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新 年 の ご 挨 拶
市川町商工会
会　長　　中　川　俊　昭

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には明るい希望に満ちた平成 26年の新春をお迎え
のことと、お慶び申し上げます。また、平素は何かと当会事業に
ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　安倍内閣によるアベノミクス効果により、日本経済は長引くデ
フレからの脱却に向かっているものの、4月の消費税率引き上げ
と世界経済の先行き不透明感に地域経済を取り巻く環境は、依然

として厳しいものと言えます。
　このような状況にあって商工会として、地域経済を支えている小規模企業の経営改善
と豊かな地域づくり、活性化のため様々な事業に取り組んで参りました。
　具体的には、人材育成のための労働環境セミナーや消費税転嫁対策セミナーの開催、
さらに特産品と地場産業の「ゴルフ発祥の地いちかわ」を東京ビッグサイトで開催の「グ
ルメ＆ダイニングスタイルショー」及び、「ゴルフフェア－」へ出展し、全国に向けPR
発信をしました。また、「かしわめしの具」に続く第２弾として観光協会と共同開発し
た新商品のバウムク－ヘン「運命の木」を売り出し、発売以来、大好評で品切れ状態が
相次ぎ、うれしい悲鳴を上げています。
　今年の干支は「午 (うま )（馬）」です。馬は古くから神の使いとして、幸福を運んで
くる縁起の良い動物とされています。景気回復の効果が地域経済に浸透することを期待
するとともに、地域活性化と商工業の振興に向けて提案できる活動を積極的に展開して
まいる所存です。
　最後に、皆様のご多幸と健康をお祈りする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。

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。

森口司法事務所登記・測量

青年部員募集中！！ 女性部活動報告
たくさんの仲間を作りませんか？

地域のネットワークをつなげませんか？
異業種の人と情報を交換しませんか？
それを可能にするのが商工会青年部です。

　明けましておめでとうございます。
　私たち、商工会青年部は町内イベントでは、
会場を盛り上げる為に福引きや駅そばの販売、
今年度においてはスナッグゴルフの推進活動、
また、中播磨地域の青年部との親睦事業や、近
畿ブロックの交流研修会、全国大会への出席な
ど、町地域の元気のため、自分たちの事業の発
展のため、さまざまな活動を行っています。
　知らない場所に行くのはとっても不安なモノ
…みんな初めはそうでした。まずは体験部員と
してちょっとの勇気で大きな１歩を踏み出して
みませんか？青年部活動へのご参加、お待ちし
ております！
　

市川町商工会青年部　　
部長　利根川英則

　明けましておめでとうございます。
　私達、商工会女性部は市川町のお役に立てればと、仲良く、楽しく、
みんなで頑張っています。
　新事業として部員が講師となり、自宅で収穫した野菜や地元で製
造されている商品を使ったヘルシー料理教室や古い着物を再利用し
たお雛様作りを行いました。作品は夏に作った陶芸と一緒に、町の
美術展に展示し、町民の方々に活動をPRしました。
　秋には、交通安全啓発運動でオリジナルの啓発グッズを作ってド
ライバーに交通事故防止を呼びかけました。	 	 	 	
　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。当女性部へ入部され楽しく、和
気あいあいと一緒に頑張ってみませんか！お気軽に商工会までお問
い合わせください。

※ 2月 16 日（日）の「第 38 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。	
	 	 	 	 	
　

スナッグゴルフ大会の開催

市川町商工会女性部　　
部長　畑野　邦子

近畿ブロック商工会青
年部主張発表大会・交
流研修会への参加

丸太切り大会で利根川
部長が見事優勝

商工祭にて駅そばと
わたがしの販売

中・西播磨地区商工会
青年部親睦ゴルフ大会
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交通安全啓発運動ヘルシー料理教室

謹んで新春のお慶びを

申し上げます

町美術展に作品展示
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《きっずあきんど販売体験　アンケート　（子ども）》
♥寒かったけどとてもいい経験ができました。どの役割も楽しかったし、大変でした。お客さんが楽しかったと思ってもらえたら嬉しいです。
♥たくさんの人が来てくれてとっても嬉しかった。またこのような行事があれば参加してお客さんを楽しませたい。
♥親の協力があって出来た事に感謝する事を学べました。貴重な体験イベントありがとうございました。
♥疲れたけど、友情も深まったと思います。すごいいい経験になりました。
♥自分達のアイディアでお店が繁盛してよかったです。

《きっずあきんど販売体験　アンケート（保護者）》
♥普段と違った子供達を見てとても頼もしく感じました。大きな声で「ありがとうございました」と笑顔で言っている姿が気持ちよかったです。
♥子供はとても楽しそうに生き生きとしてほほえましく、保護者同士もいろいろな話もでき有意義なきっずあきんどが出来ました。先生の姿
　もいつもと違うので親しみがわいて有難く感謝の気持ちでいっぱいです。
♥最初は接客がおっくうな感じでしたが、お客さんから聞かれたりしていく内にだんだん距離も近くなり、最終的には接客が子供達も 1番楽
　しかったという印象でした。
♥子供と共に、商品を売る事の難しさ、嬉しさを一緒に体験することが出来ました。この体験を通じ子供同士は絆が更に深まったと思います。
　ありがとうございました。
♥何事も経験だなと思いました。お店の商品も完売し、親も子も達成感でいっぱいになりました。

 ☆
職業体験☆

市川郵便局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

東邦ゴルフ （株） にゅうにゅう工房

 

