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　新年明けましておめでとうございます。
　希望に満ちた、輝かしい新年を迎えられたことと、お慶び申し
上げます。
　昨年は急激な円高やデフレの進行、又、尖閣諸島、普天間基地、
北方領土問題等の外交・防衛問題のあり方などを真剣に考える年
であったと思います。特に市川町商工会の場合は、地場産業でも
あるゴルフクラブも国内はもとより海外にも多く輸出しておりま
すが、円高による競争力の低下が大きな痛手となっています。国

内モノづくりの発展と政局の安定を切に願うところです。
　昨年 2月には東京ビッグサイトでゴルフクラブ発祥の地のＰＲと、商品のＰＲを行い、
多くの反響を得、雑誌等でも大きく掲載されたことで、全国に向けＰＲできました。
　「いちかわの名物を作ろう」と観光協会と共同開発した「かしわめしの具」を販売し
ておりますが、昨年末には約 5,000 個を販売し、大変好評です。かしわめしに続く名物
も２弾、３弾と開発し、市川町のＰＲに役立てたいと考えています。
　また、県立ものづくり大学校のものづくり体験館が今年１月に開設されましたが、そ
の中の兵庫のものづくり展示コーナーにおいても、市川町商工会として企画を提案し、
設置について協力をしました。
　11月 18日に開催した「第６回いちかわ商工祭」においては、会員及び町民の皆様の
おかげで、すっかり定着し、「今年はいつ、どんな楽しい催しがあるのか？」と町内の方々
から聞かれるようになり、主催する我々にとっても、楽しみが増えています。
　今後も引き続き、市川町を全国に発信する取り組みを行ってまいります。来る 2月
6～ 8日には、東京ビッグサイトで開催される「グルメ＆ダイニングスタイルショー
2013」に出展し、「かしわめしの具」をはじめとする物産を出品します。続いて同じくビッ
グサイトで 2月 15 ～ 17 日に開催される「ＪＡＰＡＮ　ＧＯＬＦ　ＦＡＩＲ　2013」
に出展し、「ゴルフクラブ発祥の地　兵庫いちかわ」をＰＲする予定です。かしわめし
などの物産の全国販売や、地場産業としてのモノづくり発展に尽力したいと考えており
ます。
　本年も商工会では「行きます　聞きます　提案します」をスローガンとし、役職員一
同頑張ってまいります。
　最後に、地域と共に商工会員の皆様の発展と、ご健康、ご多幸を祈念いたしまして、
年頭のご挨拶とさせていただきます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

青年部員募集中！ 女性部活動報告
　明けましておめでとうございます。
　私たち青年部では、来る 1月 18日（金）に、人工衛星「ま
いど 1号」でおなじみの、東大阪宇宙開発協同組合（ＳＯＨ
ＬＡ）の棚橋秀行専務理事を講師に迎え、県青連経営革新研
修会を「里湯ひととき　夢乃井」にて開催します。また、鹿
児島方面への研修旅行や中播磨地域の青年部との親睦事業な
ど、異業種交流を通じ、つながり力で地域を元気にしようと
活動しています。

　地元の活性化と自社の発展のために、是非青
年部活動に参加してください。

市川町商工会青年部　　
部長　左納　啓策

　明けましておめでとうございます。
　女性部では、新しい事業としていち
かわ名物「かしわめしの具」を使った
オリジナルメニューができないかと料
理の試作や料理教室を行っております。
6月 5日（環境の日）には、地元中学
生と一緒にグリーンカーテンの取り組
みとしてふうせんかずらの種を住民の
方々に配布し、夏のエコ対策推進運動
も行いました。
　また、長年にわたり役員を務め女性
部活動に尽力をつくされている上尾明
美副部長が兵庫県自治賞を受けられま
した。今後も地域貢献活動・研修活動・
ボランティア活動など、幅広く活動し
ていきたいと思っています。
　随時、部員を募集しております。お気
軽に商工会までお問い合わせください。
※ 2月 17 日（日）の「第 37回兵庫市川マ
ラソン全国大会」で好評の米粉入りたこ
やき」の販売を行いますので、是非ご賞
味下さい。

