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　新年明けましておめでとうございます。
　年頭にあたり、会員皆様のご健勝とご繁栄を心か
らお慶び申し上げます。
　皆様方には、日頃から商工会の運営に格別のご理
解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　さて、我が国経済は、大手企業を中心に回復基調が
続いているといわれております。しかしながら、個人
消費の冷え込みや最低賃金の大幅な引き上げ、労働
力不足や原材料費の高騰などの影響により、中小企
業・小規模事業者にとって極めて厳しい経営環境が
続いております。
　そのような中、国内においては東京オリンピック・
パラリンピック開催まで2年半となり、建設投資や訪
日観光需要が一層活発になることで、日本経済の成
長を力強く後押しすることが期待されます。今後こ
うした成長が地方経済に波及するよう我々も努力
してまいります。
　本年も役職員が一丸となり、これまで以上に「信頼
され、役立つ商工会」を目指してまいりますので、皆
様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
　結びに、会員の皆様並びに関係各位にとりまして、
素晴らしい一年になりますようご祈念申し上げま
して、新年のご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。
　昨年も、貴会を中心と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の開催など、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、心
より感謝いたします。
　市といたしましても、引き続き、商工業振興施策を
着実に推進してまいりますので、ご指導、ご協力をお
願い申し上げます。
　貴会におかれましては、座間工業会、市商店会連合
会、そして市との連携の旗振り役として、「ともに織
りなす　活力と個性　きらめくまち」の実現に、今後
とも変わらぬお力添えを賜り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。

日時

場所

会費

:

:

:

平成30年1月23日(火)
17時受付　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

日時

場所

:

:

平成30年1月5日（金）
　　　　　　～22日（月）
10時～15時
座間市商工会館　1階「指導室」

日時

場所

:

:

平成30年2月1日（木）
　　　　　～3月15日（木）
10時～15時
座間市商工会館　
1階「指導室」他

座間市長

遠 藤  三紀夫

年頭にあたって

※ご出席される方は別紙同封チラシにてお申し込み
　ください。 ※詳細については別紙同封チラシをご覧ください。 ※詳細については別紙同封チラシをご覧ください。

年末調整指導会
のお知らせ

支部・部会の活動報告&案内



　参加者17名を乗せたバスは、昨年10月1日（日）、予定時間を30分
余り早めて商工会を出発した。今日のお客さんは“全員早起きが得
意なのね”とガイドさんからお褒め？の言葉を頂き、穏やかな天気
の中、合同親睦旅行のメインである「YOKOSUKA軍港めぐり」の
船に乗り込んだ。
　船上スタッフの巧みな案内の声をBGMに、威風堂々と停留して
いる艦艇に感嘆の声を上げたり、写真を撮ったりしていると瞬く
間に45分が過ぎてしまった。
　昼食の漁師料理店に並んだ魚介類をあらかた食べつくし、満腹
のベルトを緩める暇もなく「お土産店」に突入。「ソレイユの丘」で
は記念の集合写真。
　「葉山ステーション」の賑わいと、
地元特産品の売れ行きの良さに驚
くなど、実りの多い初秋の一日で
した。

合同親睦旅行

（ソレイユの丘にて）

●座間支部

●ひばりが丘支部

　ひばりが丘支部では、10月19日（木）に「相模健康センター」にて
会員交流事業を実施しました。
　支部事業についての意見交換や、情報交換を行い交流を図るこ
とが出来ました。

会員交流事業を実施

伊藤園相良工場㈱及び
㈱ゲネシス視察研修会の実施

●栗原支部

●相武台支部

　入谷支部では、平成29年10月14日（土）に支部会員の福利厚生事
業として、築地場外の散策や迎賓館赤坂離宮等を見学するバス旅
行を開催しました。迎賓館赤坂離宮は明治以降の文化財としては
初の国宝指定となっただけあり、豪華絢爛で文句なし！前庭は
広々として品格があり、建物内の
壁、天井等の絵画などは素晴らし
く、感動しました。
　ツアー中は終始和やかな雰囲気の
中で交流を図ることができ、有意義
な福利厚生事業となりました。

「築地場外散策&迎賓館赤坂離宮見学ツアー」の報告

（迎賓館赤坂離宮をバックに記念撮影）

●入谷支部

　工業部会では、座間工業会と合
同で11月10日（金）～11日（土）に
静岡県牧之原市にある伊藤園相良工場㈱にて、安心と安全を守る
品質管理体制について視察し、㈱ゲネシスにて、地元から出る食品
残渣・産業廃棄物を原料とした、バイオガスエネルギーの生産を視
察。牧之原市商工会工業部会との交流会も開催し
有意義な視察研修となりました。
　また、自社の技術、製品の販路拡大を目的として、
10月26日（木）～28日（土）に開催された「湘南ひらつ
かテクノフェア2017」へ初めて共同出展致しました。
　当日は企業や大学等91の出展者が集まり、企業間
の交流を図ることが出来ました。

