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総会等日程
開催日 開催時間 開催場所

15:00～
19:00～
18:00～

18:30～（予定） 
19:00～
14:30～
18:00～

19:30～
19:00～

18:30～
19:00～

17:30～
17:00～

サニープレイス
オステリア　ジジ
春駒
相模健康センター
朝日鮨
商工会館３階「会議室」
北地区文化センター

中宿自治会館
好寿司

山屋
相武台コミュニティーセンター

春駒
湯本富士屋ホテル

　平成30年1月23日（火）午後5時30分より商工会・工
業会合同の賀詞交換会が今年はオークラフロンティ
アホテル海老名にて開催されました。
　来賓と両会の会員あわせて119名出席のもと賑や
かな賀詞交換会となりました。
　主催者を代表して長本商工会長・窪工業会長が挨
拶を述べました。

　平成30年2月18日（日）に会員交流事業として58名の
参加で千葉県方面へ日帰りバス旅行を実施しました。
　午前中は成田山新勝寺で参拝と買物を楽しみ、昼食
は新勝寺からほど近い、成田ビューホテルにてランチ
バイキングを堪能しました。午後は舟運で栄えた商

都・交易都市「小江戸さわら」の東薫酒造見学と街並み
を散策しました。
　今回は支部・部会を越えて、和やかな雰囲気の中で交
流を図ることができ、有意義な交流事業となりました。

商工会・工業会合同
新春賀詞交換会を開催

総　代　会

青　年　部
女　性　部

5/22㈫
4/27㈮
4/20㈮
4/24㈫
4/13㈮
4/18㈬
5/13㈰

4/18㈬
4/16㈪

4/26㈭
4/17㈫

5/18㈮
4/15㈰

日　程　調　整　中

日　程　調　整　中

日　程　調　整　中

支　

部

日　程　調　整　中 

（一年のスタートにふさわしく勢い良く鏡が開かれました。）

（成田山新勝寺にて集合写真）

日　程　調　整　中

各
種
団
体

日　程　調　整　中

商業部会
工業部会
建設業部会
サービス業部会
飲食業部会
相模が丘
相武台
座間
入谷
栗原
新田四ッ谷
ひばりが丘

座間工業会
座間異業種交流研究会
大和法人会座間支部
座間市商店会連合会



～女性部事業報告～

「小規模事業者持続化補助金」とは？
●持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の
　販路開拓等への取組を支援するため、それに要する経費の
　一部を助成するものです。
●小規模事業者が座間市商工会の助言を受けて経営計画を
　作成し、その計画に沿って販路開拓等に取組む費用の2/3
　　（上限50万円）を補助します。
　※小規模事業者とは、会社及び個人の事業主であり、常時使用する
　　従業員の数が一定以下の商工業者。

★補助対象となるもの
　・新規顧客獲得や売り上げ向上の為のチラシ・HPの作成や店舗改装
　・売上向上の為の商品パッケージやデザインの一新　
　・新たな販路開拓を目的とした展示会への出展
　・業務効率化の為の新規機械装置等の購入
　※老朽化に伴う買い替えや売り上げの向上に繋がらない新規装置の
　　購入等については対象外です。

小規模事業者持続化補助金申請受付中！

座間市商工会青年部創立50周年記念事業「起業の教室」を開催

座間市商工会青年部「大凧まつりフリーマーケット出店者募集！」

卸売業、小売業、サービス業（宿泊・娯楽業以外）
申請の受付締め切り：平成30年5月18日㈮
提出先：神奈川県商工会連合会
詳しくは、座間市商工会までお問合せ下さい。　
TEL：046-251-1040　経営支援課サービス業（宿泊・娯楽業）、製造業、その他

5人以下

20人以下

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金も申請受付中！

補助金情報

目的

　「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」と
は、中小企業が取り組む革新的な設備投資やサービス・試作
品の開発を支援するものです。

　国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を

構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作
品開発・生産プロセスの改善を行うため、中小企業・小規模事業
者の設備投資等の一部を支援することを目的とします。
※ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金については締切が
　平成30年４月27日㈮までとなっておりますのでご注意ください。

　この度、座間市商工会青年部は、創立
50周年の節目を迎える事となりました。
　そこで我々は、これまでの50年を
振り返るのではなく、50年後も商工
会が存続していけるように、50周年
記念事業として「起業の教室」を開催
しております。
　この起業の教室は「社長になって
みないか！自らの知恵と力で未来
を切り開け！」と題して、市内での
起業家を増やす試みとして実施して

