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にぎわい大和
プレミアム商品券取扱店を
募集します！
● 第2回 常議員会ご報告
● 新規加入事業所一覧
● 月次支援金に関する登録確認機関と
しての対応について
● 新型コロナウイルス感染症の影響に
対する支援
● 会員事業所紹介コーナー
● 補助金を使った感染対策
● 女性会 第28回通常総会
● WEBやまと産業フェア2021出展者
募集！
● 第28回 親睦ゴルフ大会参加申込み
受付スタート！！
● 生 活 習 慣 病 検 診と定 期 健 康 診 断の
お知らせ
● 6月の景気動向調査
● コラム 得する街のゼミナール（まち
ゼミ）を通じて広まった輪
● 8・9月行事予定
● 貸会議室予約受付の停止について
● 日商簿記直前講習会

プレミアム商品券
取扱店を募集します！
大和商工会議所では市内の消費喚起を図り地域経済の活性化を図るため、昨年
に引き続き地域限定のプレミアム付商品券を発行します。商品券の購入価格は
1セット5,000円で、6,500円分のお買い物ができる商品券です。
取扱店として登録を希望される事業所は同封の募集要項の内容をご確認いただ
き、
「 にぎわい大和プレミアム商品券取扱店申込兼誓約書」又は、プレミアム商品
券ホームページよりお申し込み下さい。
プレミアム商品券募集店ページ

https://yamato-premium.jp/owner_info/
プレミアム商品券取扱店ポスター（昨年度）

プレミアム商品券取扱店のぼり
（昨年度）

頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！
大和駅前の税理士なら
やまと総合会計事務所、
経理や確定申告なら
ご相談ください。

ホームページにもサポート情報満載!是非アクセスしてください!

大和商工会議所

検索

www.yamatocci.or.jp

大和商工会議所
令和3年度
日時：

第2回 常議員会ご報告

令和3年7月7日（水）15：30〜17：00

【議

場 所：

2階会議室

出席 者：

21名

題】

❶ 令和4年度神奈川県予算・政策に関する要望について
ここ数年、県への予算・政策に関する要望は、市内幹線道路の渋滞
解消についてであるが、大和市内には国・県道が4本あるがどこも渋
滞が常態化している。特に45号の渋滞は綾瀬スマートインターチェ
ンジが開通され、今後花博開催と近い将来さらなる交通渋滞が予想
されるため、渋滞緩和に関しての意見要望は継続したい旨を説明。
各部会等からも要望があれば、8月開催の正副会頭会でまとめ、要望
していくことで承認されました。

❷ ポータルサイト事業について

地域に特化したグルメやニュース、店舗情報など地元の話題を雑
誌感覚で発信するメディアサイトを立ち上げたい旨を説明。承認され
ました。

❸ 新型コロナワクチン職域接種について

6月3日に政府から商工会議所へ共同接種の協力要請があり、当所
としても職域接種を検討するため、全会員へ接種の意向調査を行っ
た結果、接種希望は205社2,820人であったので、共同接種の受付期
限の6月25日に3,000人想定で申請をした。賛否様々に意見が述べ
られたが、予算等を精査したうえで会員事業所のための福利厚生事
業の一環として進めていくことが承認されました。

❹ 新規加入者の承認について

新規18事業所の加入は異議なく拍手をもって承認されました。
現在会員数 2,501件

報告事項
①にぎわい大和プレミアム商品券について

1冊6,500円を5000円 プレミアム率30％付70,000冊の発行

②やまと産業フェアについて

Web版のやまと産業フェアを企画中であることを報告。

③ゴルフ大会、野球大会の実施について

ゴルフ大会：10月13日
（水）
表彰式等は行わず、
プレー終了後解散。
順位表と入賞の方には賞品を後日発送する。
野球大会：8月2日開幕 9月25日閉幕の予定で実施することを報告。

④ハーフプライス事業について

昨年に引き続き、冊子を発行する。
現在掲載店舗を募集中であることを報告。

●古木通夫氏 2021年度関東経済産業局長表彰受賞される
この度、長年にわたり大和商工会議所の副会頭・常議員を歴任され、組織運営に多大な尽力を
された古木通夫氏が、2021年度関東経済産業局長表彰を受賞されました。
同表彰は、現在商工会議所役員を務められていて、その役員・議員を合わせた在職年数が20年
以上の方（かつ役員在職年数が議員を含む全体の過半を超える方）が対象となります。

