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第４回いちかわ商工祭を平成 22年 11月７日（日）に開催しました。
次号特集記事で当日の模様をお知らせします。お楽しみに！



　新年明けましておめでとうございます。
　輝かしい新春を迎えるにあたり、皆様方の夢が叶い、最良の年
になることを祈っています。
　昨年の漢字「暑」の一文字に表れているように、天候も近年に

ない暑さで、異常気象が人々の生活に大きな影響を与えた一年でした。又商工会（産業界）
にとっては、景気が十分に回復していない中で円高が進み、大手企業は海外に基盤を求
め、地場産業は海外製品との価格競争に勝てない非常に大変な年であった様に思います。
　そのような中、市川町商工会は地域と手をつなぎ、７月は市川まつりへ参加し、10
月に開催した町民ゴルフ大会では地場産業を盛り上げて市川町をＰＲすることができま
した。さらに 11 月の商工祭においては、地元企業や町民の協力による「キッズあきんど」
を初めて実施し、将来を担う子どもたちにとって貴重な体験の場を提供しました。12
月には保健福祉センター、いずみ会の協力を得、笑いと健康をテーマにセミナーを開催
するなど、多岐にわたり “楽しみながら市川町を元気に！”を合言葉に地域振興事業を
行いました。
　また昨年は商工会法が施行されてから五十周年となる節目の年にあたり、11 月 26 日
に東京日本武道館に於いて天皇・皇后両陛下の御臨席の下、全国商工会員１万人が参集
し記念式典が行われ、市川町商工会女性部は経済産業大臣表彰を受けました。これも偏
に皆様方の活動の賜物だと思っております。
　市川町商工会は今後も「行きます、聞きます、提案します」のスローガンの下、創意
工夫を重ね、地域社会に貢献し、会員様の経営向上に一層努力いたします。
　最後になりましたが、本年は「辛卯」の年、会員の皆様が干支の「卯」に倣って自慢
の足で、ホップ、ステップ、ジャンプと大きく飛躍されることを信じ、年頭のご挨拶と
させていただきます。
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●日　時　平成２３年１月２２日（土）
　　　　　午後２時～３時３０分

●場　所　福崎町商工会館２階　多目的ホール
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岡
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●テーマ　『2011年、
　　　　　　日本の政治と経済は？』
●参加費　無料

登録された方に「お見合い」の機会を提供します。
結婚を希望する独身の方で、県内在住、在勤、在学中の方なら登録できます。
登録から結婚まで
Ⅰ　必要書類を揃え、センターに持参してください。
Ⅱ　お相手プロフィールの閲覧
Ⅲ　相手方への申し込み
Ⅳ　お見合い成立
Ⅴ　交際スタート
Ⅵ　結婚（退会）
という流れになります。お気軽にご相談下さい。

ふたりの出会いを応援します！

中播磨出会いサポートセンター　℡ 079(240)7005
姫路市下寺町４３　姫路商工会議所　新館３階
火～土曜日 (9:00 ～ 17:15) ＊土曜日は要予約
http://www.seishonen.or.jp/deai/deai.html

はばタン
会員

募 集 中

２月は相続登記月間です
無料で相談に応じます。

　　　　相続登記がまだのお方はお気軽にお越しください。

登記・測量 森口司法事務所
神崎郡福崎町西田原1316番地の7　TEL（0790）22-2790　FAX（0790）23-0558

詳細についての
お問い合わせは



青年部活動報告 女性部活動報告
　明けましておめでとうございます。
　昨年青年部では、恒例のいちかわまつりの福引だけ
ではなく、９月は「銀の馬車道縦走ウォーク」におけ
るボランティアとクリーン作戦、11月の商工祭には
「キッズあきんど体験コーナー」の運営など新たな事業
にもチャレンジしました。事業を通じて仲間も増えて
おり、活動の幅も広がってきています。今後は部員相

互の親睦を深める一方で、経営に役立つ勉強会などの機会もつくっていこ
うと考えています。あなたも青年部活動に参加してみませんか？

市川町商工会青年部　　
部長　森口　章吾

　明けましておめでとうございます。この度、商工会
女性部では各イベントで大好評の「たこやき」に一工
夫加え、オリジナルたこやきの開発を行いました。試
行錯誤の上、完成したのが「市川町産米粉入り、ヘルシー
たこやき」です。いままでのたこやきに米粉を入れる
ことで、カロリー控えめのヘルシーなたこやきに仕上
がりました。次回は２月20日の「第35回兵庫市川

マラソン全国大会」で販売を行いますので、是非ご賞味下さい。

いちかわ商工祭で初販売 !開発中の様子 !!

　10 月 31 日（日）にフォレスト市川ゴルフ倶楽部において、商工会町民ゴ
ルフ大会を開催しました。この大会は「ＷＥＬＣＯＭＥいちかわ事業」の一環
で行っているもので、当日はあいにくの天候にもかかわらず、前回を上回る
92 名の参加者が腕を競いました。優勝者は桑路丸幸さんでした。
　今回も市川町、町議会、但陽信用金庫、ＪＡ兵庫西の後援と、町内企業 17
社の協賛により豪華な賞品がそろい、参加者の皆さんには大変好評でした。
　商工会では今後も秋にゴルフ大会を開催し、町のＰＲに努めていきたいと考
えております。