おります。
　近年、文科省においてキャリア教育
として起業体験を推進している点に
注目し、学生の段階から起業も人生の
選択肢の一つだということを伝え、起
業という可能性を伝えて行くことで、
これからの座間を背負っていく若者
たちに勇気と希望を与えること、さ
らに若者たちがもっと起業に興味を
も持ってもらうことを目的として開
催しております。

ひな人形のちりめん細工講習会を開催
　1月24日に、ちりめんで可愛らしい
“ひな人形”作りを行いました。伊勢原
市商工会の元女性部長であり手作りの
お店“エフティ”の露木氏に講師をして
いただきました。最初に布地を選ぶと

ころからはじめ、手縫いに集中．．．それ
ぞれちょっぴり違った笑顔の素敵なひ
な人形が完成しました。きめ細かい指
導の下、みなさん満足気で和気あいあ
いとした楽しい講習会になりました。

【と　き】５月４日（祝日）　午前９時～午後４時  雨天の場合中止
【場　所】座間市大凧まつり会場内フリーマーケット広場
【対　象】座間市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）
【出店料】１ブース　2,000円　２ブース　4,000円
【申　込】４月13日㈮〈必着〉ハガキに住所･氏名･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。電話での申し込みも受け付けております。
【申込先】〒252-0027　座間市座間2ｰ2887-2　℡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

青年部

（昨年の様子）

（講師を囲んで集合写真）

（青年部員達）

（起業の教室の様子）



新加入会員の紹介

　平成30年2月20日（火）に「経
営者・後継者のための事業承継
セミナー」を開催した。国内企業
の3分の2にあたる66.1％が後
継者不在の現状であり、県内企
業では7割以上（72.6%）が後継
者不在となっている。後継者不
在の問題はかなり深刻化してい

る。講習会後には講師を囲み情
報交換会を開催し、刺激を受ける
講習会と情報交換会でした。

全国商工会連合会　第188回珠算検定試験結果全国商工会連合会　第188回珠算検定試験結果

座間市商工会広報誌への

広告掲載企業募集！

　弊社は創業６年目の若い会社です。創業以来、半導体・液晶分野
での高機能なオリジナル樹脂を開発し、ニッチ分野に参入してお
ります。
　このほど、ひょんなことから開発した「GripPon（グリッポン）」
と言う吊り革用携帯グリップの販売を始めました。
　新聞紙上やTV番組、ネット上に紹介され好評を得ておりま
すが、一般の方々への認知度、知名度はまだまだの状況です。
　一般市販品の拡販には、過去に体験していない状況から苦労
しております。
　日本初の商品でその認知度を上げるべく、この程販売でき
る店舗も開きました。
　今後とも商工会の皆さまにはご助言を頂きたく、よろしくお
願い致します。　　　　　　　　　　 代表取締役　照山　康之

（株）創考テクノ
●営業店事務所　〒252-0024　神奈川県座間市入谷5丁目2478-5
　　　　　　　　TEL/FAX　046-253-1143
 ●本　　　　社　〒252-0024　神奈川県座間市入谷4丁目2451-10
　　　　　　　　TEL/FAX　046-253-2144

建設業部会

　工業部会では、販路開拓を目
的に２月７日（水）～９日（金）
にパシフィコ横浜で開催され
た、神奈川県下最大の工業技
術・製品見本市「テクニカル
ショウヨコハマ2018」に初め
て共同出展致しました。
　今回は、当部会員の㈱工研・

エースパック㈱の２社が出展致
しました。
　全出展者
800社、来場
者36,056名
（３日間延べ）

工業部会商業部会

　平成30年２月27日（火）に、㈱
ワイ・テイ・ビイの松山氏（整体
師）と神奈川YTB統轄サロンの
菊池氏(セラピスト)を講師に迎
え「体の健康について」の講習会
を開催した。前半は体の構造等
について講義を行い、後半は実
際に体を動かしたり、最新機器の

体験等を行った。参加者からは非
常にご好評いただき、非常に有意
義な講習会となりました。

サービス業部会

　平成29年度に商業系部会が
連携し、大規模事業者の攻勢の
中で生き残りを図るため、また、
一昨年の市民アンケート調査か
らICカードの保有率が時代に即
した７割以上の市内生活者が保
有し、日々使われていることを
踏まえ、市内小規模事業者の持
続的発展・成長していくための

調査研究部会を発足しました。
　平成29年度は10月、11月、
平成30年1月の3回会議を開催
し、カード決済インフラ広域導
入に向けての計画・検討を行い
ました。
　平成30年度は実現化に向け
引き続き調査研究部会を進めて
いきます。