新規加入事業所一覧

新しくご加入いただいた皆様です。
よろしくお願いいたします。

この度の新規加入事業所18社中、7社が会員の皆様のご紹介によるものです。ご紹介者は、脇幸子様、
シェルター、居酒屋 友芽、
Porco Rosso白倉様、バブルスター㈱、㈱大環サービス、井上晶雄様の皆様です。
ご協力いただき誠にありがとうございました。
部 会

飲食
飲食
飲食
飲食
飲食
サービス
サービス
サービス
サービス
サービス
サービス
建設
建設
商業
商業
特別建設
特別サービス
特別サービス
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事 業 所

株式会社OTECH 蒸し料理と餃子の店 大ちゃん
シェルター
居酒屋 友芽
和風スナックきばらし
アヤPARTⅡ
株式会社Sorriso アイルケア訪問看護ステーション
川上 章仁
オアシス南林間
文庫妖
青山 遥
にいむら整体
マーブルワークス株式会社
株式会社ふる あっぷ
RAMPAGE
株式会社Canna Tech
株式会社ひまわり建設
株式会社ジェイズコーポレーション
株式会社バッファロー・IT・ソリュ―ションズ

所 在 地

大和市南林間
大和市福田
大和市福田
大和市福田
大和市中央
大和市福田
大和市中央林間
大和市林間
大和市上草柳
大和市上和田
大和市大和東
大和市中央林間
大和市中央
大和市代官
大和市代官
川崎市幸区
大和市福田
東京都千代田区

事 業 内 容

餃子店
バー
居酒屋
和風スナック
スナック
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
音楽制作、技術
整体、エステ、岩盤浴等
出版社との契約に基づき小説を執筆し提供する
ライター
整体、ボディケア
建築用石材設計施工
内装仕上業、建築工事業
中古オートバイ販売、修理
食用油、菓子、製造・販売
内装仕上工事業
産業廃棄物収集運搬業
ネットワークインフラの構築・保守、
その他営業代行の実施
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月次支援金 に関する登録確認機関としての対応について
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重
点措置に伴う、
「 飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響に
より、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に
「月次支援金」が給付されます。
本支援金は、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、
申請予定者が①事業を実施しているのか、
②本支援金の給付対象等を
正しく理解しているか等を事前確認します。

具体的には、本支援金事務局（以下「事務局」）が登録した「登録確
認機関」にて、対面等で「事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容
に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います（宣誓内容が正し
いかなど、申請者が給付対象であるかの判断はしません）。
大和商工会議所は登録確認機関として、下記の通り事前確認を行
いますのでお知らせします。
※尚７・8月分の受付期間が決まりましたので追記しております。

対象者

大和商工会議所会員事業所（市外含む）
であり、2019年・2020年の税務申告を事業所得で済まされている方。
※一時支援金を受給された方は、事前確認が不要です。

受付期間

【4・5月分】6月16日
（水）
より8月6日
（金）
（申請は8月15日まで）
【 6月分 】7月1日
（木）
より8月24日
（火）
（申請は8月31日まで）
【 7月分 】8月2日
（月）
より9月22日
（水）
（申請は9月30日まで）
【 8月分 】9月1日
（水）
より10月22日
（金）
（申請は10月31日まで）※各期間内、平日の午前9時より午後4時まで

予約方法

電話（ 046-263-9112 ）かメール（ ymtkeiei@yamatocci.or.jp ）
原則、当所窓口
「月次支援金事務局ホームページ」にてご確認ください。

対応方法
制度概要等
相談窓口

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji̲shien/index.html

月次支援金事務局（申請者が給付対象であるか等登録確認機関で判断できない相談）
【申請者専用】電話：0120-211-240

本件担当

大和商工会議所

神奈川県の事業者のみなさまへ

経営支援チーム

電話：046-263-9112

新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援

＜酒類販売事業者支援給付金＞

＜中小企業等支援給付金（酒類販売事業者等以外の事業者）＞

2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言等に伴う飲食店への休
業等の影響を受け、売上が減少した県内酒類販売事業者等に対し、国
の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、県独自に国の月次支援
金の要件を緩和し支給対象を拡大して給付します。
主な交付要件

