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問合せ先 : 座間市商工会 TEL046-251-1040

金

会場

お車でお越しの方は、市役所地下駐車場をご利用ください。
7日㈯ 10:00 より「座間市青少年創意くふう展覧会」の表彰式を小ホールにて開催します。

ハーモニーホール座間　小ホール &市役所ふれあい広場

10:00
15:00

10:00
16:00

土 入場無料

豪華景品抽選会開催

鉄の職人 vs 木の職人いろいろいろいろやってみよー !!やってみよー !!いろいろやってみよー !!

新規会員加入にご協力を！！

　今回の会員増強月間にあたり、
平成29年8月3日に開催された会員
増強特別委員会にて、会員の皆様
が、希望にあふれた日々が送れるこ
とを願い、朝日をイメージした新た
な「会員証」を作成いたしました。

　従来のプラスチック製「会員証」
と違い、今回はステッカーとなって
おりますので、ぜひお店、事務所、商
業車等にご利用下さい。
　会員だけの特典等も現在検討し
ております。

～会員増強月間 10/1～10/31まで～

（新会員証）



　平成29年度の商工会の重点事業である「ざまりん創業
塾2017」を9月2日から30日まで毎週土曜日、全５回コース
で開催しました。実績豊富な講師陣が毎回、受講生に寄り
添い、温かくサポートし、創業間もない経営者、創業予定
者等に個社の良いところを導き、自信を持たせ、「自分は
果して創業できるのか？」と不安を持っていた受講者が
日を増すごとに自信と実現に変わっていく様子が伺えま
した。今回の第１回目には昨年、ざまりん創業塾を卒業
し、起業した２名を招き、それぞれが創業における体験談
を講和しました。今回の受講者数は14名でした。

『ざまりん創業塾2017』を開催!

座間市民座間市民ふるさとまつり座間市民ふるさとまつり
商工まつり部会が出店

座間市商工会

座間工業会

座間市食肉組合

座間ＬＰＧ協議会

県央小売酒販組合　
座間支部

座間市商店会連合会

商工まつり部会統括、商工会PR

催し物の内容

各種団体（順不同） （順不同）

（昨年のふるさとまつりの様子）

（創業塾受講の様子）

団体名

野菜、果物の販売

会員企業製品等ＰＲ（販売あり）、
体験コーナー、鏡割りコーナー

酒類（特産品等）、
ジュース類の販売

花苗1000鉢のプレゼント

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

新製品の展示、
イ草製品の販売・受注

部会（家守の会）ＰＲ、
耐震相談、パネル展示等

「座間ひまわりすい豚」販売
及び部会PR

サービス業部会のＰＲ他

女性部PR、グッズ販売、バザー

自家製焼き豚、唐揚げ、
ロースカツの販売

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

座間市商工会女性部

（社）神奈川県宅地建物取引業協会
相模南支部

ミートプラザ 肉の石川 相模名物　石川のとん漬、若鶏味噌漬の販売

スリッパ、サンダルの販売

フランク（ミスタードン）、焼き鳥、ひまわりクッキーの販売

おこわ、まんじゅう、団子等の和菓子、かき氷、お茶、ジュースの販売

調理パン、シュークリーム、菓子パンの販売

和菓子、太巻寿司、団子、おにぎり類、水、お茶の販売

海産物、農産物（若布、昆布、煮干、ひじき、落花生、乾珍味、とろろ昆布）の販売

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

ロングポテト(ざまりんポテト)、もつ煮、中落ちカルビ牛串の販売

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

エステ体感、ハンドマッサージ、健康食品の試飲、販売

はちみつの販売

リサイクル商品の販売

生薬配合浴用剤の販売、温浴施設ＰＲ（チラシ及び入浴割引券配布）

電車等の吊革用グリップ（グリッポン）のＰＲと販売

とんぼ玉アクセサリー販売

珈琲豆、コーヒーやソフトドリンク、菓子類の販売

揚げ物（手羽先、たこ揚げ、ハッシュポテト等）、惣菜、焼きそば、焼おにぎり、
野菜スープの販売

揚げ物（とり唐、たこ揚げ、ポテトフライ、アメリカンドッグ、さつま揚串）、赤飯、
おにぎり、中華ちまき、チャーシュー、エビチリ、飲み物の販売

携帯電話及びインターネット料金の見直し、コンサルティング、
子供向けタブレット・ぬりえコーナー　　
ベジタブルサモサ、インドビーフン、鳥串焼き、焼きそば、ナンロール、
ポテトフライ、タンドリーチキン、チーズナンの販売　