（伊藤園相良工場㈱の前にて）

（出展企業の富士
ウッドワークス㈱）

　栗原支部では、10月3日（火）に日帰りバス旅行を実施しました。
午前中に「とげぬき地蔵」と「おばあちゃんの原宿」と呼ばれる巣鴨
地蔵通り商店街を視察。午後には、昔ながらの個人商店を中心に、
様々な業種約70店舗が全長170メートルほどの短い通りに密度濃
く立ち並ぶ「谷中銀座商店街」を視
察し、皇居二重橋前で記念撮影。夕
方には、今回のバス旅行のメイン
となる歌舞伎座にて歌舞伎鑑賞を
して、いつもとは一味違う交流事
業となりました。

会員交流事業「歌舞伎座で歌舞伎鑑賞」を実施

（皇居二重橋前にて）

　相武台支部は11月23日に32名で栃木県方面へ行ってきました。
当日は朝から生憎の雨の中座間を出発、初めに栃木市内の「蔵の
街」へ、現地のボランティアガイドが案内してくれました。午後は
巨大地下空間の「大谷資料館」、道の駅「ろまんちっく村」、鬼平江戸
処として人気の「羽生SA」に寄っ
て、無事座間に帰着しました。雨は
午前中に上がり、午後は朝の雨が
嘘のような晴天に変わり、楽しい
一日でした。

相武台支部会員交流事業「蔵の街、大谷資料館視察等」を実施

（道の駅・ろまんちっく村にて）

●相模が丘支部
会員交流事業を実施
　昨年、10月22日（日）に34名の参加で埼玉県方面へ日帰りバス旅
行を実施しました。当日は、メインの「長瀞ライン下り」が雨天の
ため中止になってしまい、少し残念でしたが、秩父神社、秩父まつ
り会館、酒づくりの森、サイボクハム川越等で見学や買物を楽し
みました。
　また、相模が丘支部は12月9日
（土）に商工会相模が丘支部と相模
が丘地区商店会との懇談会を行
い、今後の支部・商店会のあり方等
を懇談しました。 （商店会との懇談会の様子）

支部・部会の活動報告&案内支部・部会の活動報告&案内支部・部会の活動報告&案内

　建設業部会は家守の会と合同
で平成29年11月19日（日）に開催
された座間市民ふるさとまつり
に出店しました。
　例年、耐震やリフォームの無料
相談だけでの出店でしたが、今回は来場された方々に楽しんでい
ただけるように、職人が手づくりした木のパズルやコマ回しの体
験等も行い、お昼時にはテントの前に行列ができてしまうほど大
盛況のうちに終了しました。

（体験の様子）

工業部会

建設業部会
市民マラソンに「ひまわり市」と
して出店

座間市民ふるさとまつりで部会
と家守の会のPRを実施

　11月26日（日）に市民健康マラ
ソンが開催され、商業部会として
協力出店をしました。今年度も4
店舗が天候に恵まれた青空の下
で「ひまわり市」を開催しました。
　他、商業部会は調査研究事業として「買物困難者対策事業」を市
等関連団体と連携し、また、飲食業部会とは「ICカード事業」につい
てを双方とも来年度事業実現化を目指し取り組んでいます。

（ひまわり市の様子）

商業部会

座間市民ふるさとまつりに出店！
　平成29年11月19日（日）に開
催された座間市民ふるさとまつ
りにサービス業部会で出店しま
した。
当日はサービス業部会の名入
れ風船配布による部会PRの
他、クリーニング組合にご協力
いただき、クリーニング屋さん
がおすすめするマイルドフキンや洗濯洗剤等の販売を行いま
した。完売する商品も出るなど、非常に大盛況のうち終了しま
した。

（出店の様子）

サービス業部会



座間市民ふるさとまつりに出店

相武台前
「第５回ちょい呑みフェスティバル」開催！！ 段ボールトイレ作成（女性部役員研修会）

　11月19日に開催された、「市民ふるさとまつり」に飲食業部会として出店し
ました。
　当日は、「座間ひまわりすいとん」を販売しながら部会ＰＲを行いまし
た。今年度は晴天に恵まれ、昨年度以上の売上がありました。
　その他、商業部会と現在、「ICカード事業」について調査研究を来年度の実
現化に向けて取り組んでいます。

