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ひとつでも「美味しそう！」と思ったら、今すぐサイトをチェック！

大和市内のグルメ情報

「やまとぴグルメ」

大和とぴっくは、大和市に特化したグルメやニュース、開店・閉
店情報など、大和市民にしかわからないような雑談ネタを毎日モ
リモリとお届けするローカルメディアです。市内の美味しいお店
や市内イベント情報も満載です！

お 知 ら せ

ひとつでも「美味しそう！」
と思ったら、
今すぐサイトをチェック！

大和市内のグルメ情報

「やまとぴグルメ」

大和市の地域情報サイト

令和4年度 秋期健康診断のお知らせ
河西正彦会頭 ご逝去
● 会費未納の事業所様
● やまと顧客創造塾２０２２
本気のビジネスモデルと知財活用で売上アップ！
● 雇用協力要請について
●
●

PV
達成

100万！
！

QCサークル神奈川地区 50周年記念 第6390回
改善事例総合大会 ＆ チャンピオン大会開催
● 日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会 第3弾
● 7月の景気動向調査
● コラム
「アフターコロナ時代の『サードプレイス』」
●

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。
友だち追加

大和 商工会 議 所
令和４年度

秋 期 健 康 診 断 のお知らせ

大和商工会議所では、
日頃忙しく働かれている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ので、是非、
この機会に受診されますよう、
ご案内申し上げます。
検 診 日
10月 3日（月）
10月 5日
（水）
★10月 6日
（木）
10月13日
（木）
10月14日
（金）
10月19日
（水）
★10月21日
（金）
10月26日
（水）
10月27日
（木）
10月28日
（金）

健診項目

【生活習慣病】
８：30〜10：30
（定員70名／各日）

◯生活習慣病検診（会員価格） 14,200円
◯定期健康診断Ⅱ（同
上）
7,200円
オプション検診別途料金あり
（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

【定健Ⅱ】
13：15〜14：45
（定員70名／各日）

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

受

付

時

間

10日間共通
場

※10月６日
（木）、21日
（金）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。

お申込み・お問合せ

右下のコードより申込用紙をダウンロードし
て至急FAXにて大和商工会議所へお申込み
ください。
※定員を締め切りました時間帯
がありますのでご注意ください。
申込用紙→

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

河西正彦会頭 ご逝去

河西正彦会頭
（イースタン技研株式会社 代表取締役会長）
が令和4年8月19日に
ご逝去されました。 満79歳
令和元年11月に会頭就任後
コロナ禍でワクチン接種予約ができない状況下でコロナ感染抑止と地域産業の維
持継続のために当所にて
「ワクチン職域接種」の実施を行うとともに国の「持続化給
付金」
や
「家賃支援給付金」
の申請予約受付を円滑にできるよう貸会議室を会場とし
て活用。
また、
「にぎわいプレミアム商品券」
の発行や
「ハーフプライス事業」、
当会館に
サテライトオフィスを設置運営するなど多くの事業を行いました。
大和市内産業振興並びに地域活性化に取り組まれ、
当所の発展にご尽力をいただ
きました。河西会頭のご冥福を心からお祈りいたします。

会費未納の事業所 様

令和4年度上期分の大和商工会議所の会費を未だお支払い頂いていない会員様。
お手数ですが、9月9日(金)までにお支払い頂きます様お願いします。10月より下期分をご請求致します
ので宜しくお願いします。
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全４回シリーズ