県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者等であ
ること。2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言等に伴う飲食店の
休業等の影響により、2021年4月から6月までの各月の売上が、前年又
は前々年比で30%以上減少していること。酒類販売業免許又は酒類製
造免許のいずれかを取得していること。
給付額

2019年又は2020年の基準月
（4・5・6月）の売上
ー（2021年の対象月の売上＋国の月次支援金の給付額）
売上減少率30%以上70%未満

中小法人等：20万円／月、個人事業者等：10万円／月

売上減少率70%以上

中小法人等：40万円／月、個人事業者等：20万円／月

申請手続き

令和3年7月1日〜10月31日
（当日消印有効）

詳しくはこちら▶

令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言等に伴う飲食店への休業
等の影響により、売上が50％以上減少し、国の月次支援金を受給した
県内中小企業等に県独自に支援金を上乗せして給付します。
主な交付要件

国の月次支援金を受給していること。本県や他の地方公共団体の飲食
店に関する協力金の受給資格を有していないこと。他の地方自治体に
よる月次支援金に準じた給付金又は県の大規模施設等に対する協力
金若しくは他都道府県の同種の支援金を受給しておらず、今後も受給
の意思がないこと。県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行う中
小法人等又は県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。
（酒類販売事業者等（酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者）
を除く。）本給付金を受給した後にも事業の継続および立て直しをする
意思があり、
そのための取組を継続的に行う意思があること。
給付額

中小法人等：月5万円
（定額）
個人事業者等：月2.5万円
（定額）
申請手続き

令和3年7月1日〜10月31日
（当日消印有効）

詳しくはこちら▲

大和市 に

リベラル あり。

Webサイト
リニューアル
しました！

デザイン

提案無料

»詳しくはHPへ«
紙に強い 広告代理店

㈱リベラル

046-274-8161
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大和商工会議所

会員事業所紹介コーナー
●M'sキッチン株式会社

牛の家

会社・お店のPRを掲載しませんか？

無料

046-263-9111

廣瀬商店

「牛の家（うしのや）」
は、気軽に

東京に行かなくても、大和で文化

ステーキ・ハンバーグがお腹

の香を！！小さな喫茶店ですが、

いっぱい食べられるお店です。

感染防止対策をして、毎月落語会

店主が選び抜いた食材・独自

やジャズライブ、独り芝居を開催

の調理法・独創的な味付けと、
その全てにこだわり
「牛の家」
でしか食べられない旨さを
追求しました。
また
「がっつり系」
にはたまらない200g超
えのメニューも充実。熱々鉄板の上にお席で特製ステー
キソースをおかけします。
その時の、
ジュワッという音、
そ
して立ち上る熱気と香りに食欲はとてもそそられ笑顔に
なりますよ！！

TEL・FAX

046-400-6092

営業時間 11：00〜22：00
代表者

しています。
8月8日 独り芝居

有馬銅羅魔IN大和

8月22日 日曜ぶらり寄席
9月18日 JAZZLIVE

立川寸志落語会

MariaEva

9月26日 日曜ぶらり寄席

梅田光雄

立川寸志落語会

242-0021 大和市中央5-5-24

242-0017 神奈川県大和市大和東1-5-2

桃井 豊

定休日 木曜ディナーのみ
WEB

www.ushinoya.com

MAIL ukiukiforlove@gmail.com

046-261-0176
10：00〜18：00
定休日 日・月
代表者 廣瀬 恵美子
WEB tombo2.org
TEL・FAX

営業時間

●健康＆栄養教室 ラポナル

●atelier 結心（アトリエ ゆっこ）

一生涯歩ける身体作りは日々の○○から！

製造から販売まで一人きりで行っているおかしの店

元気な身体の土台とな

「心が満たされる

大切なご縁を結ぶ

ちいさなしあわせお

るのは口から入る栄養

かし」をコンセプトに厳選した材料を使用し、
シンプルなおか

です。でも、何をどう食

しづくりをしています。焼き菓子と数種類のカットケーキの

べたら良いのでしょう。

他、完全予約制のホールケー

あふれる情報に翻弄さ

キもお求めいただけます。

れていませんか？

大切な方への贈り物に是非ご

自分に合った栄養の摂り方を知って実践していくことが、動

利用ください。徳洲会病院の

ける身体を保つ秘訣です。

斜め向かいです。

【身体の現状確認→分析→対策→実践サポート】
お気軽にお問い合わせください。
出張可
（^o^）
242-0017 大和市大和東3-6-2-1 カーサアレグレッザ1階・A
TEL 080-5873-0638 営業時間 9：00〜17：00
代表者
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●街カフェ

