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（建設業部会による実演の様子）（昨年のハーモニーホール／小ホールの様子）

（昨年のふれあい広場の様子）（昨年のふれあい広場の様子）

　今年で第6回目となる産業フェアは今までの産業フェアとは
大きく形態を変え、「体験型産業フェア」として開催致します。
　会場は昨年と同会場（ハーモニーホール座間小ホールと市役
所ふれあい広場）で行います。
　今までハーモニーホールの小ホールでは工業、建設業をメイ
ンに展示会形式で販路拡大等を目的とした自社商品のPRを
行ってまいりました。また、市役所ふれあい広場では商業、飲食
業が自社商品の販売等のPRを行ってきましたが、今回は工業
や商業で分けるのではなく、市内の商工業が一体となり、自社
を市民の皆様に知ってもらえる場を提供することを1番の目的
として開催致します。
　来場された方々に自社について知ってもらい、楽しんで帰っ
ていただけるように、体験型産業フェアとして、出展された事
業所が各出店場所にて無料でお仕事体験や試食を行っていた
だきます。
　来場者はただ何かをもらうよりも、自分で作成したり、体験
してもらった物をもらう方が嬉しいし、記憶にも残ると思いま
す。改めて座間市内の仕事「職業」について知っていただく良い
機会になると思います。
　この来場を機に、地元の仕事を応援していただけるようにな
ればと考えております。

　今回、形態が変更になり体験型フェアとして開催しますが、
展示会形式での販路開拓のPRも行います。
　BtoBを求めている企業もあれば、BtoCを求めている企業も
ありますが、今回の産業フェアは自社の近隣住民の方々に自社
が普段どのような仕事をやっているのかを見せ、近隣住民や市
内の住民の方々に自社を知ってもらうことを最大のテーマに
掲げさせていただき開催致します。
　今回は金、土曜日の2日間の開催になるため、幅広い客層の
方々に来ていただけると思います。
　自社のPR、販路開拓、従業員の雇用など、様々なPRが無料で
行えて、座間市内の商工業者が50社近く集まるのはこの産業
フェアだけです。
　来場者との繋がりだけではなく、出展者同士での異業種交流
等で繋がることもできます。
　ぜひご出展をご検討いただき、自社PRの場として、この産業
フェアを最大限にご活用いただければと思います。

～平成29年 10月 6日㈮～10月 7日㈯ 2日間開催～

出展事業者
募集！

※今回の産業フェアについての説明会を5月に開催致します。
　出展を検討されている方や、どんなイベントなのか気になってい
　る方はぜひご参加ください。
　説明会の詳しい内容については、同封されている「説明会のご
　案内」をご参照ください。



　平成29年2月15日㈬に、相武台コミュニティーセンターに
て、座間市商工会員（サービス業部会員）で社会保険労務士の
風間裕一氏をお招きして「建設業者向け助成金について」の講
習会を実施した。
　助成金と補助金の違いの説明から始まり、建設業者向けの
助成金や、利用しやすい助成金についての説明を聞き、受講し
た部会員からは、どのように申請するのか等についての質問
が多数でるなど有意義な講習会となった。
　講習会後は相武台前駅のちゃんこ料理屋のかし山に場所を
移し、講師を囲んで懇親会を行った。

講習会と
視察研修会の報告

　平成29年3月7日㈫東京ビッグサイトで開催されている「日
経メッセJAPAN SHOP・建築建材展」を視察した。
昨年も同展示会を視察したが、会場があまりにも広く、時間が
足りなかった為、２年連続での視察となった。
　前回の反省もふまえ、座間をお昼前に出発し、視察時間を３
時間ほどとったが、それでも回りきれず、参加者からは来年も
開催してほしいとのご要望をいただいた。
　この展示会は最先端の建築技術や素材だけでなく、市場動
向等の情報収集を行うのにも非常に良い場となっており、視
察後の懇親会では、個々で集めた情報を皆で共有し、今後の建
設業について熱く語り合う懇親会となった。
　今回は若い部会員にもご参加いただき、とても有意義な視
察研修会でした。