１０月７日

やまと顧客創造塾 2022

受講無料

１８
：
３０〜開講

本気のビジネスモデルと知財活用で売上アップ！
〜新時代のビジネスモデル再構築 ＆ 知財活用のアイデアを学ぼう〜

With コロナ時代にはビジネスの発想を変えていかなければなりません。本セミナーでは、新たな時代のビジネス転換を学ぶことができます。

１日目

１０/７

集合型

１０/２１

集合型

１０/１４

集合型

DXを活用した
ビジネス展開

本気でビジネスモデル
を考える！
3日目

● 各回18：30〜21：00

2日目

〜SNS・DX化〜

4日目

１０/２６

〜新しいアイデアの見つけ方〜

10/7

（集合型）

・ビジネスモデルをもとに戻すリスク
・次の時代に備えてビジネス変革を考える

渋谷講師

DXを活用したビジネス展開

集合型

〜地域に新しい風を吹かせる
新ビジネス〜

2日目

10/14

（集合型）

10/21

（集合型）

第1・2・4回担当

・販路開拓で新規顧客を増やそう！
・オンライン営業の仕組みを考える

渋谷講師

・売上アップのためのSNS活用法

知財で販路開拓！
？

3日目

講師紹介

〜SNS・DX化〜

・DXで業務効率化をすすめる

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、Zoom開催に変更する可能性が
ございます。

〜新しいアイデアの見つけ方〜
・新しい商品名で心機一転！その前に
・特許や実用新案の
「使い方」

川口講師

・新しいアイデアを思いつくための発想法
・トラブルを避けるために

ジャイロ総合コンサルティング㈱
代表取締役社長 渋谷 雄大
WEBを活用したプロモーションを実践。営業強化、店舗戦略、
販売促進など幅広い分野でコンサルティングを行う中小企業診
断士。講演数は年間150回を超える人気講師である。

ビジネスモデルの発表
4日目

10/26

（集合型）

第3回担当

〜地域に新しい風を吹かせる新ビジネス〜

・次の時代を作るビジネスモデル発表
・地域に新しい風を吹かせる新ビジネス

渋谷講師

・講師によるアドバイス・講評
・全体まとめ、質疑応答

ジャイロ総合コンサルティング㈱
川口 康
株式会社アドバンテストで研究開発と知的業務を担当。現在は、
知的財産権関連業務に従事する一方、知的財産をテーマに権利
取得支援や創業支援を行う弁理士、
コンサルタントである。

お問合せ先

・アフターコロナのあとに来る危機と対策

・ビジネスモデルを考えてみよう！

ビジネスモデルの発表

知財で販路開拓！
？

本気でビジネスモデルを考える！
1日目

大和商工会議所（担当：片山）
TEL 046-263-9112 FAX 046-264-0391
mail d-katayama@yamatocci.or.jp

お申込み

◆1日間のみの参加も可能です。全日参加できない場合は、
≪伝達事項≫に記載をお願い致します。

会場：大和商工会議所
主催：大和商工会議所／綾瀬市商工会
大和商工会議所へWEB又は
FAX又はメールにて直接お申
込み下さい。WEB申込は右の
コードからお申込ください。

