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新 年 ご 挨 拶
市川町商工会
会長　中　川　俊　昭

謹んで新春のお慶びを

申し上げます
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新春合同講演会

開催のお知らせ

●日　時　平成 24 年１月 28 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

●講　師　福
ふく

岡
おか

政
まさ

行
ゆき

氏（白鴎大学教授）

●テーマ　『2012年、
　　　　　　日本の政治と経済は？』
●参加費　無料

設備資金融資の利率が0.5％引き下げられます（貸付日から２年間）

日本政策金融公庫融資制度の拡充について

※制度や設備の種類によって適用利率が変わります。詳しくはお問合わせ下さい。
取扱期間：23 年 12 月 12 日～ 24 年３月 31 日まで

公的年金等を受給されている方へ

に該当する場合
所得税の確定申告書の提出が不要となりました。

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、
　　　　　　　　20 万円以下

公的年金等の収入金額（２か所以上ある場合
は、その合計額）が、400 万円以下

かつ

　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３月の東日本大震災に始まり、７月には新潟 ･福島の豪
雨、９月には台風 12号による災害など、天災続きの年でありま
した。被災地の方を思うと、新年のお祝いを申し上げるのも複雑
な心境の年明けとなりましたが、災害からの一日も早い復興を心
より願うばかりであります。

　経済を取り巻く環境も厳しさを増し、ヨーロッパ諸国の財政危機やアメリカの長引く
不況による急激な円高と、中東情勢悪化に伴う原油価格の高騰は、産業の空洞化に拍車
をかけ、疲弊した日本経済の余力を、根こそぎ削り取っているかのようです。
　我々のような中小零細企業にとって、一見どうすることも出来ないともとれるこの状
況の中で、地域経済を牽引するべき商工会は、企業だけではなく行政、住民と連携協力
し、「地域力」を育成していかなければなりません。地域全体で現状課題の克服や将来
の展望を考え、その地域で活動するという観点から、本年度も各種の地域振興事業を実
施してまいりました。7月の青年部による婚活パーティー、11月の商工祭にはキッズ
あきんど、職業体験など次世代へ向けた事業を行いました。３年目となる「WELCOME
いちかわ事業」では８月にスナッグゴルフ西日本大会を開催し、町内外からの集客を図
りました。また地元企業や神戸芸術工科大学と連携した製品開発を行い、今年２月に開
催される「JAPAN　GOLF　FAIR　2012」に出展し、全国に向けてＰＲすることとなっ
ております。観光協会と連携した「かしわめし」などの特産開発も継続して行っており、
11月の「Ｂ－１グランプリ」と共に実施された「姫路食博 2011」では２日間で 2000
食余りを完売することが出来ました。少しずつではありますが、着実に成果となって現
れていると感じております。
　商工会は今後も地域と連携し、芽生えつつある「地域力」をより大きなものにするため、
創意工夫と努力を重ねてまいります。
　本年は「辰年」であります。天に昇る龍のように皆様にとって飛躍の年となるようご
祈念申し上げます。

※詳しくは、商工会までお問い合わせください。

兵庫県司法書士会では２月を「相続登記月間」
として無料で相談に応じています。

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・各種許認可申請業務）

森口司法事務所
福崎町辻川（田原小学校前）　電話２２－２７９０



スーパーボール道場 遊楽
プレイフード屋さん

プラバン屋さん 女バレ☆焼きそば

マジカルスープ

　
　キ

ッズあきんど
　

　キ
ッズあきんど

1 日店長1 日店長

めちゃうまクレープ

ありがとうございました～

　今回で３回目となる“キッズあきんど”は、子どもたちが商店舖での販売従事などの体験を通して商売や各種職業を
学ぶとともに、チャレンジ精神やコミュニケーション力などの向上に寄与することを目的として行っています。年々参
加者も増えて、会場はにぎやかになっています。各店舗では、商品のＰＲ、お店の宣伝など子どもたちで工夫して販売
していました。“また来年も参加したいな”という子どもたちがたくさんいました。



♥たくさんのお客さんが「ありがとう」と言って笑ってくれたのがすごくうれしかった。　（T さん）
♥大人でないと経験出来ないけど、これ（一日店長）なら商売がとってもおもしろいと実感できる。（Aさん）
♥みんなでいろいろ話し合って準備をしていたのに、いざ店を開くとたくさん準備不足で困ったけれ               
　ど、なんとかお客さんを待たせずに完売できてよかった。また、こんなお店をやりたい。（K さん）

♥みんなで一緒に仕事ができたから楽しかった。仕事の大変さと難しさ、お金の大切さがわかりました（T さん）
♥体験してどれだけ苦労をしてお金を稼ぐと言うことがわかりました。協力してくれたお父さん・お母さん・お客さんとして

来てくれた人たちに感謝しています。いい機会があって楽しかった。（S さん）
♥買ってもらった時のうれしさや、やってよかったと思う楽しさを感じた。（Y さん）
♥完売するんだという意欲と元気に溢れていて、とても頼もしく思い、普段とは違う表情や子ども達の姿に随分と成長したな

