
新加入会員の紹介

　第31回座間市民ふるさとまつりが、11月20日（日）
午前９時から午後３時まで座間中学校をメインに
座間市役所ふれあい広場・ハーモニーホール座間
にて開催されます。座間市商工会は商工まつり部
会として、市内の飲食、小売店と団体で36店舗が
出店します。
　商工会の飲食業部会では肌寒い秋にぴったりの
座間ひまわりすい豚のPR販売を行います。
　他にもおいしい惣菜やお菓子だけでなく、化粧
品など様々な物を販売しておりますので、ぜひご
来場ください。
　また、ハーモニーホール座間の大ホールでは、商工会
青年部がストリートダンスコンテストを開催します。
　今年で17回目の開催となりますが、今回の開催を
もちまして終了する事が決まっております。
　商工会青年部で開催する最後のダンスコンテス
トを見にぜひ会場に足をお運びください。
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第31回座間市民ふるさとまつりが、11月20日（日）
前９時から午後３時まで座間中学校をメインに

商工まつり部会が出店 第31回座間市民ふるさとまつり商工まつり部会催し物等一覧
●各種団体　
座間市商工会
座間工業会
座間市商店会連合会
座間市食肉組合
県央小売酒販組合座間支部

座間ＬＰＧ協議会
座間市自動車整備業組合
さがみ野畳工業組合
座間市商工会サービス業部会
座間市商工会建設業部会
座間市商工会飲食業部会

商工まつり部会の統括本部、女性部グッズ販売、バザー
会員企業ＰＲ、体験コーナー、鏡割りコーナー
野菜、果物、生花の販売
自家製焼き豚、クリームコロッケ、ヒレカツ、とりからあげの販売
酒類（特産品等）、ジュース、お茶類の販売                                           

LPガスに関する保安推進、ガス機器のＰＲ及び販売
マイカー点検教室、車ユーザーの意識調査の実施
畳製品の紹介と販売・受注
部会ＰＲ(洋服の汚れを落とす実演及び保険のＰＲ、無料相談）
部会（家守の会）ＰＲ、耐震相談、パネル展示
「座間ひまわりすい豚」ＰＲ及び販売

㈳神奈川県宅地建物取引業協会　
相模南支部 花苗1000鉢のプレゼント

●個人事業所　
ミートプラザ　肉の石川
松田商店
ミートショップ ニッパイ
おにぎり惣菜　しょうわ
ひばりが丘園芸
とよだや
㈲ポエム
中国料理　福富
立花　小田急相模原店
五十嵐食品
コーヒーノート
まさきや
Ｄ＆Ｃ！座間市役所店
ぱん工房 ふくふく
ユアシセイドウマツムラ
大蔵園
こやま珈琲
ななふん食堂
どんぐり未来工房
利再来留家（ﾘｻｲｸﾙﾔ）
三蔵商事㈱
いざかや　やま

相模名物　石川のとん漬の販売
スリッパ、サンダルの販売
ミスタードン、焼き鳥、やきそば、ひまわりクッキーの販売
手羽先揚げ等、惣菜、やきそば、おにぎり、スイートポテト、野菜スープ、キムチスープの販売
花束、花苗の販売　　　　　　　　　　　　　　　　　
おこわ、まんじゅう、団子等の販売
パン、シュークリーム、焼き菓子、飲物の販売
揚げ物（とり唐、コロッケ、メンチ、たこ揚げ、ポテトフライ）、赤飯、おにぎり、中華ちまき、チャーシュー、飲物の販売
和菓子、太巻寿司、団子、おにぎりの販売
海産物展示販売
コーヒー飲料、加工品の販売、物販
味噌・味噌惣菜、味噌串カツの販売
中落ちカルビ牛串、もつ煮込、ロングポテト（ざまりんポテト）の販売
カレーパン、きなこあげパン、パック入りジュース、ペットボトル飲料の販売
最新技術のエステティックの紹介
はちみつの販売
珈琲豆、コーヒーやソフトドリンク、菓子類の販売
やきそば、ハーブ入りフランク、台湾風ハンバーガーの販売
どんぐり入り新南部煎餅、どんぐりクッキー、どんぐり茶の販売
リサイクル商品の販売
温浴施設ＰＲ（チラシ及び入浴割引券配布）、入浴剤の販売
白コロもつ煮込み、若鶏の唐揚げ棒の販売