FMやまとは
大和市内の地域情報
をお届けする
ラジオ局です

URL https://www.y-kankyo.info/

スマートフォンでも
聴けます！

䝷䝆䜸ᨺ㏦ ᰴᘧ♫
䛈242-0016 ⚄ዉᕝ┴ᕷ༡1-8-1 YAMATOᩥ᳃ 203
TEL 046-264-5061 / FAX 046-264-5127
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大和 商工会 議 所
雇 用 協 力 要 請 に つ い て
黒岩神奈川県知事及び西村神奈川労働局長から、令和4年6月27日付けで、
「新型コロナウ
イルス感染症の影響下における雇用機会の確保等について」
ならびに、花田神奈川県教育委
員会教育長及び橋本神奈川県福祉子どもみらい局長から、令和4年5月27日付けで
「県内中学校・高等学校・特別支援学校新規卒業者の雇用について」
の要請
をいただきました。会員企業の皆様におかれましては、趣旨ご理解いただきご協力をお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用機会の確保等について
日頃から県内の雇用・労働行政の推進に対し、
ご理解、
ご協力を賜り深く感謝申し上げます。
さて、本県の雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響があるものの、社会・経済活動の再開により、新規求人が増加傾向にあるなど、人材
確保やテレワークの導入等の働き方改革を進める動きも見られるところです。
こうした中で、様々な支援制度を活用していただくことで、感染拡大を防ぎながら経済のエンジンを回し、雇用を守っていきたいと考えています。
つきましては、新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持並びに新規学卒者、就職氷河期世代、若年者、障がい者、女性及び高齢者
等の雇用機会の確保等について、以下のとおりお願い申し上げます。
現在の事業活動を取り巻く環境が大変困難な状況であることは十分認識しているところではありますが、
ご理解、
ご協力を賜りますようよろしく
お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持等について
新型コロナウイルス感染症の影響下ではありますが、事業主の皆様
には、事業の継続と人材の確保のためにも、雇用調整助成金や、企業
に在籍したまま出向することを支援するための産業雇用安定助成金
等、国・県の支援などを積極的にご活用いただき、従業員の雇用を最
大限維持していただきますよう、心からお願いいたします。
また、人への投資を行う場合には、人材開発支援助成金を積極的に
ご活用ください。同助成金では、IT分野未経験者の即戦力化のための
訓練や、デジタル分野など高度人材育成のための訓練、定額制の研修
サービスによる訓練を行う事業主に対する助成メニューや、労働者が
自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対する助成メニュー
などを用意しています。
新規学卒者について
企業の将来を担う有為な人材を確保し、県内の産業と雇用を守るこ
とがこの難局を乗り越えるために極めて重要です。県内の産業を支え
る若者が、社会人への第一歩を力強く、希望を持って踏み出していくこ
とができるよう、事業主の皆様には、中長期的な観点から、高等学校及
び大学等卒業予定者の積極的な採用を進めていただくようお願いし
ます。
就職氷河期世代への支援について
就職氷河期世代の中には、学校卒業時の雇用環境が厳しく、やむを
得ず非正規雇用で就労したことで、正社員としての経験を十分に積む
ことができなかった方がおり、
その中には就労意欲が高く、正規雇用で
の就労を希望している方が多数いることから、本人が希望する就労に
向けた支援が必要となっています。
今年度においても、令和2年度に設置した「かながわ就職氷河期世
代活躍支援プラットホーム」を中心に、国、県、産業界等が一体となっ
て取組を進めていきたいと考えていますので、最大限の支援をお願い
します。
県・労働局としても、合同就職面接会や多様な人材の活用、採用及
び育成を支援するオンラインセミナーの開催等を通じて企業の人材
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確保を支援しています。また、就職氷河期世代に限定した求人募集も
可能ですので、積極的な採用をお願いします。
若年者について
将来を担う若年者が安心して働き続けることができるよう、
「ユース
エール認定企業」制度の活用、卒業後３年以内既卒者の新卒枠での応
募受付等による正社員としての雇用機会の確保とあわせて、キャリア
アップ助成金の活用、働き方改革推進支援センターを利用した同一労
働同一賃金の実現に向けた取組などにより、不本意なまま非正規雇用
で働き続けている若年者の正社員転換・待遇改善について、
より一層
の取組みをお願いします。
また、学生や生徒がアルバイトとして働く際には、学業に支障をきた
すことなく健全に働くことができる職場環境の整備をお願いします。
障がい者について
障がい者の雇用促進については、従前より、神奈川県障がい者雇用
推進連絡会などにおいて、使用者団体、労働団体の皆様と連携して取
り組んでいるところですが、事業主の皆様には、法定雇用率の達成に
向けてご尽力いただくとともに、障がい者の雇用機会の確保や離職防
止・職場定着に向けた適切な配慮について、引き続き、
ご協力をお願い
します。
県としても、県障がい者雇用促進センターにおいて、神奈川労働局・
ハローワークとの連携を強化し、企業のニーズに合わせた出前講座や
社会保険労務士による労務管理等についての専門的な出張相談な
ど、企業へのきめ細かい支援を行っています。
女性について
事業主の皆様には、正社員としての雇用機会の確保、現在雇用して
いる非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善とともに、不妊治療や
出産・育児、介護等をしながらも仕事との両立ができるよう、女性が働
きやすい職場環境の整備につきまして、
より一層の取組みをお願いし
ます。
高年齢者について
高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保（努
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力義務）が必要となりましたので、事業主の皆様には、高齢者に合った
仕事の創出や短時間労働の職の拡大など、働く意欲のある高齢者の
多様な働き方に対応できる就業機会の提供について、
より一層の取組
みをお願いします。
就職に困難を抱える者等
母子・父子世帯の親、ケアラー、中途退学者、ニートやひきこもり、
LGBT、刑務所出所者、外国人労働者の方等は、就職にあたって個々の
状況に応じた配慮が必要になる場合がありますが、企業において戦力
として活躍している方は多くいます。事業主の皆様には、
こうした方が
働きやすい職場環境の整備、雇用機会の確保やキャリアアップなどに
ついて、一層のご配慮をお願いします。
新しい生活様式を踏まえた働き方改革について
新しい生活様式に対応した働き方であるテレワークの一層の推進
を図るため、今年度についても、県・労働局では、県内中小企業へのテ
レワーク導入経費等の補助・助成を実施していきますので、
テレワーク
総合ポータルサイト、及びテレワーク相談センター（厚生労働省）の利
用などにより、
テレワーク導入をより一層ご配慮いただくようお願いし
ます。その他、時差通勤の積極的な導入や、年次有給休暇の計画的付
与及び時間単位取得制度の導入・活用、従業員の仕事と介護の両立を
積極的に支援する企業を認証する
「かながわサポートケア企業認証制