ミートショップ　ニッパイ

おにぎり惣菜 しょうわ

立花　小田急相模原店

とよだや

㈲ポエム

五十嵐食品

コーヒーノート

ぱん工房 ふくふく

まさきや

大蔵園

こやま珈琲

三蔵商事㈱

㈱創考テクノ

ガラス工房　山路

Ｄ＆Ｃ！　座間市役所店

ユアシセイドウ　マツムラ

利再来留家（リサイクルヤ）

インドレストラン　ラドウニ

ａｕショップ座間×JCOM

中国料理　福富

松田商店

催し物の内容

個店

団体名

第32回

　第32回座間市民ふるさとまつり
が、11月19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。
　座間市民ふるさとまつりは、郷土
座間の発展を願い、市民の参加とふ
れあいを目的としています。
　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35店舗がお惣菜やお菓子の他、各
店自慢の物品を販売します。
　ハーモニーホール座間の大ホー
ルでは、商工会青年部がパフォーマ
ンスコンテストZAMAを開催しま
す。現在、出場者募集中です。
　会員の皆様もぜひ会場に足をお
運びください。



　平成29年８月31日（木）に、ITコーディネーターの村上出氏を
講師に迎え「WEB・SNSの活用について」の講習会を開催しまし
た。商業、飲食業部会からも参加者を募り、総勢で21名の方々に
ご出席いただきました。今回は基礎
知識についての内容をメインに開催
した為、次回は応用編を開催してほ
しいとのご意見もいただき、非常に
有意義な講習会となりました。

