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新 年 の ご 挨 拶
市川町商工会
会　長　　中　川　俊　昭

年頭に当たり謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
昨年は、大企業を中心に企業収益は過去最高水準を記録し、さら

に、個人消費も底堅く推移するなど回復基調を続けています。しか
しながら、中小企業・小規模事業者、とりわけ、少子高齢化が急激
に進む地方においては、昨今の原材料高や人材不足等によるコスト
増を製造・販売価格に転嫁しきれない、また、域内人口の減少に伴
い販路の維持、開拓ができないなど、引き続き厳しい経営環境にお
かれています。

こうした中、｢小規模企業振興基本法｣ を契機として、小規模事業者持続化補助金を
はじめとした使いやすい施策が生まれ、これまで補助金を受けたことのない小規模事業
者が自社の経営力向上のためにこうした施策を大いに活用されています。
また、商工会としても、｢商工会法｣ が、昭和３５年に制定されて以来、中小企業の

指導育成については、行政に代わって商工会が長くその一翼を担ってまいりましたが、
昨今の経済環境はめまぐるしく変化し、商工会の指導業務に対する要望も一段と多様化
しており、これに応えるべく、管内唯一の経済団体として、統一スローガン ｢行きます
　聞きます　提案します｣ を再認識し、地域経済を支える商工業者の育成、指導、また
それに係る職員のスキルアップに積極的に取り組むとともに、中小企業・小規模事業者
と手を携えて地方創生の主体的役割を担っていく所存です。
今年の干支は、利口と好奇心を象徴すると言われている｢申（さる）（猿）｣です。さ

ると言えば、「見ざる、聞かざる、言わざる」を表す三猿（さんえん）が有名です。こ
れは孔子の論語から由来するといわれていますが、実はもうひとつ礼節に反することに
心を動かされるなという四つ目の教えがあります。諸説がありますが周りの言動などに
動じず惑わされないように強い心を持てということではないでしょうか。
本年度は、皆様の英知を磨き、且つ好奇心をもって何事にも対応して好機を逃さず、

周りに動じない強い心を持って、景気回復の山を登ることが出来ますようご祈念いたし
ますと共に商工会に対する尚一層のご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上
げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。

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。
私達、商工会青年部は、町内イベントの会場
を盛り上げる為の福引きや、市川そば、綿菓子
の販売だけでなく、経営に役立つ勉強会や視察
研修を行うなど、地域を元気にする為、また自
分たちの事業の発展のため、親睦を深めながら、
時には楽しく、時にはまじめに、さまざまな活
動を行っています。
本年度については、全国から青年部員が集ま
る青年部全国大会が兵庫県で行われ、県下部員
一丸となり、参加される方々におもてなしをし
ました。
町内だけでなく、いろいろな地域の同業者や
異業種の仲間と交流ができる仲間づくりの場で
もあり、その人脈をフルに活用できればきっと
為になる情報も手に入ります。目的意識を持ち
ポジティブに考え、事業発展へのチャンスを一
緒に掴んでみませんか？

明けましておめでとうございます。	
女性部は町内各イベントで、市川町を盛り
上げるために部員が仲良く・楽しく頑張ってい
ます。
秋の交通安全運動では啓発グッズとしてオ
リジナル飴（ひまりん飴）を作成しドライバー
へ交通安全防止を呼びかけました。	
また、今年度の手芸教室は「ミニチュア着
物」にチャレンジしました。町美術展の出品
を目標に、夏前から回数を重ねて作成し、美
術展には多くの作品を展示することができま
した。
商工祭で販売した「ヘルシーたこ焼」は大
変好評でお昼には完売しました。ありがとう
ございました。
今後も地域貢献活動・研修活動など、幅広
く活動していきたいと思っています。一緒に活
動してみませんか？ご参加、お待ちしております。