度」の活用など、総労働時間の短縮やワーク・ライフ・バランスを実現
できる職場環境の改善にも、
よりご尽力をいただくとともに、令和4年4
月からいわゆるパワハラ防止法の中小企業への適用が開始されてい
ることから、各種ハラスメントのない働きやすい環境づくりをお願いし
ます。
県内中学校・高等学校・特別支援学校新規卒業者の雇用について

中学校、高等学校及び特別支援学校におきましては、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り感染リスクの低
減に努めながら、学びを継続することとしておりますが、自己実現を目
指す生徒、保護者の不安は計り知れないものがあります。
これまでも若年者の求人に関しましては、格別のご理解とご協力を
いただいているところではございますが、志願者の就職の機会を確保
し、一人ひとりが安心して就職試験に臨めるよう、引き続き、採用枠の
維持・拡大及び未就職卒業者の採用につきまして、特段のお力添えを
お願いするとともに、
このような事態の緊急性を踏まえ、会社見学の時
期や面接における質問内容等についてもご配慮くださるようお願い申
し上げます。
さらに、昨年度の女子生徒の就職率が男子生徒に比べ例
年以上に低いことから、
この点につきましても格別のご配慮をいただ
きますようお願い申し上げます。

QCサークル神奈川地区 50周年記念

〈参加のおすすめ〉

改善事例総合大会（大ホール）

QCサークル神奈川地区では、QCサークル活動
（小集団改善活動）
の活性化と企業の体質改善に役
立てて頂く目的で、下記のとおり改善事例総合大会
＆ チャンピオン大会を開催します。
当団体の様々な業種（製造、事務、販売、
サービス
業）の会員企業から選抜された21サークルが改善
事例を発表します。今回の開催方法は会場発表を
ライブ中継する無観客でのハイブリッド開催です。
コロナ予防の観点から、
オンライン聴講のみとな
りますが、現地に集まらずとも、臨場感のあるライブ
発表をお気軽にご聴講頂けます。
この機会に奮って
のご参加をよろしくお願いします。

№
1
2
3
4
5
6
7

会社名
日産車体（株）湘南工場
日産自動車(株) 相模原部品センター
日立Astemo（株）
日産自動車（株）追浜工場
プレス工業（株）
日産車体マニュファクチュアリング(株)
日産自動車(株) 座間事業所

改善事例総合大会（小ホール）

№
会社名
1 プレス工業（株）
2 （公社）地域医療振興協会
横須賀市立うわまち病院
3 日研トータルソーシング（株）
4 カヤバ(株) 相模工場
開催期日 2022年9月15日
（木）
5 東プレ(株)
時
間 9：00〜16：20
6 富士フイルムマニュファクチャリング(株)
竹松事業所
開催方法 ハイブリッド開催
7
ユニプレス(株)
相模事業所
聴講はオンラインのみの無観客開催です。

藤沢市民会館
藤沢市鵠沼8-1（TEL 0466-23-2415）
参 加 費 4,700円 資料代
（要旨集）
＋送料含み
◯ 幹事会員会社：3,900円
◯ 賛助会員会社：4,300円
募集人員 400名
改善事例総合大会14サークル、
発表
サークル チャンピオン大会７サークル
場