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

工業部会

建設業部会

視察研修事業／横浜シーサイドラ
イン・横浜市資源循環局金沢焼却
工場を視察

サービス業部会

飲食業部会

商業部会

商工会座間支部＆商店会合同親睦
旅行／「横須賀軍港めぐり、ソレイ
ユの丘、葉山ステーション等々」

座間支部

会員福利厚生事業／
「当選しました！迎賓館赤坂離宮
見学ツアー」

入谷支部

日帰りバス旅行／「秩父・長瀞の旅」
現在、若干の余裕がありますので、ご希望され
る方は、本日同封しました、チラシにてお早め
にお申込下さい。

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

会員交流事業／
相模健康センターにて支部事業に
ついて意見交換

ひばりが丘
支部

会員交流事業／東京方面「歌舞伎
座で歌舞伎鑑賞！」栗原支部

平成29年
11月7日（火）

地域総合事業／市民ふるさとまつ
りで部会のＰＲ

平成29年
11月19日（日）

地域総合事業／市民ふるさとまつ
りで部会のＰＲ

平成29年
11月19日（日）

買物困難者対策／
現在、行政等と連携した「生活支援
体制整備に関する協議体」にて進
めています。

平成29年
8月24日（木）、
11月22日（水）、
平成30年
2月（予定）

市民ふるさとまつり出店／「ひま
わりすい豚」で部会ＰＲ

平成29年
11月19日（日）

講習会／「経営者・後継者のための
事業承継セミナー」
講師／公認会計士　舟生俊博氏、神奈川県事業
引継ぎ支援センター　統括責任者　神谷慎一氏

講習会／「小規模事業者の雇用実
務について」
講師／社会保険労務士　瀬戸晃氏

平成29年
10月11日（火）
18:00～19:30

平成29年
10月13日（金）
18:00～19:30

販路拡大事業／
「湘南ひらつかテクノフェア2017」
出展

平成29年
10月26日（木）
～28日（金）

工業会との合同視察研修会／
伊藤園相良工場㈱、㈱ゲネシスの
視察

平成29年
11月10日（金）
～11日（土）

販路拡大事業／
「ヨコハマテクニカルショウ2018」
出展

平成30年
2月7日（水）～
9日（金）

平成29年
10月14日（土）

平成29年
10月22日（日）

平成29年
11月23日
（木・祝）

平成29年
10月1日（日）

平成29年
10月3日（火）

平成29年
10月19日（木）

「WEB・SNSの活用について」の講習会を開催

サービス業部会

　平成29年7月23日（日）に、ピアゴ座間店催事スペースにおい
て「建設業フェア」を開催し、木や畳のコースターとチラシを配
布しながらPRを行いました。今回はパズル製作や住宅展開図組
立、木製おもちゃの体験等も行い来
場者に建築や木に触れていただくこ
とができました。また、同会場にて無
料の耐震、リフォーム相談会も開催
し、受注に繋がるご相談をいただく
ことができました。

ピアゴ座間店にて建設業部会PR活動を開催

建設業部会

　サービス業部会は９月18日（敬老の日）に福祉事業として特別
養護老人ホーム「栗原ホーム」を慰問しました。今年はデイサービ
スの方々も含め約40名の前で約１時間、14曲の歌と踊りを披露
し、最後には参加者全員で「高原列車は行く」を合唱しました。
　毎年楽しみにされているという方も多く、締めの挨拶では斉藤
副部会長の「来年もきていいですか？」と
いう問いに、みなさん大きな拍手と歓声
で答えてくださいました。
　最後に上田部会長がホームの方から花束
を受け取り、福祉事業を締めくくりました。

福祉事業で栗原ホームを慰問

サービス業部会

　平成29年8月23日（水）に、「建設業者向け接客・現場マナーに
ついて」の講習会を実施しました。毎日現場にいる我々は当た
り前のようにやらなければいけない
事だが、やっているつもりでもでき
ていなかったり、怠っていたり、改め
て接客や現場のマナーについて気付
かせてもらえた講習会でした。

「接客・現場マナーについて」の講習会を開催

　工業部会では８月４日（金）、座間市
商工会館において「展示会の活用方
法」についての講習会を開催しまし
た。講師に中小企業診断士の相場健 氏
を迎え、販路開拓に繋げる展示方法
や、惹きつけるキャッチコピーなどを
学びました。

「展示会の活用方法」についての
講習会を開催

建設業部会

工業部会

座間市民ふるさとまつり

（講習会の様子）

（慰問の様子）

（建設業フェアの様子）

（講習会の様子）

（講習会の様子）



　青年部では、8月10～15日に開催された「ひまわりまつり」
座間会場内で、12、13日（土、日）限定で、座間の水で育った「鮎
のつかみ取り」を行いました。
　座間の地下水で育った座間の鮎を使い、座間の観光資源であ
る「座間の水」と「座間の鮎」のＰＲを行いました。老若男女問わ
ずお越しいただいた皆様に楽しんで
いただけたと思います。
　今回で４度目の開催となりました
が、年々参加者も増えており、大盛況
のうちに終了しました。

　８月22日に、新入部員である光榮堂薬局
薬剤師の稲垣知子氏に“健康と老化と病の
おはなし”をしていただきました。雑誌や
テレビでは語らない真実！実はこれ…体
に悪い！病院では聞けないこと…もっと
早く聞きたかった！普段の食べ物は大丈
夫？このお薬ずっと飲んでいて大丈夫？

等々、お薬手帳をご持参いただいての質問
もあり、意見も飛び交い、時間がたりない
と感じるくらいいいお話を聞けました。
ワークショップ後の交流会でも話が途切
れず、第2弾もやってほしいとの声もちら
ほら出るくらい、とても良い内容でした。

　青年部では11月19日（日）
に開催される座間市民ふる
さとまつりにて「オールパ
フォーマンスコンテスト
ZAMA」をハーモニーホール
座間大ホールで開催いたしま
す。今回が初開催となるパ
フォーマンスコンテストです
が、歌唱・ダンス・大道芸・手
品・漫才・ものまね等、ハーモ
ニーホールの大ホールでパ
フォーマンスしてみません
か？現在出場者を募集してお
ります！参加費は無料！ご興
味がある方は商工会奥津まで
お問い合わせください。