＊２月 21 日（日）の「第 40 回兵庫市川
マラソン全国大会」で新作「たこ焼」の販売
を行いますので、是非ご賞味下さい。	 	
	 	 	

市川町商工会青年部　　
部長　桑路  幸一郎

中小企業診断士の先生を交
えて勉強会 交通安全啓発運動

市川町商工会女性部　　　　
部長　楠田　美佐代

商工会青年部全国大会　
兵庫大会 中播磨主催

セミナーに参加

商工祭で市川そばとわた
がしの販売 町美術展に出展

熊本へ視察研修
ミニ着物の作成風景

青年部愛☆
商工祭にてたこ焼出店

商工祭で AS ハリマアル
ビオンの選手と一緒に !! ひまりん飴
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２０１５年６月末にオープンした
Café OKU はオーナーの中岡由起子さ
んとご主人のお二人で営業されている
お店です。
「OKU」の名前は地名と、『OK』で

縁起が良いということ、奥生まれの店
主がまるいものが好きというところか
らつけられたそうです。

コーヒーとパンはそれぞれ京都の老
舗の小川珈琲と進々堂から取り寄せていま
す。

ウォーキングや散歩のついでに気軽に立
寄れる、ゆったりとした店内はシンプルで
とても落ち着き、ついつい長居をしてしま
いそうです。

モーニングのコーヒー、パンが美味しい
のはもちろん、サラダの量が多く食べ応えがあります。

お一人でのんびりもよし、お友達とおしゃべりしながらもよし、楽しいひ
と時を過ごして下さい。

～店主からの一言～
地域のみなさんにのんびりしていただける様、モーニング、ランチ、午後

のティータイムは、できる限り手作りの食事を提供したいと思います。

昨年の 7 月にオープンした『家庭焙煎珈琲 
agio』は、河西さんご夫妻が経営されているカ
フェです。「agio」とは、「くつろぎ」を意味す
るイタリア語です。日々忙しく追い立てられる
ような生活の中でも、ホッと一息つける時間と、
ゆっくりくつろげる空間があれば…という思い
から、この名前をつけられたそうです。

厳選した生豆のみを毎朝自家焙煎し、茶釜で沸かしたお湯で時間をかけ
て丁寧に淹れるこだわりのコーヒーは、ミルクや砂糖を入れずにいただく
のがおすすめ。後味すっきり、さわやかでやさしい味わいが特徴です。

軽食やスイーツメニューにもこだわりがたくさん。豊岡の蘇武の里から
取り寄せた、豆腐やおからを使った商品がおすすめです。ふっくらジュー
シーなおあげさんのピザセットには、人気のおからサラダが付いています。
おからの自然な甘みと、しっとりとした食感をお楽しみいただける自慢の
一品で、ファンになるお客様が増えているそうです。
「煎りたて 挽きたて 淹

れたて」の香り豊かなこ
だわりのコーヒーととも
に、ゆったりとした時間
を過ごしてみませんか？

夢に向かう‘あなた’を応援します !!　一歩を踏み出すための

『創業セミナー』受講生募集
日　程　平成２８年１月１８日・２５日・２８日
　　　　　　　２月１日・８日

会　場　市川町商工会館　会議室

時　間　各日／１３：３０～１６：３０
　　　　　　　但し 1/28 のみ 15：30まで

受講料　無料
定　員　１５名（先着順）
対象者　創業を考えている方　既に創業している方（創業後５年未満）
　　　　経営を学びたい方

「創業」までの計画立案、「創業」後のフォローも充実！
創業までの事業計画立案支援、資金や人の問題、補助金の申請、創
業後の経営フォロー、補助金の請求・報告など課題解決のお手伝い
をします。

くわしくは市川町商工会までお問合せ下さい。

中播磨北エリア
　　　就職面接会開催

日　時　平成 28年１月 22日（金）
　　　　13時30分～15時30分　（受付　13時～15時）

会　場　福崎町エルデホール
　　　　神崎郡福崎町福田 116－ 2
　　　　（JR福崎駅より徒歩５分）

内　容　人材を求める中播磨北部地域の企業が一堂に会する就職
　　　　面接会です。
　　　　履歴書を複数枚ご持参ください。
対象者　平成 28年３月末学校卒業予定者を含む求職活動中の方

問合せ　ハローワーク姫路　TEL079 － 222 － 4785
　　　　市 川 町 商 工 会　TEL0790 － 26－ 0099

主　催　中播磨地区商工会連絡協議会
　　　　ハローワーク姫路
後　援　姫路市・市川町・福崎町・神河町

～複数企業の採用担当者と面接できます～

　 