所

申込み方法

サークル名
オアシス
サンコン
NEXT
ピットイン
オタスケマンPM
INJ
ピーマン

部門
SGH-Aグループ
SGH-Aグループ
SGH-Aグループ
SGH-Aグループ
SGH-Aグループ
SGH-Aグループ
SGH-Aグループ

サークル名
小穴JK

部門
JHS

オロナミンR

JHS

食べ放題部
EE
オレ・ヒロカド

JHS
JHS
SGH-Bグループ

ドントマインド

SGH-Bグループ

STB

SGH-Bグループ

チャンピオン大会（第一展示ホール）
№
1
2
3
4
5
6
7

会社名
日産車体マニュファクチュアリング（株）
ジヤトコ エンジニアリング（株）
日産自動車（株） 追浜工場
日産工機（株）
日産車体エンジニアリンク゛
（株）
日立Astemo（株）厚木サイト
プレス工業（株）

サークル名
A・I・S（旧K・K・K）
ライフ
ヤングアタック
つり吉
モートラ
やよい
GALʼS

部門
SGH
SGH
SGH
SGH
SGH
JHS
JHS

右記URLをご参照ください。QCサークル神奈川地区HP：https://qc-members.jp/kanto/kanagawa/event
【 お問合せ先 】プレス工業(株) QCサークル神奈川地区事務局 TEL 0466-97-3103 ／ FAX 0466-89-3575
渡邉 滋 s-watanabe@presskogyo.co.jp 森下 愛理沙 a-morishita@presskogyo.co.jp
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大和 商工会 議 所
日本商工会議所創立

100周年記念事業

オンライン記念講演会

第３弾

参加無料

「変化への挑戦（仮）」

事前登録制

2022年9月9日

配信日時

11：00〜9月16日

18：00

※上記期間中は、随時ご視聴いただけます。9月27日以降アーカイブでも配信いたします。

YouTube限定公開

配信形式
内

容

対

象

三村会頭による記念講演（１時間程度）

日本商工会議所

各地商工会議所 会員企業／各地商工会議所 役職員

三村 明夫 会頭

お申し込み専用フォーム

【プロフィール】
1963年東大経卒、富士製鉄
（現・日本製鉄）
入社。1972年ハーバードビジネ
ススクール卒業（MBA）。新日本製鉄（同）社長、会長を経て、2019年4月か
ら日本製鉄名誉会長。2013年11月に日本商工会議所、東京商工会議所会
頭に就任し、3期目。これまでに経済財政諮問会議民間議員、総合資源エネ
ルギー調査会会長、中央教育審議会会長、中小企業政策審議会会長、
「新し
い資本主義実現会議」
有識者構成員などを歴任している。群馬県出身。

2022年9月16日 16：00まで

申込締切：

下記のURLまたは右記の二次元コードよりアクセスしお申し込みください。

https://ld21.asp.cuenote.jp/my/jcci-100th-vol3/treg-form

スマートフォンでも
ご視聴いただけます

【お問合せ】

「日本商工会議所創立100周年記念事業オンライン記念講演会」事務局

令和４年

７月の景 気 動 向 調 査

全国景気動向
調査結果

2022年7月の業種別動向 （前年同月比）
建

製

卸

小

設

造

売

売

曇り

薄晴れ

薄晴れ

曇り

サービス
薄晴れ

「民間工事の受注数は増加傾向で活発化も、設備機器等の納
期遅れは継続し、仕入単価の上昇も続いており、販売価格へ
の転嫁が急務である」
（一般工事業）
「イベント等の再開で小売店への客足が戻り、受注数は増加。
一方で、原材料価格の高騰が毎月のように起きており、その都
度販売価格へ転嫁することもできないため、
どうしても価格転
嫁が遅れてしまっている」
（パン・菓子製造業）
「小売店を中心に取引が増加し、売上は堅調に推移している。
今後もメーカーからの値上げは続く見込みであり、輸送費等
のコストも含めた価格転嫁対応が必要である」
（食料・飲料卸
売業）
「例年より早い時期に気温が上がったため、エアコンを中心に
季節家電の売上が増加。天候に左右されず、売上を確保して
いきたい」
（電気機械器具小売業）
「需要喚起策の影響で、客足は回復基調。宴会形式は鈍い状
況が続くものの、コロナ禍を契機に個別配膳形式を導入した
ことが功を奏し、売上はコロナ以前まで回復した」
（飲食店）