豪華賞品勢ぞろい

　市川町商工会では、平成 20年度より健康をテーマにした事業を行っております。今年度も、11月７日（日）に市川町文化センター
コミュニティホールにて健康チェックとウォーキングを、12月 12日（日）に市川町福祉センターにて午前中は健康チェック、いず
み会のご協力による健康レストランにて舌鼓を打ち、午後からは講演会を行いました。特に、健康チェックは継続的に受診され、前
回と比較することにより健康管理に役立てていただければと思います。

市川町商工会
町民ゴルフ大会
開　　催

いちかわ健康セミナー 健康をテーマにした事業を行いました。

 健康セミナー
会場内が笑いであふれました。

講師は中井宏次先生。

文化センターから
約 5.5 キロの道のりを

ウォーキング

いずみ会特製
カロリー OFF ランチ

おいしくいただきました。

肌年齢ストレスチェック
足裏チェックなどから生活改善の

アドバイスをいただきました。

市川町商工会女性部　　
部長　安積　圭美

職業体験コーナーの様子 銀馬車ウォークボランティア クリーン作戦

（県立産業会館内）



　平成 22 年４月に開業した姫路市の「アイ・システム」を
紹介します。代表の赤瀬さんは、長年コンピュータ関連の仕
事に従事されていました。その経験と、社会に貢献できる会
社を作りたい思いから創業され、いちかわ商工祭にも環境商
品を持って出店。
　地球に優しく、人に優しくをモットーにＰＣ関連各種サー
ビス、環境商品の販売、イベントの企画、立案、実行の３つ
の柱で頑張っておられます。
　商品はまずＰＣ関連では、業務システム見直しサービス・
マイペースパソコン教室をされ、環境商品では、有益微生物
による環境洗剤「とれるＮＯ１」・天然アロマウォーター「ゆー
かりさん」・人体無害の除菌「ソリューションウォーター」・
天然の鹿の皮をなめして作った洗顔マッサージシート「かわ
びじん」を取り扱いされています。
　イベントでは「いつもわんこと一緒の会」を立ち上げ、そ
の第１回イベントに「観光バスで行くわんことバス旅行」を
企画されています。ご興味がありましたら、お問い合わせく
ださい。　　　

　Auto Creation Ｍ 's は、「有限会社マツモト自動車」のカ
スタム専門ショップとして立ち上げられました。カスタムホ
イール・サスペンション・カーオーディオ / ナビ・ボディコー
ティング・ＬＥＤカスタム・他カー用品の販売・取付はもち
ろん！ワンオフ加工もされています。また、カスタムパーツ
の取付販売を行っているだけでなく大切なお車の盗難対策に
も力を入れられています。

～ショップから一言～
　当店では、お客様と共に ｢かっこいい車を作りたい！｣ を
信念に、愛車に対する思いを受け止め一緒に“カスタムタカー”
を作り上げていきます。
　2009 年５月には、カーセキュリティの「VIPER」「Grgo」
の正規販売店になりました。 カーセキュリティの事もお任せ
下さい。
　まだまだ小さい店ですが、お客様とともに成長していきた
いと思っています。
　愛車のカスタムやカーセキュリティの選択に悩んでいる方、
何でもお気軽にご相談下さい。

　３月で開店１周年を迎える、上瀬加の【hair　garden　杏】
を紹介します。
　店主の松本さんは、姫路・加西で約 20 年間働いた後、地
元である瀬加に根ざして、くつろげる場所を提供したい、美
容室をもっと身近に！をモットーにお店をオープンされまし
た。
　店内は、広々としていて中庭が癒しの空間となっています。
また、平日のみですが「なかなか美容室まで行けない・・」「行
きたいけど、車が・・」という方に送迎のサービスをされており、

「美容室が近くになった！」と大変好評です。取材の日も午前
中に３名の方の送迎・カットをされたそうです。送迎の担当
はご主人ですので、日時・時間帯は電話にてご相談下さい。

　～店主から一言～
店内はバリアフリーで車椅子の方も大丈夫です。皆様にゆっ
たりと時間を過ごして頂きたいと思っております。是非、一
度ご来店下さい。

株式会社 アイ ・ システム
（赤瀬　和子さん）
姫路市土山 7 丁目 9-9

TEL 079-260-7268

Auto Creation M's
（松本　篤史 さん）

（有限会社マツモト自動車内）
市川町西川辺 525-1

TEL　0790-24-7100

hair　garden　杏
（松本　睦美さん）

市川町上瀬加 1105-1
TEL　0790-27-1777

珈
コーヒーセンカ

琲専菓　ｓ
ソ ラ

ｏｒａ
（稲垣　直樹さん）

市川町浅野 335-1
TEL　0790-28-0767

　国道３１２号線を走っていくと、クロネコの看板と薪ストー
ブの煙突が目印のお店が見えてきます。昨年７月にオープン
した『珈琲専菓　ｓｏｒａ』はオリジナルブレンドコーヒーと、
自家製スイーツが売りのコーヒー専門店です。
　お店に入ると、まず薪ストーブが出迎えてくれます。そして、
ゆったりしたソファーのオープンカウンターを中心に、木目
と白を基調とした清潔感あふれる明るい内装になっています。
　カウンターに座り、オーダーすると光サイフォンでいれた
コーヒーが心を癒してくれます。
　オーナーの稲垣さんは姫路の某有名喫茶店で修行し、人が
集まってくつろげるような場所を作りたいと、開業されまし
た。看板にも登場するクロネコはオーナーのお気に入り、店
内のあちこちにクロネコがいます。香り豊かなコーヒーとお
いしいスイーツを楽しみながら、何匹のネコがいるのか数え
てみるのも面白いですよ。皆さんもぜひおいしいコーヒーで
癒されてください。

あんず