掲載

本田 たか子

MAIL raponaru@gmail.com

242-0021 神奈川県大和市中央5-5-24
TEL 046-211-1882
営業時間

11：00〜19：00

定休日 毎週月・火
（月に一度土・日）
代表者
WEB

大木 由起子
atelier-yucco.net

2021
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補助金を使った感染対策
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●スナック
「ボルドー」
インタビュー
スナック
「ボルドー」は大和駅から徒歩3分の場所にあります。
落ち着いた雰囲気、
大人の心地よい憩いの場としてご利用頂いております。
現在は、新型コロナウィルスの感染拡大により、緊急事態宣言や、まん延防止
補助金で看板を設置

等重点措置により、休業を余儀なくされておりますが、お客様に安心してご来店
頂けるよう、様々な感染予防対策設備を導入し、換気増強工事も行いました。
当初、設備購入費用の捻出に不安があり商工会議所に相談したところ、
「 小規
模事業者持続化補助金」制度のご案内を頂きました。
この補助金は、経営計画に
基づいて、実施する販路開拓等の取り組みに対し、50万円を上限に国からの補
助金（補助率2/3）が出るというものです。初めての補助金申請に不安でしたが、
会議所主催の個別相談会に参加し、経営指導員のアドバイスを受け、
ブラッシュ
アップを行い、採択をいただくことができ、
とても感謝しております。
お陰様で、写真の設備を購入することが出来ました。商工会議所入口にも設
置されている株式会社ファニックス製の温度カメラ／アルコール消毒機（右図）

株式会社ファニックス製の温度カメラ／アルコール消毒機

では、私の生声「●●●」
（ 何をお喋りするかはご来店時のお・た・の・し・み・に）
で、皆様をお迎え致します。新型コロナウィルス感染予防対策を徹底的に実施し
て、お待ち致しておりますので、是非コロナが明けたあかつきには、安心して当店
へお越し下さい！

女性会 第28回通常総会
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、書面決議にて総会が行われました。
❶令和2年度事業報告及び収支決算報告の件、❷令和3年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
期日
（5月31日）
までに会員2分の1以上（39名）から回答があり、全会一致で承認可決されました。

WEBやまと産業フェア2021 出展者募集！

やまと産業フェアは、市民の皆様と地域商工業者が一堂に会し、大和の産業を広くPRする秋の恒例イベントです。昨年度より続く新型コロナウイルスの影響により、

市内の多くのイベントについて中止や延期が余儀なくされております。やまと産業フェアにつきましても、例年同様の開催は中止となりましたが、オンラインを活用し、
市民の皆様に地域の商工業を身近に感じていただき、
日頃の販売活動・生産活動の状況をPR出来る場を設けるため、12月に特設WEBサイトを開設致します。そこで、
下記の通りやまと産業フェア2021特設WEBサイトへの出展者を募集いたします。下記「注意事項」
をご確認の上、
お申込み下さい。
開 設 日

令和3年12月1日(水)

出展場所

やまと産業フェア2021特設WEBサイト

出展内容

製品・商品PR（工業）
または企業・店舗（商業）
・団体PR
(写真・動画も掲載可能です)

出展資格

出 店 料

出展期間
申込締切

令和3年8月31日(火)

申込方法

別紙申込書に必要事項を記入し事務局に持参頂くか、
右記QRコードまたはFAX、
E-mailにてお申込み下さい。

商工会議所会員で商工業を営む企業、店舗または
大和市内に活動拠点のある団体
コロナ禍応援特別価格：5,000円(税込)(限定50社先着順)
※動画制作を希望される場合は別途料金を頂きます。