　座間市商工会青年部主催！呑んべえによる
呑んべえのためのはしご酒イベント「相武台前
ちょい呑みフェスティバル」を今年も開催いた
します。
　開催日の平成30年２月21（水）、22日（木）は小
田急線相武台前駅一帯を呑んべえで埋め尽く
します！
　当日は本部テントか参加店舗でチケットをご
購入いただき、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。
　青年部一同皆様のお越しを心よりお待ちし
ています。

　地震・火災・風水害など、いつ起こるか分からない災害に備え、今、で
きること・・・。
　11月10日（金）に、段ボールトイレ作成の啓発活動に取り組んでいる愛
甲商工会女性部員の皆様から
段ボールトイレの作り方を教
わってきました。購入すると数
千円はしますが、身近な材料で
作るため、費用もほとんどかか
らずエコになります。
　作成した段ボールトイレは、
11月19日（日）の座間市民ふる
さとまつりで展示しました。

　平成29年10月6日（金）、7日（土）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 2017」を開催しました。
　今年で第6回目の開催となった産業フェアは今
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」として開催し、市内の商工業（48社）
が一体となり、自社を市民の皆様に知ってもらう
ことを1番の目的として開催しました。
　来場者には出展者が用意した普段体験できない
様々な仕事を体験していただき、2日間で約1000名
の方々にご来場いただき、大盛況のうちに終了し
ました。

（ふるさとまつり出店の様子）

（第５回開催告知用チラシ） （愛甲商工会女性部員さんと記念撮影）

飲食業部会

青年部 女性部

産業フェア in ZAMA 2017の報告

（体験の様子）（会場の様子）

　平成29年9月16日（土）～18日（月）の3日間、羽田空港第2ターミナル5階、屋内展望
フロア「フライトデッキトーキョー」にて「神奈川みやげもの市場in羽田」が開催さ
れ、約4万6千人の方が来場されました。県下19商工会地域商品の展示や即売を行い、
来場者の投票により神奈川のイチオシお土産品を決める「神奈川イチオシグランプ
リ」も開催され、座間市商工会から出店していたどんぐり未来工房の「どんぐりクッ
キー」が見事グランプリに輝きました。 （グランプリ受賞の様子） （どんぐりクッキー）

　平成29年11月19日（日）に座間市民ふるさとまつりが盛況のうちに終了しまし
た。商工まつり部会として35店舗出店し、各店自慢の商品等のPR及び販売が行
われました。また、ハーモニー
ホール座間大ホールでは、青
年部によるオールパフォーマ
ンスコンテストが開催されま
した。
　今年は晴天に恵まれ、人通り
が絶えない賑わいを見せていま
した。 （出店の様子）

http://www,zamashishoukoukai.com/

新加入会員の紹介

全国商工会連合会　第187回珠算検定結果

●名前（ニックネーム）
　　千賀　美里（みーちゃん）
●出身地
　　愛知県豊橋市
●趣味、特技
　　音楽鑑賞・・・福山雅治が好きです！
　　釣り・・・最近はカワハギ釣りにハマっています。
●座右の銘 o r 自分を一言で表すと
　　ハクナマタタ（ライオンキングより）
●一言PR
　　勤労者サービスセンターを担当しています。
　　新しい知識をなるべく早く吸収して、皆さんのお役に
　　立てるように一生懸命頑張ります！
　　よろしくお願いします。



3,500円～
様々なコースをご用意

（日曜日は朝８: 00より営業）

家族だから
いつか訪れる日を
大切にしたい

座間市商工会　広報担当 奥津 
TEL：046-251-1040　 FAX：046-254-2220

●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
●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。

※その他の詳細については商工会までお問い合わせください。

問合せ先



　平成29年11月20日(月)横浜国際ホテルにおいて平成29年度第35回神奈
川県優良産業人表彰式が行われました。
　本会からは座間三菱自動車販売㈱磯部芳彦氏と㈱郷田製作所郷田元
宏氏が受賞されました。
　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。 （左から磯部氏、長本会長、黒岩知事、郷田氏） （左から中島副知事、日野原氏、関戸県連会長）

046-259-5359
046-259-9250
046-244-0390
046-252-6101
080-5644-5443
046-259-6531
090-4026-3622
046-204-5858
046-256-1135
046-251-4446
046-255-2574
046-259-5418
046-256-9987
042-816-2635
046-256-0314
046-242-8507
090-5077-5040

飲 食 業
工 業
建 設 業
商 業
商 業
飲 食 業
飲 食 業
建 設 業
建 設 業
飲 食 業
サービス業
サービス業
工 業
商 業
商 業
飲 食 業
建 設 業