（話を熱心に聞く部会員）

（参加者10名で記念撮影）

（チョークアートでＰＯＰ作品を作っている飲食業部会員）

（オープニングでの鏡割りの様子）

（葉山町商工会栁会長の話を熱心に聴く商業部会員）

　平成29年2月6日㈪、商工会館にてPOP講習会を開催した。
　今回のPOPの講習会はおしゃれで目立つ黒板（ブラック
ボード）への手書き看板の作成であった。
　部会員はそれぞれ、自分のお店ですぐに使えるようなイラ
ストのレイアウトデザインを学び、参加者からは「少し難し
かった」との声があったものの完成した作品は、それぞれのお
店の特徴を活かした、ぬくもりを感じさせる作品に仕上がっ
ていた。
　黒板（ブラックボード）に白文字は人の心を引きつけ、より
情報を伝えられるツールであり、店のイメージアップ・集客力
アップに繋がる講習会であった。

部会長　畔上　秀雄

部会長　桑田　文久

部会長　高橋　敏之
　平成29年2月7日（火）、昨年9月にオープンした葉山町
「SHOPPING PLAZA HAYAMA STATION」を視察した。
　当日は施設内にある会議室にて、葉山町商工会栁会長を講
師に依頼し、今回の取組について熱く語っていただいた。
　この計画が始まったのは10年前、町が「地域交流地点」とし
位置付けたが、果たして商売になるのか、そこで産学連携によ
る4カ所（4つの交差点）で「朝市」を開催した。当時、私も縁が
あってお呼びが掛かりその朝市に参加した。
　この朝市で「商売になる」と確信してから、年200回を超える会
議を重ね、ここまで一貫とした思いで進めてきたパワーには驚
いた。
　また、商工会が町や金融機関、自治会等とのパイプが太いこ
とや信頼関係が強いこと等々、商工会が町全体を牽引してい
る、そんな印象
であった。
　商業部会で
も商業活性化
のため、更に
取り組んで行
かねばと刺激
を受けた。

　平成29年1月23日（月）午後5時30分より商工会・工業会合同の賀詞交換会が
オークラフロンティアホテル海老名にて開催された。
　来賓と商工会・工業会の会員あわせて133名出席のもと賑やかな賀詞交換会
となった。
　主催者を代表して窪工業会長・長本商工会長が挨拶を述べた。

建設業部会
講習会の報告飲食業部会

視察研修会の報告商業部会



労働保険のお知らせ

労災保険と併せて石綿健康被害救済のための一般拠出金も
申告・納付となります。
※座間市商工会労働保険事務組合は、労働保険の事務を代行しています。
　ご加入されている事業場についてはお手元に年度更新事務処理書
　類を送付いたしました。
　同封の「労働保険料算定基礎賃金等の報告」、建設関係は「元請事業
　の報告」のご提出を4/12㈬までにお願いいたします。

～社員の安心のために～
労災保険・雇用保険は「入る・入らないの自由」がありません。

●労災保険は、人を使う人全てがほぼ例外なく加入しなけ
　ればなりません。
　もし、従業員が仕事中に怪我をしてしまったら？？　賠
　償責任は事業主に重くのしかかります。
　労災事故が起きてから加入すると？？　とても重い特別
　な保険料を取られ続けることになります。

●雇用保険に加入させなければならない従業員は、1週間の
　労働時間が20時間以上で31日以上雇用の見込みがある従
　業員です。

新加入会員の紹介
　栗原中央で事業所を構えるアトリエ・ミッチーの安河内美知
子氏が開発した、婦人科受診用スカートが、神奈川なでしこブ
ランドに座間市で初めて認定された。
　神奈川なでしこブランドとは、神奈川県内に拠点を持つ企業
等において、女性が開発に貢献した商品の中から、優れたもの
を県が認定し、女性が開発に貢献したものとして積極的な周知
を行い、女性活躍の具体的な効果を示し、多くの企業が自ら経
営戦略として女性の登用、活躍促進に取り組むことを目指して
いるものである。
　今回、アトリエ・ミッチーで認定された商品は女性が産婦人
科等に行き受診する際に、診察台で開脚姿勢をとるが、その開
脚の時に必要最低限の露出に抑え、心理的な負担を軽減するも
のである。
　この商品は美和レディースクリニック(大和市南林間)の川口
美和先生にもご協力いただいており、着用者だけでなく診察す
る医師側への配慮もされている商品の為、着用者と病院側の双
方にとっても嬉しい商品となっている。
　種類も豊富に取り揃えており、普段着としても着れるような
デザインになっている。
　下記ホームページにて神奈川なでしこブランド2017認定商品
の紹介を行なっています。ぜひご覧下さい。
http://www.atelier-michy.com/