令和3年12月1日〜令和3年12月末
(WEBやまと産業フェア2021掲載期間)

詳細については、
申込企業ごとに個別にご連絡致します。
事 務 局

大和市中央5-1-4

大和商工会議所

TEL：046-263-9112 FAX：046-264-0391
E-mail：d-katayama@yamatocci.or.jp
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大和商工会議所
in 小田急藤沢ゴルフクラブ

親睦ゴルフ大会
参加申込み受付スタート！！
第28回

昨年度は新型コロナウイルスの影響でゴルフ大会を中止にせざるを得な
い状況となりましたが、本年度は大会の運営方法を変更し、
『 小田急藤沢ゴ
ルフクラブ』にて大和商工会議所親睦ゴルフ大会を開催します。主な変更点
は、
プレー終了後のパーティーは実施せず、後日参加者の皆様には順位表、
入賞者の方には商品を発送致します。
また、
スタート時刻に合わせて各自集合するスタイルに変更致します。尚、
お一人様での申込み、事業所の従業員、取引先の方の参加も大歓迎です。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況次第では、大会を中止させて頂く可
能性もある旨、予めご了承をお願い致します。
※今回は、表彰式が御座いませんのでご協賛はご辞退させていただきます。

開催日：令和3年10月13日
（水）
●参 加 費 1人につき

3,000円

18,000円（消費税込み・昼食別）

●プレー費

※昼食はレストランを利用。当日フロントにて個人精算して下さい。

●参加資格 当所会員及び会員事業所従業員であれば、どなたでも参加できます。
●募集組数 先着160名
（40組） ●賞品 豪華賞品を多数ご用意。
●受付期間

8月2日(月）〜8月31日（火）※定員になり次第締切

●申込方法 同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、参加費1人に

つき3,000円を添えて下記までお申込み下さい。
又、お申込後のキャンセルの場合は、代理の方にご参加いただくようお願い致します。

お申込・お問合せ先

経営支援チーム 片山 〒242-0021 大和市中央5-1-4

TEL：046-263-9112

令和

3年

FAX：046-264-0391

6月の景気動向調査
2021年6月の景気と天気図（前年同月比）

建設
製造

「世界的な半導体業界の活況から、半導体製造装置部品の
売上が増加傾向にある」
（計量器測定器製造業）

卸売

「夏に向けて、空調設備の受注が増えている。ただし、冷媒
配管の仕入価格が上昇しているため、今後の採算悪化には
注意したい」
（電気機械器具卸売業）

小売

「車での遠出を避ける消費者は依然として多く、ガソリンの
売上は低調。また、原油価格の上昇が収 益に影 響してきて
いる」
（石油製品販売業）

サー
ビス
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「銅ベースが上昇している影響で電線・ケーブルの仕入価格
が上昇しており、採算を圧迫している」
（電気工事業）

「地 域の飲食 店支 援 策もあり、テイクアウト利用が 売上の
半分を占めた。今後もテイクアウト向けメニューを充実さ
せ、利用客の増加を図りたい」
（飲食業）

令和3年度・秋期 大和商工会議所

生活習慣病検診と
定期健康診断のお知らせ

事業主や従業員の方々の健康管理にお役立ていただけるように、
生活習慣病検診並びに定期健康診断を実施いたします。
この検診
は、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断に対応できます。
●検診日

10月4日(月)、6日(水)、★7日(木)、13日(水)、
★20日(水)、
14日(木)、
15日(金)、
18日(月)、
21日(木)
★10月7日(木)、20日(水)はレディースデーのため、女性の方のみとさせていただきます。

●受付時間 生活習慣病
定健Ⅰ・Ⅱ

8:30〜10:30(定員：60名 各日)
13:30〜14:45(定員：60名 各日)

●料 金
■生活習慣病検診(会員価格)：14,200円

■定健Ⅰ(同上)：3,200円 ■定健Ⅱ(同上)：7,200円

■オプション検診(大腸がん検診、肺がん検診、超音波検診、特殊検診、
骨粗鬆症(骨密度測定)、婦人科検診、前立腺ガン検査他)

●会

場 一般財団法人 神奈川県労働衛生福祉協会 大和市大和東3-10-18

●申込方法 別紙 申込用紙に必要事項を記入し、9月8日(水)までにFAX・
E-mail又は郵送にて大和商工会議所へお申込みください。
※料金は検診当日受付にてお支払いください。