E-mail：jcci-online@sustainable.co.jp
TEL : 03-6276-5515［受付時間10：00〜19：00（平日）］

【天気図アイコン】

7月の動向

晴れ

薄晴れ

曇り

小雨

雨

業況DI は、改善もコスト増により力強さを欠く先行きは、
物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる

全産業合計の業況DIは、
▲17.8（前月比+2.5ポイント）
人流の回復とともに、夏物商材が好調だった百貨店などの小売業で
業況が改善した。民間の設備投資が堅調に推移した製造業や、小売
業・製造業に牽引された卸売業で業況が改善した。一方で、全国的な
新規感染者数の増加を受け、飲食・宿泊業で予約キャンセルが出始
めたサービス業や、建設資材の高騰や設備機器の納期遅れが続いて
いる建設業は業況が横ばいに留まった。世界的な物流の混乱や資
源・原材料価格の高騰、円安、深刻な人手不足に伴う人件費増など
のコスト増に歯止めがかからず、企業収益の足かせとなっている。
コ
スト上昇分の価格転嫁も十分に行えない中、中小企業の業況は、改
善傾向が続くも力強さを欠く。
先行き見通しDIは、
▲23.0（今月比▲5.2ポイント）
４月に行動制限が解除されて以降、業種を問わず回復基調に入り、
特にサービス業・小売業では、需要喚起策による売上回復を期待す
る声がある一方で、物価上昇による消費マインドの低下を危惧する
事業者が増加した。また、今後も資源・原材料価格の高騰や円安の
急伸によるコスト増加が見込まれる中、感染再拡大による行動制限
などへの懸念が強まり、
中小企業の先行きは、厳しい見方。

広告、動画、ホームページ制作まで

お客様のお悩みに何でもお応えいたします。

PR他各種
動画制作も
承っています
ホームページ制作もご相談ください。WEB
https://adtack.co.jp
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DESIGN