事業所名 代表者名 業　　種 住　　所 電話番号 部　　会支　　部

　昨年は、世界中が色々な風に巻き込まれた年だった。トランプ旋風。北朝鮮ロケット。自
民旋風。市内でも恐ろしい事件が起こった。新しい年は戌年だけに麻薬探知犬のように賢
く鼻を効かせて世界、日本、そして座間を見守っていかねばなるまい。　　　広報委員一同

相模が丘

相 武 台

座　　間
入　　谷

栗　　原

新田・四ツ谷

㈱ALI貿易  CURRY＆NAAN　CAFE
㈱西村製作所
㈱ワイエムリサーチ
ローソン座間小松原一丁目店
T.Shirakashi Bootmaker
ジェイアンドジェイ・ジャパン㈱
Café  & Patisserie Ours
㈱日昇
㈲トモ
スナック　Mon chan
筆文字デパート
㈱アトムインシュアランス
㈱湘栄電子　座間工場
SHOGUN　AUTO　JAPAN
ローソンスリーエフ座間栗原店
鮎香
TrusT　千秋信也

飲食業（カレー・ナン）
施盤加工業（金属加工部品）
不動産業
コンビニエンスストア
製靴（革靴）
飲食店（エスニック料理）
飲食業（製菓・飲料）
不動産貸付業（貸ビル）
内装業（床材）
飲食業
書道家
保険代理店（生命・損害）
電子機器製造（車他）
中古車販売
コンビニエンスストア
飲食業（焼き魚）
建設業（外壁工事）

相模が丘2-29-7折鶴ビル1F
小松原1-15-2
相模が丘1-34-20　203号Zstyle
小松原1-7-25
相模が丘4 - 6  カーサ相模台E512
相武台3-42-50
相武台2-4848-86
相武台１-37-17 トウインビル101
座間1-3440-16
入谷4-2628-3
東原2-11-28
さがみ野2-2-20
栗原中央5-8-34
栗原中央5-24-14
栗原中央2-21-15
厚木市三田南1-18-40
四ツ谷641 - 3　オリーブハウス203

ラナ　ヤセル　ハミード
西　村　武　雄
水　島　保　幸
生　田　恭　介
白　樫　徹　哉
与　倉　ルーデス
大　矢　　　妙
岡　村　正　夫
加　籐　智　昭
田　中　幸　臣
伊　藤　成　男
菊　地　健　治
松　本　　　宏
ボーク　由梨花
鈴　木　貴　博
三　宅　修　司
千　秋　信　也

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12月31日現在）

中国料理「胡同」が県知事賞を受賞
　平成29年11月24日(金)神奈川県庁本庁舎3階「大会議場」において
平成29年度優良小売店舗表彰式が行われました。
　本会から相模が丘の中国料理「胡同」（代表　日野原征夫氏）が県知事賞
を受賞されました。
　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す。

　相模が丘４丁目にある、「線路がないのに踏切が点滅している」場所をご存知でしょうか。　
　その会社が、私たち 東邦電機工業株式会社 です。
　弊社は、1944年（昭和19年）に東京都目黒区で設立、1962年に現在の相模工場に本拠地を移しました。
ほどなくして、1964年東京オリンピック開催の年に東海道新幹線が開業し、国内鉄道網の整備が加速さ
れていきました。鉄道関連機器の開発・製造・販売を行っている弊社は、その鉄道業界の発展と共に歩み
を続け、今年で創業73年を迎えています。弊社のコア技術である「検知・記憶・表示・情報」を駆使した各
種製品は、踏切・駅のホームなどで使われています。
　代表的な製品としては…

　その他にもさまざまな製品が鉄道の安全運行を支えています。
　じつは皆さんのすぐ近くでも、たくさんの弊社製品たちが活躍しています。踏切や駅のホームに行ったら、ぜひ東邦電機工業の社名を探して
みてください。

事業所紹介 東邦電機工業(株)  〒252-0001　神奈川県座間市相模が丘4-62-26
TEL.046-251-1313　FAX.046-251-1383

所　在　地
問い合わせ

【検　知】ー踏切制御子（H形）ー ー運転状況記憶装置ー【記　憶】 【表　示】ー全方向踏切警報灯ー

列車の接近を検知して踏
切しゃ断機の上げ下げの
指令を出す、踏切システム
の心臓部

いわば、鉄道版フライトレ
コーダー。列車の速度・ブ
レーキ動作・時刻などを
記録します。

どの方向からでもライトサ
インが見える画期的な警
報灯で、グッドデザイン賞
を受賞。