事業所紹介

　商業部会は平成28年度から
「買物困難者対策」として市内商
業者が買物困難な市民のために
何が出来るかの調査研究から進
めていたが、平成29年度は座間
市介護保険課が進めている、多
様な主体の団体で構成する「ざ
まライフボード協議体」に参画
しています。
　協議体ではさまざまな支援
サービス策が議論され、課題の
一つに「買物支援への取組」に本
会商業部会は協働で取り組んで
行くこととなりました。
　本年度までに買物支援策とし
て、市内商業者等が宅配サービ
スや御用聞きをしている店舗等

のリスト化、冊子化の実現に向
けて検討を行いました。
　冊子化の実現に向け、高橋部
会長は「募集時には商業者に限
らず、建設業等あらゆる業種の
方に声をかけさせていただき、
多種の協力店でこの冊子を完成
させたい」との意気込みです。

（講習会の様子）

（エースパック㈱の
出展ブース）

（講習会の様子）

抗菌対策グッズ
“GripPon”は
当社開発オリジ
ナル商品です。



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

入 谷

座 間

栗 原

ひばりが丘

本 部

大 型 店

㈱裕子　Yummy
㈱千尋
中国居酒屋　珍萬楼
寿一
㈱東明興業
ワーキングクラス

合同会社すみよしネット
カラオケスナック　キャンディ
日伸㈱
税理士法人あおば湘南支店
㈱スポーツクラブ相模原
イオンモール㈱イオンモール座間

飲食業
建設業（サイディング、屋根等）
飲食業
飲食業（やきとり、酒）
建設業
通信
造園業
小売業（服・シューズ・バッグ）
スナック
製造業（自動車部品）
税理士事務所
サッカーＪリーグクラブ

050-1104-5749
090-4411-0244
046-254-6888
046-255-2911
046-266-5511
046-204-8944
090-2414-4414
046-257-2505
070-4037-5928
046-252-0237
0463-79-5271
042-810-7777
046-252-7711

相模が丘4-27-10
相模が丘4-43-14-305
入谷5-1858-1
入谷4-1869-5
座間2-216-2
栗原中央5-25-18

西栗原2-1-41-2
ひばりが丘2-15-25 地下１階
ひばりが丘5-53-38

広野台2-10-4

飲 食 業
建 設 業
飲 食 業
飲 食 業
建 設 業
建 設 業
建 設 業
商 業
飲 食 業
工 業
サービス業
サービス業
無 部 会

成　　　　　裕
鈴　木　　　仁
秦　　　経　光
石　原　寿　一
渡　部　　　明
宗　像　尚　希
成　田　勇　輝
川　島　健　一
鈴　木　ルビー
山　田　和　彦
角　田　孝　哉
望　月　重　良
加　籐　拓　也

事業所名 代表者名 業　　種 住　　所 電話番号 部　　会支　　部

（平成30年3月15日現在）

　米国のトランプ大統領は悪評が多い中、何とか彼流でやり通
してしまう不思議な人である。
日本の国政は、相変わらず10年先20年先を見据えた議論をして
るとは思えない。少子化で将来の不安、AIがもたらす未来の事、
ロボットが人の為になるように、ロボットやドローンが兵器に
ならないように見守っていかねばならない。
　４月から新しいメンバーでのスタートになりますので宜し
くお願い致します。

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/

全国商工会連合会全国商工会連合会　第188回珠算検定試験結果88回珠算検定試験結果全国商工会連合会全国商工会連合会　第188回珠算検定試験結果88回珠算検定試験結果全国商工会連合会　第188回珠算検定試験結果

●受験者数 : 21名　●合格者数 : 9名　●合格率 : 43％

【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

年度更新手続きについて
　座間市商工会に労働保険の事務を委託されている事業
所の方に年度更新書類を送付いたしました。
　期限までにご提出をお願いいたします。

労働保険事務組合加入のメリット
　１．労災への特別加入制度
　　　従業員が1人でもいれば、事業主や家族従業員など
　　　も労災保険に加入することができます。
　２．保険料の分割納付
　　　労働保険料の額にかかわらず年３回に分割納付が
　　　できます。
　３．事務処理の負担軽減
　　　労働保険の手続（雇用保険資格取得・喪失・離職票等）
　　　や労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業
　　　主に代わって行います。

※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。

※労働保険の年度更新は、労働保険に加入されている事業所の方の申告義務です。
　対象期間は平成29年4月1日～平成30年3月31日までに支払った賃金、並びに
　工事元請金額です。

※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！

不動産業（ショッピングモール
開発及び運営）

平塚市八重咲町7-25
八重咲大木ビル201

東原5-3-50リッツ
さがみ野503

相模原市中央区
相模原5-1-19

提出期限：4月13日(金) ※厳守

小川　芳野　　さん 西沢　昇真　　さん



家族だから
いつか訪れる日を
大切にしたい