（順不同）

（順不同）

催し物の内容

●会員事業所（ふれあい広場）　
㈱創考テクノ
八尋行政書士事務所

電車等の吊革用グリップのＰＲと販売
相続、遺言、成年後見、年金等の無料相談会

（順不同） 催し物の内容

催し物の内容
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住宅模型実演の様子

野菜詰め放題の様子

小ホールの様子

ふれあい広場の様子

コマ回し大会の様子 コマ回し大会表彰者コマ回し大会総合優勝者
㈲匠興業の山口氏

赤い羽根募金イベントの様子

椋実行委員長
開会の挨拶

　まず、座間市の関係者の皆様をは
じめ、参加協力いただきました各社
及び来場者の皆様に、無事に開催出
来ましたことを感謝申し上げます。
　開催に当たり、企画及び会場の
設営・運営等は商工会員の皆様、
特に作業部会の皆様の手づくり
で行っており、商工会一丸となっ
て開催することが出来ました。
　前回は小ホ―ルを「メッセ座
間」、ふれあい広場を「ざまー
けっと」と命名し開催いたしま
したが、今回は一体感を出すた
め、特に命名をせず産業フェア 
in  ZAMA 2016として開催いた
しました。
　皆様、コマ対戦・野菜の詰め放
題はいかがでした？
　座間市で生業をしている業者
が一同に会し自社をアピール出
来る場所はこの産業フェアしか
ありません。
　技術・商品・サービス等々、様々な
業種の情報等を得られる機会です。
　来年も今年以上に進化したフェ
アが出来ますように努力致します。
　ご協力ありがとうございました。

　さる9月14、15日（水、木）にハーモニーホール座間「小
ホール」及び市役所「ふれあい広場」において「産業フェア 
in ZAMA 2016」が開催された。
　昨年に引き続き工業・建設業の優れた技術の展示と実
演、商業・サービス業の個店の逸品販売やサービスの体験
が行われた。
　出展企業は「小ホール」が30社、「ふれあい広場」が15社
の合計45社。
　それぞれの出展者は自社製品や商品･サービス等を積
極的にＰＲし新たな販路拡大を目指した。

産業フェア実行委員長

椋　茂廣

長本会長挨拶



青年部事業の案内

5/5 大凧まつりでの出店の様子

創業塾の様子

昨年のダンスコンテストの様子

　平成28年度の商工会の重点事業である「ざまりん創業塾」を
全 5日間で開催した。実績豊富な講師陣による、創業に向けた心
構えから、事業計画策定、諸手続きなど夢の実現に向けて必要
な知識、ノウハウについて学びました。今回の受講者は、創業予
定者、創業間もない経営者の方など合計32名。商工会では今後
も創業者支援を行ってまいります。

　青年部では11月20日（日）市民ふるさとまつりにて「Street Dance 
Contest in ZAMA 2016」をハーモニーホール座間大ホールにて開
催します。
　今年で17回目の開催となるダンスコンテストですが、今回の開
催をもちまして終了させていただくことが決定しております。
長年にわたりダンスコンテストにご尽力いただいた皆様には心か
ら感謝申し上げます。
　また、開催以来たくさんの方々にご来場いただきましたこと、心
より御礼申し上げます。
　今年が最後の開催となりますが、過去最高のダンスコンテスト
になるように部員一同取り組んでまいりますので、パワフルでキ
レのあるダンスを見に会場に足をお運びください。皆様のご来場
をお待ちしております。