座間市初！アトリエ・ミッチーが神奈川なでしこブランド認定！！

お問い合わせは、
座間市商工会　担当：吉野まで　☎046-251-1040

協会けんぽ神奈川支部より協会けんぽ神奈川支部より
　　　　　保険料率改定のお知らせ　　　　　保険料率改定のお知らせ

協会けんぽ神奈川支部より協会けんぽ神奈川支部より
　　　　　保険料率改定のお知らせ　　　　　保険料率改定のお知らせ

協会けんぽ神奈川支部より
　　　　　保険料率改定のお知らせ

■健康保険料率
　【平成29年2月分（3月納付分）まで】
　　　　　　　　　給与・賞与の 9.97％
　　　　　　　　　　　　　　
　【平成29年3月分（4月納付分）から】
　　　　　　　　　　給与・賞与の 9.93％「引下げ」
■介護保険料率
　【平成29年2月分（3月納付分）まで】
　　　　　　　　　 給与・賞与の 1.58％
　　　　　　　　　　　　　　

　【平成29年3月分（4月納付分）から】
　　　　　　　　　 給与・賞与の 1.65％「引上げ」

●お問い合わせ
　全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部　
　TEL:045-339-5533（代表）　
　受付時間:平日8:30～17:15

なお、平成29年度の都道府県ごとの健康保険料率は、支部別
に「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。

座間市商工会広報誌への

広告掲載企業募集！

〈安河内氏プロフィール〉

「アトリエ･ミッチー」オーナー安河内
美知子。
婦人科受診の患者さま用「受診用ス
カート」の製造・販売。
結婚後、洋裁の技術を習得し、女性の
為の「婦人科受診用スカート」を考案
し、特許第3499867号を取得。

〒252-0014　
座間市栗原中央2-13-16　
TEL.046-258-3384 （認定商品）



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
ひばりが丘

ソースカツ丼たざわ

㈱坂本防水
ケーカーゴ

飲食業（カツ丼）
リラクゼーション
防水工事業
軽貨物

042-705-9571
080-5384-1925
046-240-0991
046-255-7590

相模が丘5-1-21
相模が丘1-3-19
緑ヶ丘6-1-23-304
ひばりが丘1-65-1 E601

飲 食 業
サービス業
建 設 業
サービス業

白　﨑　貴　広
大　吉　裕貴子
坂　本　　　勲
木　村　邦　彦

事業所名 代表者名 業　　種 住　　所 電話番号 部　　会支　　部

（平成29年3月31日現在）

　商工会青年部では大凧まつりフリーマーケットを下記
概要で開催いたします。ただいま出店者を募集中ですので
ふるってご参加下さい。

　ようやく春の陽射しが嬉しい季節が到来した。やはり暖かい
方が人間の動きも活発になるようだ。しかし世の中の混沌はよ
り深まり経済の発展には明るい春の訪れはまだまだのようだ。
　景気にも早く花を咲かせて欲しいものだ。

広報委員一同

協会けんぽ神奈川支部より
　　　　　保険料率改定のお知らせ

協会けんぽ神奈川支部より
　　　　　保険料率改定のお知らせ

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

LOMI  LOMI  LAHAINA　　
ハワイアンリラクゼーション

http://www,zamashishoukoukai.com/

全国商工会連合会　第184回珠算検定結果
受 験 者 数 　15名中5名合格（３級４名／４級１名）　
合　格　率　　33％

座間市商工会

青年部

【と　き】

【場　所】
【対　象】

【出店料】
【定　員】
【申　込】

【申込先】

【広報誌発行内容】
　発　行　紙：「いさま」　
　発　行　月：1月・4月・7月・10月　（各月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（各月）／
　　　　　　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

【広告枠】
　1枠 縦5cm×横9cm　　2枠 縦5cm×横18cm 
　4枠 縦10cm×横18cm

５月４日（祝日）　午前９時～午後３時  
雨天の場合中止
座間市大凧まつり会場内フリーマーケット広場
神奈川県在住在勤の個人または団体の方
(業者の参加または飲食物の販売は不可)
１ブース　2,000円　２ブース　4,000円
80店（予定）
４月14日（金）〈必着〉ハガキに住所･氏名･年齢･職
業･電話番号･出店物･品数を明記のうえ、下記住所
までご返信ください。電話と青年部フェイスブッ
クページからも申し込みを受け付けております。
〒252-0027　座間市座間2ｰ2887-2　
TEL.046-251-1040
座間市商工会青年部事務局宛お申込下さい。
座間市商工会青年部事務担当：奥津

昨年の様子

座間市商工会広報誌への座間市商工会広報誌への

広告掲載企業募広告掲載企業募集！
座間市商工会広報誌への

広告掲載企業募集！

※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。

※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。






