川県の商工会地域内において企業を経営する
事業主又は企業に勤務する従業員のうち、特に優れた者を表彰す
ることにより、商工業振興に資することを目的とするものです。

　そば処満留賀が県知事賞を受賞
　平成28年11月25日（金）神奈川県庁本庁舎3階「大会議場」におい
て平成28年度優良小売店舗表彰式が行われた。
　本会から相模が丘のそば処満留賀（代表　成田洋將氏）が県知事
賞を受賞された。
　優良小売店舗とは、県内で中小小売業・飲食業を営む店舗の中
から、独自の経営理念により個性のある店づくりを行い、地域経
済の発展に寄与した店舗を表彰するものである。

　アレヨアレヨと言う間にドナルド・トランプ第45代アメリカ大
統領が誕生してしまった。早速TPPを公約通り破棄することを公
言した。日本の将来がアメリカ追随なのは事実であるが、世界はど
う変わるのだろうか？世界の情勢から目が離せない日が続く。

広報委員一同

　内閣府再就職等監視委員会事務局　電話：03-6268-7660～7668
URL：http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

連絡先

●申告書作成会場の開設期間は、

平成29年２月16日（木）～３月15日（水）です。
※土・日を除きます。

（左から）中島副知事、成田氏、関戸県連会長

（左から）内藤和美氏、黒岩知事



【広報誌発行内容】
●発　行　紙：「いさま」　
●発　行　月：1月・4月・7月・10月　
　　　　　（各号1日発行）　
●発行部数：約2,000部
　　　　 　（商工会員他市内
　　　　　 公共施設に配布）

【広告掲載内容】
●広　告　料：1回契約（各号）1枠 5,000円　 2枠10,000円　 4枠 20,000円
　　　　　 4回契約（年間）1枠 15,000円　2枠30,000円　4枠 60,000円
　　　　　 ※4回（年間）契約の場合1回分の掲載が無料になります。
　　　　　　　ただし、初回に掲載した広告を途中で変更することはできません。
●広　告　枠：（1枠）縦5cm×横9cm　（2枠）縦5cm×横18cm　
　　　　　（4枠）縦10cm×横18cm

現在、広告掲載事業所を募集しています。ぜひ、ご自分のお店、企業のPRをしてみませんか？

　　
※その他の申込やデータの
　入稿方法等についての詳
　細は商工会までお問い合
　わせください。

座間市商工会　　　 　　　　TEL：046-251-1040　FAX：046-254-2220申込み・問合せ 広報担当/奥津

【申込方法】
ハガキの裏面に住所・氏名・電話番号・「木下大サーカス招待券希望」を明記し
〒252-0027　座間市座間2-2887-2　座間市商工会宛までお申込下さい。
申込期間：平成29年1月4日㈬～10日㈫　　＊応募多数の場合抽選となります。