お申込・お問合せ先

大和商工会議所 管理会員サービスチーム

TEL：046-263-9111 FAX：046-264-0391
E-mail：yamatocci@yamatocci.or.jp
詳しくは郵送済みのお知らせ又は大和商工会議所ホームページをご覧ください。

全国景気動向調査結果
6月の動向

天気図

アイコン

晴れ

薄晴れ

曇り

小雨

雨

業況DIは、長引く活動制約から5カ月ぶりに悪化先行きは、
期待感伺えるも、厳しい見方崩れず

全産業合計の業況DIは、▲26.7（前月比▲1.7ポイント）
米国・中国など海外経済回復に伴う需要増が続く半導体・電子部品関連や自
動車関連の製造業のほか、防災・減災を中心とする公共工事に下支えされた
建設業が堅調に推移した。一方、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実
施に伴い長引く活動制約が足かせとなっている小売業や観光関連のサービ
ス業は、業況改善が見通せないことから、低調な動きが続いている。また、相
次ぐ食 料 品の 値 上げや 鉄 鋼などの原材料費 上昇によるコスト増 加が小売
業・卸売業などを中心に幅広い業種で業況の押し下げ要因となっており、中
小企業の景況感には鈍さが見られる。

先行き見通しDIは、▲26.8（今月比▲0.1ポイント）
ワクチン接種の加速化に伴う経済活動正常化や観光需要の回復のほか、東
京オリンピック・パラリンピックの開催による経済効果に期待する声が聞か
れる。一方、活動制約の長期化に伴う製品・サービスの受注・売上減少による
業績悪化の継続や、原油価格を含む原材料費の上昇による採算悪化への懸
念などの不透明感は拭えず、中小企業においては、先行きに対して依然として
厳しい見方が続く。

2021
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得する街のゼミナール（まちゼミ）を通じて広まった輪
広まった輪
今回ご縁があってこちらのコラムを担当させて頂くことに
なった葛西施術院の葛西明広と申します。
私は2014年に大和商工会議所へ入会しましたがタイトル
にあげた
「まちゼミ」
に参加する事が入会動機にありました。
まちゼミを通じて感じたことや良かったことを経験ととも
にお話していき、少しでも皆様のご参考になれば幸いです。
よろしくお願いします。
ここで街ゼミについて少し触れてみます。
得する街のゼミナールを略して〝まちゼミ〟とは図１の
ように「三方よし」
という言葉の中で地域に根差した理念の
もと地元を盛り上げようと岡崎市の中心市街地の商店街の
お店が講師となり、
プロならではの専門的な知識や情報、
コ
ツを無料で受講者（お客様）にお伝えする少人数制3〜10人
のゼミで初めて実施されたのは2003年1月(2002年度事
業)です。以来全国の地域に広がり大和市も現在まで13回
（年2回）開催されてきました。
▼図1

広告の出し方、初めて知る人への理解度の高い説明など
考えることがたくさんあり毎回勉強しながら以降も参加して
います。
その中で、自分の仕事で何ができるかを考え続けること
で、集客にもつながり始め「まちゼミ」を通じて私自身の成長
を感じています。まだまだやれることはあると思うのでいろ
いろ試しながら自分のスキルを磨いていきたいと思ってい
ます。
また、自分の成長の中で欠かせないのは、まちゼミを通じ
て出来た「人」
とのつながりです。まちゼミに参加されたユー
ザーの方々はもちろん、商工会議所の担当の方、参加店舗の
方々とのつながりは私が大和市に根付いた大きな要因です。
私は医療類似行為者として8年丁稚（でっち）奉公で体の
ことを勉強し2004年に中央林間で開業しました。それまで
体のことについてはしっかり勉強してきましたが、
「 開業」
と
なると
「経営者」の側面も必要不可欠です。開業当初はそれ
こそ我武者羅でしたがここまでの18年間は順風満帆とは言
えません。そんな時、商工会議所の職員の方やまちゼミの仲
間が助けてくれて今に至っています。
「まちゼミ」を通じて出来た『輪』に感謝し、
これからも大和
市に根を拡げていきたいと思います。
現在コロナウィルスの蔓延により
「まちゼミ」は延期中で
すがご興味がある方は是非参加してみてください。
次回は折角頂いた機会なので、私の仕事である
「からだと
バランス」について触れてみたいと思います。