2022
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コラ ム

アフターコロナ時代の
『サードプレイス』
日経 BP 総合研究所
上席研究員 渡辺 和博

酒屋さんで買ったお酒を、持ち帰る前に店頭の一角で

自宅となれば、
ますます世界は狭くなってしまいます。自宅

飲ませるスタイルのことを角打ちといいます。
その昔、通い

近くでの買い物がてら、ちょっと立ち飲みができて、職場

徳利を持ってお酒を酒屋に買いに行くのが普通だったこ

や家族とは違った人たちと交流が持てる角打ちは、アフ

ろ、持ち帰るまで待ちきれず酒屋の升の角から飲むことか

ターコロナ時代のサードプレイスとして、恰好の条件を備

ら生まれた言葉だともいわれています。スーパーやコンビ

えているといえそうです。

かく う

ニで酒類が売られるようになり、それまで酒販の中心だっ

私が角打ちに注目しているのは、自宅近くでイートイン

た酒屋さんがお店の付加価値向上のサービスとして、缶

できるという場所以外にも理由があります。角打ちは酒屋

詰やナッツなどのおつまみとともに場所を提供していると

さんがそれぞれにこだわりを持っていて、幅広い品ぞろえ

ころが多いようです。

だけでなく、お酒や販売している食品に対する情報や文化

私の住んでいるところの近くにも、古くからの酒屋さん

をその場で発信しようとしているケースが多いためです。

と、数年前に開業した販売店の二つが角打ちを営んでい

酒屋さんが物としてお酒を売るだけのスーパーやコンビ

ます。どちらも平日は勤め帰りの人たちで、休日には犬を

ニに対抗して、それぞれに生き残りを図っているからだと

連れた散歩がてらのご近所さんなどでにぎわっています。

思います。ですから角打ちへ行けば、お酒に関してより深

新型コロナウイルス感染症流行の影響でお酒の飲み方も

くて面白い情報に出合える可能性が高いのです。

随分と変化しました。大きな傾向として、繁華街に出かけ

もう一つは、角打ち自体の進化・多様化です。従来の酒屋

て何軒も回りがっつり飲むというよりも、住まいの近場で

さんだけでなく、都心部から地方まで広がったクラフト

軽く飲む方向へシフトしたと考えられます。

ビールの醸造所や、
自然派ワイン専門の販売店が角打ちを

NTTグループが約３万人の社員を対象に、原則在宅勤

始めるなど、角打ちの世界は広がっています。人が集う場

務の制度を導入しました。全ての働き方がテレワークには

所と情報を提供しつつ、お酒だけでなく、物を売る角打ち

なりませんが、一定の割合でこの先も在宅勤務が定着す

スタイルは、他の業種でも広がる可能性があると思います。

ると考えられます。そうなったときに、注目されるのが
「サードプレイス」
という概念です。
サードプレイスは「自宅でも職場でもない居心地のよい
第三の場所」
という意味で、米国の社会学者が提唱した概
念です。自宅と職場をひたすら往復するような生活を続け
ていると、ストレスを開放する機会がなく、趣味の世界や
広い人間関係を築く機会が少なくなります。第三の場所を
日常の中に取り込むことで、人生の幅が広がり豊かになる
という考え方です。職場と自宅間の往復でさえ世界が狭く
なってしまうのに、テレワークが定着して仕事も住まいも

渡 辺 和 博／わたなべ・かずひろ
日経 BP 総合研究所 上席研究員。1986 年
筑波大学大学院理工学研究科修士課程修
了。同 年日本 経 済 新 聞 社 入 社。IT 分 野、
経営分野、コンシューマ分野の専門誌編
集部を経て現職。全国の自治体・商工会
議所などで地域活性化や名産品開発のコ
ンサルティング、講演を実施。消費者起点
をテーマにヒット商品育成を支援してい
る。著書に『地方発ヒットを生む 逆算発
想のものづくり』
（日経 BP 社）。

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。

サイズ

中面 ５ｃｍ×６ｃｍ
（横1/3）

月 5,000円
料
中面 ５ｃｍ×９ｃｍ
（横1/2）
月 7,500円
金
裏面 ５ｃｍ×９ｃｍ
（横1/2）
月12,000円

お問合 せ先
管理・会員サービスチーム

尚、契約は1年間となります。

046-263-9111
7

大和商工会議所

令 和 ４ 年９月１日発 行

神奈川やまと

揺れが来たら素早く移動できるように、実践しておきましょう！

神奈川県危機管理防災課 訓練指導グループ
TEL:045-210-3433 FAX:045-210-8829

9月行事予定

かながわ
シェイクアウト
ホームページ ▶▶▶

10月行事予定
10月 5日(水) 常議員会

9月 7日(水) 常議員会

10月12日(水) 第29回親睦ゴルフ大会

9月 21日(水) 正副会頭会

10月19日(水) 正副会頭会

9月 24日(土) 第27回野球大会閉幕

10月23日(日) 第226回日商珠算検定

刷】

広報委員会

株式会社アドタック
TEL 046−264−8337

大和商工会議所新規会員ご紹介のお願い

【編集発行人】

9月 4日(日) 第27回野球大会開幕

【印

【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

固定されたデスクやテーブルの下など、安全な場所を
事前に確認しましょう！

お知り合いのお店や会社をご紹介ください。
大和商工会議所は会員事業所の発展、事業継続を支援します。
お取引先やお知り合いなどご加入されていない事業所がございましたらぜひご紹介ください！
ご協力よろしく

新規会員ご紹介キャンペーン！
！
つき２，
０００円分のギフトカードをご紹介者様に贈呈いたします。

年間を通じ、特に貢献いただいた会員事業所は表彰状と記念品を
贈呈いたします。

お問い合わせ

管理・会員サービスチーム ☎ ０４６‑２６３‑９１１１／FAX ０４６‑２６４‑０３９１

ｙａｍａｔｏｃｃ
ｉ@ｙａｍａｔｏｃｃ
ｉ.ｏｒｊ
.ｐ

本紙購読料は会費に含まれています。

会員事業所からのご紹介により加入いただいた場合、
ご加入１件に

定価：１部100円（税込）

お願いします。