上尾副部長（前列中央）
おめでとうございます

かしわめしの具を使った
オリジナルメニュー

市川町商工会女性部　　
部長　安積　圭美

講師としてお迎えする
SOHLA　棚橋　秀行 氏

商工祭では駅そばに加え
わた菓子も販売。
子ども達に大人気でした。 好評のたこ焼きを販売

青色申告決算説明会
開催のお知らせ

開催日時　平成 25年 1月 22日（火）
　　　　　午後 1時 30分～
場　　所　市川町商工会館　2階

講　　師　大坪愼一税理士
内　　容　平成 24年分決算書作成の
　　　　　　　　　　　留意点について
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子供たちが主体となり、販売従事などの体験
を通して様々なことを学び、チャレンジ精神
やコミュニケーション力の向上に寄与する事
を目的として行っています。
参加者が年々増え、大盛況！！
子供たち皆とてもいい顔をしています♪

《販売体験アンケート　（子供）》
♥今まで一度も体験したことがないことをして、初めて出会う人へ接したりするのがどれだけ難しいことかよくわかりました。
♥滅多に出来ない体験が出来とても楽しかったです。また機会があれば参加したいと思いました。
♥お店で買ったり、食べたりしているけど、商工祭で大変さを知ったので感謝して食べたりしないといけないと思いました。
　体験出来てよかったです。
♥親の人が協力してくれてできたんだなぁと思いました。
♥いい経験になった。とても楽しかった。仕事っていうものはとてもしんどいということがわかった。

《販売体験アンケート（保護者）》
♥毎年楽しみにしているイベントです。準備をしたり、考えたり、悩んだり、良い経験をしているなと思いました。
♥心も体もとても充実した 1日でした。この体験は、将来子供たちが職業を考える上での第一歩となってくれることと思います。
♥とても楽しみながら自分達で各自工夫しながら販売している姿は頼もしくもありました。
　地域の方々との交流もでき、保護者も楽しみました。
♥本当によく頑張りました。自分たちで作って売るということは、大変だと思いましたが、堂々と子供たちはやってくれました。
　ありがとう！！
♥嬉しそうな子ども達の笑顔が見られた事で本当にやってよかったなと思いました。これからもキッズあきんどを続けてください。

フランク＆焼き鳥屋 ゲーム道場　　楽遊 プラバン工房

音総カフェ うぱるぱ ハッピークレープ

ふるふるポップコーン＆射的 スーパーボール道場　　楽遊 とびっきりうまい店

お金の事を勉強中 木工に挑戦！！ うまく出来るかな！？

但陽信用金庫 兵庫県電気工事工業組合 兵庫県土建組合神崎支部

いろんな職業を体験！！
真剣な表情…職 業 体 験

大 盛 況！！

自分たちで作ります！

おいしいよ～♪

いらっしゃいませ～



　昨年 7月に 35 周年を迎えた、下瀬加の『喫茶・軽食　瀬里加』
を紹介します。
　店主の中島さんは、加西で約7年間営業されていましたが、結婚後、
地域の方との交流の場として現在の場所にオープンされました。
　店内は多くの観葉植物で飾られ、落ち着いた雰囲気となっていま
す。お客様は地元の方が多く、毎日来られる方がほとんどだとか。
メニューが毎日変わるので楽しみに来られる方もいらっしゃいま
す。「今日は、○○さん来ないな～」という声も聞こえるほど、憩
いの場となっているそうです。
　お昼の定食は、とんかつ定食・焼そば定食が人気です。瀬里加定
食もオススメですので是非、一度お立ち寄り下さい。お食事会など
のご利用も受付されています。事前にご連絡いただければ、予算内
で提供して下さいますのでご相談下さい。
～店主からの一言～
　いつもご利用頂き、ありがとうございます。『一杯の珈琲がお客
様の心を癒し、今日一日の活力に！』をモットーに努力しておりま
す。今後とも、よろしくお願い致します。