  C
afe OKU　   '

神崎郡市川町谷９２３
TEL：０７９０－３５－９４５５
HP　http://3641yoshisakura.sakura.ne. jp

神崎郡市川町奥７４２－５
TEL：０７９０－２６－２４０１

青色申告決算説明会開催のお知らせ
開催日時　　平成 28年１月 21日（木）
　　　　　　午後１時 30分～
場　　所　　市川町商工会館　２階
講　　師　　姫路税務署職員
内　　容　　平成 27年分決算書作成の留意点について

「国の優遇措置」が受けられます！
特定創業支援事業（※）「創業セミナー」を受けた方は、
国の優遇措置を受けることができます。

● 町内で株式会社を設立する場合の登録免許税が軽減

● 創業関連保証（融資）の拡充　1000万円→1500万円

（※）「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」において、国の認定を受けた
　　市川町が創業支援機関（市川町商工会・但陽信用金庫甘地支店）と連携して実施
　　する事業

資本金の7/1000→3.5/1000
（最低税額は15万円→7.5万円）

　

　
家庭焙煎珈琲 agio



11 月 15 日 （日） に開催した第 9 回いちかわ商工祭に、多くの子どもたちが参加してくれました。

☆ キッズあきんど ☆

《キッズあきんど販売体験　アンケート（子ども）》
☆売るのは楽しいけど、売れなかったら大変だと思いました。またしたい！	
☆お客さんが喜んでくれて嬉しかった。
☆たくさん売れて、売っていたものが全部売れて嬉しかった。
☆準備も楽しかったし、みんなで一緒にお店をするのが楽しかった。
☆声を出さないと売れないことがわかった。
☆お客さんの中で食べた後、わざわざ「おいしかったです」と言いに来てくれ
　て嬉しかった。	 	 	 	 	
☆お客さんとふれあえてめちゃくちゃ楽しかったです。また今度もしてみたい
　と、とても思いました。	 	 	 	 	

《キッズあきんど販売体験　アンケート（保護者）》
★準備、段取り、売る為の大変さ、売れる事の嬉しさ、感謝する気持ちなど、色々
　と体験し、感じ、とてもよい経験になりました。
★値段設定の仕方など、仕入れの値段、材料費のことを考えながら設定するの
　が子供達には難しかったみたいですが、世の中の仕組みが少しは分かってく
　れたかなと思います。
★みんなで協力することは何事にも通じると思います。
★普段はおとなしく、知らない子に話しかけられないけど、自ら声を掛け終始
　笑顔で 1日終えられたので、とてもよかったです。
★楽しそうに声を出したり、販売している姿が見れてよかったです。

あんず

TEL　27－1777

瀬加の美容室
平日、送迎いたします（要確認）

※カット 3500 円→ 3000 円
※カット・カラー（パーマ）
　　　例 8500 円→ 7500 円

キャンペーン中
初回来店時、割引

＆
割引クーポン券進呈

（500 円）

２月は相続登記月間です
相続登記がまだのお方はお気軽にお越しください。

森口司法事務所登記・測量 
許認可申請手続

神崎郡福崎町西田原 1316 番地の 7（田原小学校前）　TEL（0790）22 － 2790　

〒650ー0011
神戸市中央区下山手通6-3-28兵庫中央労働センター4F
TEL（078）361－ 8080　　FAX（078）371－ 6757
http://www.ken-kyosai.or.jp

兵庫県共済協同組合

販　売　体　験

兵庫土建組合神崎支部

にゅうにゅう工房

但陽信用金庫甘地支店

市川郵便局

兵庫県電気工事工業組合

㈱ 東邦ゴルフ

販　売　体　験 職　業　体　験

♪美
味しいですよ♪
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子どもたちの元気な声と笑顔があふれる出店ばかり！
商品を売ることの難しさと喜びを感じることができた 1日でした♪

プロの指導のもと、いろいろな職業を体験する
ことができました！

♥い
らっしゃいませ～♥

　　
★がんばったよ★

ズッコケ８人組

甘○  商　店 吉○  商　店

Girl’ｓ　power

G’S 香寺 JVC

ミニオンズ

香寺 JVC

かわいい手作りショップ

美味餃子