Street Dance Contest in ZAMA 2016

昨年のダンスコンテストの様子

また、開催以来たくさんの方々にご来場いただきましたこと、心
より御礼申し上げます。
今年が最後の開催となりますが、過去最高のダンスコンテスト
になるように部員一同取り組んでまいりますので、パワフルでキ
レのあるダンスを見に会場に足をお運びください。皆様のご来場
をお待ちしております。

平成28年度の商工会の重点事業である「ざまりん創業塾」を
全 5日間で開催した。実績豊富な講師陣による、創業に向けた心
構えから、事業計画策定、諸手続きなど夢の実現に向けて必要
な知識、ノウハウについて学びました。今回の受講者は、創業予
定者、創業間もない経営者の方など合計32名。商工会では今後
も創業者支援を行ってまいります。

第1回「ざまりん創業塾」を開催！

　商工会女性部は、少人数ですが地域振興のための活動を楽
しく行っています。
　昨年度は、市内のイベントで「ひまーる」の手づくりグッズ販売
を行い、初めて売上
の一部を寄付するこ
とができました。
　今年度後半は、9月
に相模川クリーン推
進運動への参加、10
月16日（日）ひまわり
フェスタ、11月20日
（日）市民ふるさとま
つりに出店及びＰＲ
活動をします。

女性部事業の案内

部 会 活 動

支 部 活 動

部　会 日　時 事　業　名／内　　容

支　部 日　時 事　業　名／内　　容

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。

サービス業部会

平成28年
9月19日
(月・敬老の日)

部会PR事業／市民ふるさとまつり
で部会のPR。

地域総合事業／市民ふるさとまつ
りで部会のPR。

工業会との合同視察研修会／
㈱サイベックコーポレーション視察

市民ふるさとまつり出店／「ひま
わりすい豚」で部会PR。

平成28年
11月20日（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（水）

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。

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

建設業部会

買物困難者対策／委員会を設置し
行政等と連携して調査研究をス
タート。

商業部会

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。

飲食業部会

講習会／
「雇用関係助成金について」
講師 社会保険労務士 瀬戸 晃 氏

工業部会

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」

入谷支部

日帰りバス旅行／
「東京（毛利庭園、築地、歌舞伎座、
銀座）方面」

相模が丘支部

日帰りバス旅行／「現在、支部役員
で検討中、会員へは近々に郵送に
てご案内いたします」

相武台支部

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

会員親睦事業／「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

会員交流事業／「鋸山360°大パノラ
マ＆狸ばやしのお寺 證誠寺参拝」

栗原支部

会員交流事業／
支部事業についての意見交換会
場所:皇華蘭

ひばりが丘
支部

平成28年
7月24日（日）

平成28年
8月26日（金）

平成28年
11月20日（日）

平成28年
9月7日（水）

平成28年
8月24日（水）

平成28年
11月20日（日）

平成28年
8月26日（金）

平成28年
10月28日(金)
～29日(土)