☆
きっずあきんど☆

Smile  flower

カフェ♪ハーモニー

6 ＝ 1 ろくいこーるいち

市中ガールズ

香寺 JVC

ファイブ SHOP

甘地っ子焼きそば

スーパーボール道場　楽遊

ヤンキーも食べるホットドック

白玉 7 セブン

フリマショップ

♪美
味しいですよ♪

♡買
ってくださ～い♡

♪お
客さんがいっぱい！

♪

♥い
らっしゃいませ～♥

子ども達が自らアイデアを出し合い、工夫を凝らし
出店♪働くことの大変さ、難しさを体験する中で、
自主性や責任感などが培われることを目的に実施し
ています。出店応募が年々増え、すごい人気！！
子ども達はいきいきとし、笑顔いっぱいの 1日です♪

第 7 回いちかわ商工祭を 11 月 17 日 （日） に開催し、 多くの子どもたちが参加してくれました。第 7 回いちかわ商工祭を 11 月 17 日 （日） に開催し、 多くの子どもたちが参加してくれました。



　平成 7年 4月に設立された、東川辺にある『有
限会社　タズミ商事』を紹介します。
　タズミ商事さんは市川町の有限会社田隅養鶏場
産の鶏卵の販売をメイン

に、その他、加工食品の販売
や健康食品、化粧品等の販売を行われてい
ます。
　おすすめ商品としては、こだわり養鶏の
田隅養鶏場産【ママのこだわり卵】です。
播磨地域のみならず、全国各地への販売に
力を入れられています。また、ママのこだ
わり卵のオリジナル商品、「卵黄で作った
こだわりのマヨネーズ」や、「たまごやさ
んのカステラ」も大変好評とのことです。
～店主からの一言～
　タズミ商事は、天然飼料と徹底した衛生管理で育まれた鶏卵「マ
マのこだわり卵」と、健康の保持増進に必要な酵素、ＬＲ末、カル
シウム等の健康食品を中心に企画・販売をしており、お客様に「食
の安全」と「健康」について提案をさせていただいております。事
務所前には産直卵の自動販売機を設置し、24時間ご利用可能です。
また、卵の地方発送も承りますのでお気軽にお声掛けください。
【営業時間】　9:00 ～ 17:00
【定休日】　土、日、祝日。お盆、年末年始はお休み。

　下瀬加にある『お食事処松里』は、平
成 24 年 11 月にオープンした和食のお
店です。店主の北修一さんは、姫路、加
西のホテルや料亭などで 20 年間修行を
されていましたが、夢であった自分の店
を持って地元の役に立ちたいという思い
から、お店をはじめられました。お店の
名前は、昔この場所で酒店を営んでいたおじいさんの松次（まつじ）
さんから一字をもらったそうです。場所は県道34号線から少し入っ
たところにあり、お客さんからはよく「別世界」と言われるほど、
岡部川の水の音が聞こえる静かな隠れ家的お店です。
　お昼は日替わり定食（780 円）をはじめ、定食ものが主体で、松
里定食（1,680円）がおすすめです。夜はお寿司やお刺身などのほか、
お酒の肴になるような料理もオーダー出来ます。カウンター席と
テーブル席あわせて 19席の小さなお店ですが、テーブルをつなげ
ると 10 名の宴会も可能です。予約
してお越しください。オードブルや
お弁当も 10,000 円以上の注文で配
達もしていただけます。自然に囲ま
れた静かな「別世界」で、ゆっくり
とした時間をすごしてみませんか？
【営業時間】　昼　11：30～ 14：00
　　　　　　夜　17：30～ 22：00
【定休日】　水曜日

　皆さんご存知ですか？笠形神社の御神木が姫路城の心柱になって
います。その御神木をイメージし、田隅養鶏場の卵と高橋牧場の牛
乳を使用したバウムクーヘンがついに完成！しっとりやわらか、甘
さ控えめに焼き上げました。
　ティータイムのお供や手土産、また冠婚葬祭の贈答品にもお使い
いただけるお菓子です。
　１本：１，５００円で市川町商工会・市川特産品アンテナショッ
プで販売しています。ぜひ一度ご賞味ください。

　現在、新しく販売していただけるお店を募集していますので、詳
しくは商工会までお問合せください。

　応募総数は、75作品。魅力たっぷりの写真が集まりました。
　選考委員による審査会が行われ、受賞作品 4点が決まりました。
　　●商工会長賞　　　　　尾崎　　寿	様
　　●市川町長賞　　　　　松岡　和也	様　
　　●市川町観光協会長賞　堀　　豊明	様
　　●審査員特別賞　　　　尾崎　一良	様
　　受賞者の皆さま本当におめでとうございました。
　ご応募頂いた作品は、今後市川町のＰＲに使わせていただきます。

青色申告決算説明会開催のお知らせ
開催日時　　平成 26年１月 23日（木）
　　　　　　午後１時 30分～
場　　所　　市川町商工会館　２階
講　　師　　多月　彰二税理士
内　　容　　平成 25年分決算書作成の留意点について

（北　修一さん）
市川町下瀬加７８７
TEL：0790-27-0055
FAX：0790-27-0055

有
限

会社タズミ商事
（代表取締役　髙山栄蔵さん）
市川町東川辺 930-3
TEL：0790-26-3778
FAX：0790-26-3770
http://www.tazumi-syouji.com/

フォトコンテストを開催しました
「ええんちゃうん♪ｉｎ市川」市川町の

新 名 物 永遠の幸福を見守る

運命の木

谷スナッグゴルフクラブ
子供から年配の方まで 26 名でわき
あいあいと楽しく活動されています。

　

お
食事処　松里

あんず

TEL　27－ 1777

瀬 加 の 美 容 室

平日、送迎いたします（要確認）

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