私は第4回から参加していますが最初は正直、集客だけを
考え参加しました。初めての回では多くの方々に参加いただ
き楽しさを感じた反面、その後の集客にはつながりませんで
した。
「 そんなものか」
と思い次回以降参加を見合わせよう
かと考えながら反省会に参加しましたがそこで他の参加者
の方々の話を聞き色々考えて開催されている事を知り、自分
の浅はかさを知りました。

葛西 明広
2004年中央林間で「葛西施術院」開業
『誰かのためにココがある』を念頭に痛みに
向かい合って「痛みの駆け込み寺」
として現
在18年目

掲載 広 告 募 集中 です！
現在、広告掲載事業所を募集しています。
ぜひ、ご自分のお店、企業のPRをしてみませんか？
料金・掲載場所は以下の通りです。

中面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2）
裏面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2）

お問合 せ先

料金

サイズ

中面 ５ｃｍ×６ｃｍ（横1/3）

月 5,000円
月 7,500円
月 12,000円

尚、契約は1年間となります。

管理・会員サービスチーム

046-263-9111
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大和商工会議所

令 和 3 年 8月1日発 行

大和商工会議所
神奈川やまと

正副会頭会

9月13日(月)

常議員会、正副会頭会

第159回 日商簿記検定
直前対策講座

広報委員会

本件担当 管理・会員サービスチーム

【編集発行人】

皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

株式会社リベラル
TEL 046−274−8161

ご利用分について、貸会議室の新規の予約受付を停止させていただきます。

刷】

大和商工会議所では新型コロナウィルスに関する特別事業の実施に伴い、令和3年8月1日〜10月末までの

【印

令和3年 8 月1日〜10 月末までの 貸会議室予約受付の停止について

【発行所】 大和商工会議所 〒242-0021 大和市中央5−1−4
TEL 046−263−9111〜2 FAX 046−264−0391
https://www.yamatocci.or.jp
E-mail yamatocci@yamatocci.or.jp

8月25日(水)

日商簿記直前講習会 3 級

簿記試験合格に向けた総仕上げ！ 模擬試験と問題のポイントを解説(ネット試験にも対応）！

◆第159回日商簿記検定11月21日(日)に向けた予想問題を実績豊かな講師が分かりやすく解説いたします。
ネット試験対策にも対応しています。
◆受講者の方からわかりやすいと好評をいただいております！
※簿記検定試験が中止又は新型コロナウイルスの感染拡大状況次第では、講習会中止の可能性がございます。予めご了承下さい。
※本年度は２級の直前対策講座は行いません。
講

師

宇野

隆之 氏ほか

/ 柏木実業専門学校

場

大和商工会議所 会議室(大和市中央5-1-4)

小田急線・相鉄線大和駅から徒歩約3分
※駐車場は有料駐車場のみで、数に限りがございます。
受付期間

令和3年 8月2日(月)〜9月30 日(木)まで
お問い合わせ

大和商工会議所担当:片山
8

時

18:00〜20:15 (定員：先着20名)

令和3年10月

11月

講習料

7日・14日・21日・28日
4日・11日・18日

毎週木曜日 全7回

会員：7,000 円 非会員：10,000 円

●テキスト代約1,320円 事前購入していただきます。
詳細は受付時にご説明させていただきます。

●お申込みは右記のＱＲコードよりウェブにて
受講料は、講習会初日に徴収させて頂きます。

046-263-9112

開催が中止となった場合は、電話又はメールで連絡します。

本紙購読料は会費に含まれています。

会

日

定価 :１部100円（税込）

< 宇野 隆 之 氏プロフィール> 学 校 法人柏木学園評議員、元文科省後援全経検定試 験
作問委員、簿記検定試験検討委員、藤沢・大和商工会議所簿記検定試験委員、現在海老
名商工会議所簿記検定試験委員長、所属学会日本簿記学会
著書・簿記テキスト商業簿記初級編共著・編著最新工業簿記と原価計算など