平成28年
10月9日（日）

平成28年
10月30日（日）

平成28年
11月23日（水・祝）

平成28年
10月4日（火）

平成28年
9月25日（日）

平成28年
9月28日（水）

平成28年
10月13日（木）

しょうじょうじ
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相模が丘

相 武 台

栗 原

新田宿・四ツ谷

ひばりが丘

ティアーキ

ビイエス㈱

戦略的Webシステム MIWACS

合同会社 AQUASPORT CONCEPT　JAPAN

牟田口昭司法書士事務所

サロンミーティア

合同会社あるけみすと

㈲デコレメイト

おむさん

クラウドパーツ

町田や

内装工事業

ICT業（Web システム）

輸入販売（アクアバイク）

司法書士

サービス業（エスティック業）

不動産賃貸　管理

内・外装業

整体　リラクゼーション

飲食業（そば）

090-2313-8043

042-705-2582

070-5581-2286

046-240-9891

046-240-7577

070-1547-2441

046-252-0442

046-266-4028

090-7814-6301

046-259-6092

046-252-2555

相模が丘1-32-5

相武台3-29-20

さがみ野3-5-8

東原3-14-47

新田宿31

ひばりが丘2-65-11

ひばりが丘3-52-8

ひばりが丘2-67-27

建 設 業

建 設 業

サービス業

商 業

サービス業

サービス業

サービス業

建 設 業

サービス業

工 業

飲 食 業

竹藤　　勉

川戸　彰子

三輪　光彦

大村　　寛

牟田口　昭

栁沼智恵美

重信　裕人

山田　喜彦

佐藤　　徹

都築　　昭

森谷　忠一

事業所名 代表者名 業　　種 住　　所 電話番号 部　　会支　　部

（平成28年6月1日～平成28年7月31日）

相模が丘 1-30-10-401
パインクレスト

相模が丘 1-18-39　
メゾンカメリヤ 404
広野台 1-44-5　
ガレージハウス相武台 B-2

　昨今、虚偽の内容を記載した株主総会議事録等をもとに商
業登記を行い、当該会社の役員になりすまして会社の財産を
処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発
生していることから、商業登記規則を改正し、法人の登記（変
更登記を含む）を申請する際の手続きに関して、株主総会決議
を要する登記事項につき、従前からの株主総会議事録に加え、
新たに「株主リスト」を添付して申請することとなりました。
　本改正は、本年10月1日以降に申請するすべての株式会社
（旧有限会社含む）に影響が及ぶものであります。
　詳しい内容については、別紙同封チラシ（商業登記にかかる
株主リストの添付について）か法務省のホームページ
（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html）
をご確認ください。

　神奈川県の最低賃金が、平成28年10月1日から時間額
930円（25円引上げ）となりました。
　常用・臨時・パート・学生アルバイトを含め、すべての労働者
とその使用者に適用されます。
　なお、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
　　①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
　　②臨時に支払われる賃金
　　③１か月を超える期間ごとに支払われる賃金
　　④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
　問合せ先　労働基準部賃金室（電話 045-211-7354）
※最低賃金の引き上げに向けた支援策として、助成金の拡充、
　支援要件の緩和がなされています。
　詳しくは神奈川労働局ホームページをご覧いただくか、
　下記問い合わせ先にご連絡ください。
●業務改善助成金
　問合せ先　雇用環境・均等部指導課（電話 045-211-7380）
●キャリアアップ助成金
　問合せ先　職業安定部職業対策課（電話 045-650-2801）

解体工事業（建物解体　収集運搬）

金属部品販売（成形機　金型部品）

生活習慣病検診と
定期健康診断のお知らせ

座間市商工会広報誌「いさま」への

第31回 座間市民ふるさとまつり第31回 座間市民ふるさとまつり

昨年のふるさとまつりの様子

　座間市商工会広報誌に広告を載せて事業所や商店のPRを
してみませんか？
　座間市商工会では、当会が発行している広報紙「いさま」に
有料広告の掲載を希望する企業や事業所を募集します。
　公募につきましては別紙同封チラシの通り行いますのでご
確認ください。
　事業所や商店のＰＲなど効率的な広報の機会として、ぜひ
ご活用ください。 
　問合せ先　
　座間市商工会　広報担当　奥津（TEL　046－251－1040）

　会員事業所事業主およびご家族、従業員のための生活
習慣病検診と法定検診を実施いたします。
日時　平成28年11月24日（木）
場所　座間市商工会館
受付　午前8時30分～11時30分
定員　生活習慣病検診：60名　
　　　法定検診：200名

　詳しくは同封のチラシを
　ご覧ください。

神奈川県最低賃金の改正と
助成金のお知らせ

広告掲載企業募集！

　今年は秋の長雨で例年より今まで被害の出なかった所で洪水が
起きたり、梅雨がないと言われていた北海道が大被害を受けてい
る。これも温暖化の影響なのだろうか。中国人の爆買いが落ち着い
てきたらしい。リオのオリンピックが終わり次は東京の番だ。世界
に誇る日本の技で金メダルを狙いたいが、もう一つ世界に誇る
日本のおもてなしで世界中にアピールしてもらいたいと思う。

広報委員一同