と感じました。（母　K さん）
♥子供達でしっかりコミュニケーションをとり、自分の役割を決め、責任を持ってやり遂げようと努力している事に感動しま

した。（母　O さん）
♥お互い協力し合いながら気持ちよくお店体験をさせてもらい親同士も子供達の補助をしながら楽しい時間を過ごすことがで

きて家族間の友情も深まったと思います。（父　S さん）
♥第一に子ども達が楽しく一日を過ごせたのが良かったです。一人ひとりが輝いていました。責任感・連帯感など生きる事に

必要な力をたくさんさせて頂きました。（母　K さん）

職 業 体 験 販 売 体 験

1 日店長を
体験して

オリジナルグッズ作成中！

やった～！できた！！

電気のしくみを勉強中！！

ものづくりに挑戦中！！

いらっし
ゃいませ

～

回転焼きいかがですか

ラッピングをしてみよう！ １日銀行員！



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。
　青年部は若手経営者や後継者が集まり、異業種の交流の中
で親睦を深めながら、地域を元気にしようと活動をしていま
す。また町内だけでなく県内の部員とも交流が広がり、様々
な経営の勉強も出来ます。昨年、本青年部は日頃の活動が認
められ、全国商工会連合会会長より優良青年部表彰を受けま
した。今後は更に活動の幅を広げ、経営革新などにも取り組み、
自分たちの商売も元気にしていきたいと思っています。
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　後藤　和樹

　明けましておめでとうございます。
　今年度、商工会女性部では元祖ハートの町市川町を PRす
るため、ハートの種（ふうせんかずらの種）入りストラップ
を作成し、交通安全街頭キャンペーンで配布を行ったり、誰
でも参加できる身近な ｢エコ｣ 及び ｢社会貢献｣ 活動の一環
として、ペットボトルのキャップ回収事業 ( ｢エコキャップ｣
回収事業 )に取り組んだりしています。また、NHKで紹介し
ました「米粉入りたこやき」の販売も各イベントで行ってお
ります。次回は２月 19日（日）の「第 36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 !!

ハートの種入りストラップを交通安全街頭
キャンペーンで配布（役場前交差点）

NHK で紹介された「米粉入りたこやき」
の販売（市川まつりにて）

　10月２日（日）に市川町商工会、市川町、中播磨健康福祉
事務所と合同で「心の健康を考える講演会」を開催しました。
文京学院大学客員教授　笑医塾塾長・医学博士の高橋和江氏
を講師にお招きし、「こころとカラダが変わる“笑医（わらい）”」
をテーマにお話をいただきました。478 名の参加者からは、
「もっとお話を聞きたい」「このような講演会にまた参加した
い」などの声も多く、会場は終始和やかな雰囲気に包まれて
いました。

いちかわ健康セミナー

市川町商工会女性部　　
部長　安積　圭美

商工祭の駅そば販売

（県立産業会館内）

中・西播磨青年部ゴルフコンペ
市川町の地場産業や特産をＰＲしました

講演会の様子
終始和やかな笑いに包まれていました

職業体験コーナーでは部員の事業所
も参加、協力しました

講師の高橋和江氏
一般的な講演会と違っ
て、会場の中を歩きま
わるというスタイル

　11 月５日（土）に商工会
町民ゴルフ大会をフォレスト

市川ゴルフ倶楽部で行いました。
　当日は市川町、町議会、但陽信用金庫、JA兵庫西等の後援、
町内企業 25 社の協賛による豪華な賞品のほか、今回新たに
㈲マツモト自動車提供によるホールインワン賞を設けました。
あいにくの天候にもかかわらず、前年以上に盛り上がる大会
となりました。
　商工会では今後も秋にゴルフ大会を開催し、ゴルフクラブ
発祥の地のPRに努めていきたいと考えております。

市川町商工会
町民ゴルフ大会
開　　催

心の健康を考える講演会

　中・西播磨地区小学校社会科教育研究大会が鶴居小学校で開催され、4
年生の児童が地域教材として国産アイアンヘッド発祥地の由来とゴルフ
産業の発展について学習しました。
　鶴居小学校の多田謙吾先生からの依頼で商工会も企業数の調査や工場
見学、スナッグゴルフの指導など、教材研究のお手伝いをさせていただ
きました。今後、地場産業の学習に役立てていただければと思います。
　スナッグゴルフについても町内では谷の自治会、町外では神河町の福
本区、姫路のスポーツクラブふなつ などが体験教室を開催されており、
徐々に普及の芽が出てきました。