新加入会員の紹介

　当社の洗浄剤は、ナノ単位で油を超微細化することに最大の特徴が
あります。一般的な洗浄剤は油汚れを落とすことができても、その油
は大きな塊のまま流され排水先で再結合し、配管内等に付着するた
め、そこから腐敗臭などが発生します。超微細化された油は再結合を
しないので、これを防ぐことができるのです。また、超微細化は汚れを
分解するバクテリアを活性化させる働きがあります（大きな油の塊は
バクテリアが閉塞を起こし汚れを分解しきれなくなる）。
　もちろん有害物資は一切含んでいませんし、不燃性・中性で環境に
も人体にもやさしい安全な洗浄剤です。

〈企業理念〉
　“子どもたちの未来のために、地球も人も元気に”が理念です。
　ビジネスを通じて、子どもたちの無限の創造性と、地球環境を
守っていきたいと思います。
　それが素晴らしい未来を生み出すのだと考えます。

代表取締役　花輪麻美さん

事業所紹介 オリエントナノ株式会社  神奈川県座間市相武台1-37-21エクレール相武台1F
TEL 046-257-5568   FAX 046-257-5569

所　在　地
問い合わせ

（部員集合写真）
（今年のチラシ）

（ワークショップの様子ワークショップの様子）（ワークショップの様子）

LINE UP



090-2901-9673

046-254-7654

070-3606-0010

046-255-0518

046-259-7761

046-210-3659

046-256-8626

046-254-1977

サービス業

サービス業

商 業

飲 食 業

工 業

建 設 業

商 業

サービス業

事業所名 代表者名 業　　種 住　　所 電話番号 部　　会支　　部

　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？

　ようやく朝晩に秋の訪れを感じられるようになった。それに
しても異常気象の連続で、もはや日本は亜熱帯気候になってし
まったのかも知れない。50年に一度の大雨や竜巻、10年前だっ
たら異常気象と言えたが、これだけ毎年続けば、日本の気候も
見直す必要がある。生態系にも影響している。地球温暖化は食
い止められるのか、もっと真剣に考えなければと思う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広報委員一同

●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

http://www,zamashishoukoukai.com/

【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
※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。

相模が丘

相 武 台

入 谷

栗 原

新田・四ツ谷

本 部

亀の湯

powerful 0010（パワフルオート）

スナック喫茶ワコー

ナノカ㈱

㈱服部工業

アミーズオート

TSネットワーク㈱神奈川流通センター

作曲家（楽曲制作）

公衆浴場業

自動車小売業

飲食（アルコール全般・軽食）

製造業

建築業（防水・シーリング・塗装）

中古車販売

運送業

相模が丘5-18-20

相模が丘3-67-10

相模が丘2-9-14

相武台4-16-14

入谷3-3414-1

栗原1807-11

四ツ谷862-4コーポパープル202

広野台2-10-8

谷　口　博　史

田　﨑　智　子

浜　﨑　匡　望

岩　本　和　代

野　島　孝　夫

服　部　敬　吾

長　網　　　亘

清　水　　　亮

Wi-F i設置

生活習慣病検診と定期健康診断
のお知らせ

　座間市商工会では商工会員及び来館者の情報収集の利便性を図るこ
とを目的として、公衆無線LANアクセスポイントを設置しました。
　商工会に無線LAN機能を搭載したノートパソコン等の機器をお持
ちいただければ、無料でインターネットに接続することができますの
でご来館の際にぜひご利用ください。
※Wi-Fi（ワイファイ）とは…スマートフォン、タブレット端末、パソコン、
　家庭用ゲーム機などのWi-Fi対応機器で無線の電波を使って、インター
　ネット環境に接続できるものです。

　会員事業所の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29年11月22日（水）
　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。

新加入会員の紹介新加入会員の紹介新加入会員の紹介 （平成29年8月31日現在）

神 奈 川 県 最 低 賃 金 改 正 の お 知 ら せ
平成29年10月1日から神奈川県の最低賃金は26円引上げの956円となりました。

※常用・臨時・パート・学生アルバイトを含め、すべての労働者に適用されます。

●問合せ先　神奈川労働局労働基準部賃金室　TEL：045-211-7354

（ワークショップの様子）



3,500円～
様々なコースをご用意

（日曜日は朝８: 00より営業）

いろいろやってみよー !!