　国道 312号線沿いにある皆様ご存知の『奥播磨のごちそう処　風
和里』、そして、そのすぐ隣、今年３月で一周年を迎えられます『時
代和雑貨　風庵』の各お店のお話を伺いました。
　『風和里』はおかげさまで今年で 6周年を迎える事が出来ました
♪旬の食材・鮮度にこだわった本格和食をご提供致しております。
ご友人との食事会・接待・ご親族様の会食など、各種御会合に大変
ご好評いただいております。
　『風庵』は、地元のお客様は勿論、オープン以来他府県からのお
客様にも多数ご来店いただいております。「博物館みたい♪」や「昔
を思い出し、懐かしく優しい気持ちになりました♪」などの嬉しい
お声をいただき、喜んでお帰り下さるお客様の背中を見られる事が
何より嬉しい限りです！当店の人気商品の古民具は徹底したメンテ
ナンス＆リメイクを施しており、お客様からもご信頼いただいてお
ります。また、地元でもブームの着物リメイク商品…。風庵では卓
越した技術と知識と何より抜群のセンスをお持ちの専任作家様達に
よる『世界に１点もの』ばかりを展示・販売致しております。一見
の価値ありですよ♪
　両店舗とも、皆様に愛されるお店として今後も精進し努めて参り
ます。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち致しております。

喫茶 ・ 軽食 瀬 里 加
（中島　美佐子さん）

市川町下瀬加 1318-5

TEL 0790-27-1014
風庵のスタッフさんと店内の様子

お好み焼 やまぼうし
（大谷　真由美 さん）
（池田　千代美 さん）

市川町上瀬加 885
TEL 090-2067-0119（大谷）
TEL 080-6181-3327（池田）
FAX 079-280-1803

　上瀬加にある「お好み焼やまぼうし」を紹介します。
　姫路でお店をされている時にお客様から「毎日食べたいから生地を分
けて欲しい」という声かけがあり「魔法の粉」を開発。口コミで次々と
輪が広がりました。地元市川町でも輪を広げていきたいと、今年から自
宅の庭先で「魔法の粉」を使ったお好み焼教室を開かれる事となりまし
た。一度ご参加してみてはいかがでしょうか！「魔法の粉」は、税込
700 円（約 5人前　冷蔵 5日以内・冷凍保存可）ボトルの中に配合し
たお好み焼（たこ焼きにも使えます）の生地が入っていて、美味しいお
好み焼が手間なくすぐに作れます。生地の配合が決まるまで長い年月と
時間がかかった分、どこよりも美味しいと思いますと素敵な笑顔を見せ
て下さいました。柔らかくて、フワフワ、一度食べたらまた食べたくな
る味で遠方のお客様も大絶賛！リピーターも多いのだとか。14：00 ～
のティータイムでは、鉄板で焼くホットケーキもオーダー出来ます♪
※お好み焼・焼そば etc. お持ち帰りも可能

中島　美佐子 さん

奥播磨のごちそう処 風和里
市川町屋形 148-2

TEL 0790-28-0115
http://fuwari-fuuan.com/

時代和雑貨 風　庵
市川町屋形　風和里すぐとなり

TEL 0790-28-0438
（代表　片岡　将伸さん）

営業時間　毎週土曜日（雨天除く）11：00～ 15：00　
　　　　　１回 1～ 5名（1日 4組）1人 1,200 円（魔法の粉・お好み焼 1枚付）
　　　　　アレンジメニューも伝授♪　「ピーチのほっぺ」「ローマの休日」など…

お好み焼教室
（要予約）

平日、送迎いたします

瀬加の美容室 あんず

予約優先　着付・成人式要予約
初回来店時、割引あり

月曜日、第 2・4火曜日休み

TEL　27 － 1777

　市川町商工会報「ひまわり」では、毎年３～４件の事業所を取材し、会員紹介のページに掲載しています。掲載企業の方に
は自社のＰＲや新商品、サービスの紹介などに活用できると大変好評です。また、広告掲載についても募集しております。掲
載については随時受け付けておりますので、ご希望の方はお気軽に商工会までご連絡下さい。

　　　　　　　　会員紹介記事（掲載料無料）
　　　　　　　　広告掲載料（約 4 ｃｍ×約 11 センチ　5,000 円）　詳しくは商工会まで（TEL 0790 － 26 － 0099）

会員紹介掲載企業、広告掲載企業募集のお知らせ