鶴居小学校の児童が

ゴルフクラブ発祥の地

　　　　　　　　を学習

スナッグゴルフ体
験 三浦技研工場見学 公開授業の様子

子ども達からのメッセージ
会館入口に展示しています

豪華賞品勢ぞろい

優勝は高橋和義さん（右）でした

ホールインワン賞のスズキアルト
残念ながら今回はでませんでした



　下瀬加の市川工業所さんが新工場を建設されたので、お話
を伺いました。
　昭和 36 年に創業。42 年に法人成り、57 年に現社長の岩
崎敬三さんが代表となりました。低コスト、短納期、安定し
た品質の確保等の企業努力で業績を伸ばしておられます。

～岩崎さんから一言～
　企業存続の大きな通過点として、創業 50 周年記念事業：
①新工場建設、新設備の導入、②創業 50周年記念式典、
③海外視察研修を行いました。
　短期的に激しく変動する経済社会の中で、企業が生き残る
ため、常に弊社のような製造業については設備の自動化、近
代化と、社内情報のＩＴ管理など、省力化によるコスト削減
を進めていかなくてはいけません。新興国の人件費は上がっ
たとは言え、まだ日本の５分の１以下の国が多くあります。
弊社としては、業界ナンバーワンではなく、オンリーワン＝
個性を進化発展させる努力を積み重ねていきたいと思ってい
ます。皆様、今後もいろいろとご指導下さい。

　介護事業からケアサポートタクシーまで、設備・福祉・訪問・
雑用と幅広いサービスを提供されている、「㈱アミューズ 24」
を紹介します。
　代表取締役の安積進さんは、父の経営していた LPガス小
売業を引き継ぎ、平成元年に「住設アズミ商事㈱」を立ち上
げられました。LPガスの衰退を予想し、住宅の修理やリフォー
ムにとどまらず、顧客の困っている問題を解消したいという
思いから、「地元の御用聞き」として電球の交換や犬の散歩に
はじまりケアサポートタクシーなど、電話一本で様々な依頼
に対応されています。
　その中でも介護関係の依頼が多いことがきっかけで、平成
11年に「㈱アミューズ 24」を設立、動物セラピーを導入し
たデイサービス「あ・み・ず」を姫路市に開設。さらに平成
23年 9月 1日には総合福祉施設「village によん」を開設し、
高齢者が安心して生涯を過ごせるサービスを提供されていま
す。
　

　地元の皆さんのために、いこいの場を残したい！」と前店
主からお店を引き継いだ【喫茶かおん】が、昨年の 5月にオー
プンしました。
　店内は明るくゆったりと過ごせるようになっています。お
客さんは地元の方が多く、中には毎日来られる方も…。「明日
は用事があってようこんから」と言って帰るお客さんもいて
とても家庭的な雰囲気です。
　寒くなるにつれてモーニングにもう一品、温かいぜんざい
がサービスされることもあるとか。
　「こだわりのないのがこだわりです！」とバイトのさきちゃ
んと目を合わせてニッと笑う、何とも気さくなオーナーの森
口さんです。

～店主からの一言～
　個室もあり、10名くらいまでのミーティングやお食事会な
ども引き受けています。メニュー、予算もご相談下さい。で
きる限りご要望にお答えいたします。
　お気軽に【喫茶かおん】にお越し下さいね。

株式会社 市川工業所
（岩崎　敬三さん）

市川町下瀬加 110

TEL 0790-27-0019

㈱アミューズ 24
（安積　進 さん）

市川町甘地 166-3

TEL　0790-26-3009

喫茶　か　お　ん
（森口　ちどりさん）

市川町上瀬加 1707
TEL　0790-27-1215

ラビット美容室
（藤井　良子さん）
市川町西川辺 451-2

 TEL　0790-26-2721
フリーダイヤル　0120-2721-24　 

　国道 312号線沿いにある【ラビット美容室】を紹介します。
店主の藤井さんは西川辺にお店を構えて約 23 年になるそう
です。現在は、娘の井上美香さんと一緒に経営されています。
美香さんは、東京銀座で約 4年間働かれていたそうで、その
経験を活かし活躍されています。
　店内は広々としてとても落ち着いた雰囲気となっています。
　中学生以下の方に限り料金が 1,000 円！というお得なキャ
ンペーン中です。（夕方 16時～ 18 時半までの予約）学校帰
りにいかがでしょうか。
　髪でお悩みの方におすすめのパーマは、キレイな状態が長
く続くデジタルパーマ、ロングの方は巻き髪のようになるそ
うです。また、傷んだ髪でも大丈夫な酸性パーマは、回数を
重ねるごとに良くなっていくそうです。

～店主から一言～
　パーマやカラーで頭皮に残った残留アルカリを取り除き、
本来の髪の美しさに戻してくれるヘッドスパを試してみて下
さい。死海の泥のミネラルで頭皮がスッキリします。+500
円とお手軽な価格です。また、着付け・ヘアセットも受付け

ています。営業時間外でも対
応させて頂きます。是非、一
度ご来店・ご相談下さい。
　

新工場外観
新たに導入した

パンチ・レーザ複合機

安積さん（後列左端）と
スタッフの皆さん

右から藤井良子さん井上美香さん井上愛梨さん右：森口ちどりさん

岩崎敬三さん


