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■第14回通常総代会報告
■商工会長 清水賢彦氏就任のあいさつ
小寺博史前会長が兵庫県商工会連合会長に就任
新商工会館建設工事、多可町商工会SDGｓ宣言
■特集 多可町に移住して創業（農園若づる）
■青年部・女性部 活動報告
■新規会員紹介
■セミナー、第5回会員交流ゴルフ大会報告
■新規会員インタビュー
プレミアム付商品券発売、創業塾のお知らせ
会員クローズアップ

多可町に移住して創業
山田錦の新たな可能性を感じて

特集

農業を始められた辻明子さん（農園若づる）にインタビュー
詳しくは中開きに掲載

回 多可町商工会通常総代会

清水新商工会長が選任
第
去る５月 日 木( ︑)ベルディーホールに於いて﹁第 回多可町商工会通常総代会﹂
を開催した︒総代総数 人のうち 人︵内委任状出席 人︶が出席︑多可町長をは
じめ多数の来賓をお迎えして３年振りにリアル開催した︒
多可町共通商品券を給付する﹁生活支援
商品券給付事業﹂を受託して実施したこ
とを報告した︒
第５号議案﹁役員の任期満了に伴う役
員選任の件﹂では︑指名推薦の方法によ
る役員選考が承認され︑新会長として清
水賢彦氏︵中区安楽田︶が選任された︒
この度の改選により︑７年間の会長在
任期間を含め 年間役員としてご尽力い
ただいた小寺前会長が勇退され︑﹁中町︑
加美町︑八千代町商工会が合併して多可
町商工会となったことを始め︑役員期間
を振り返ると︑歴代会長や役員や会員の
皆様への感謝に尽きる︒商工会館建設の
竣工を迎える今年度についても今までと
同様に引き続き新役員へ協力をいただき
たい﹂と退任の挨拶を行った︒

開会挨拶を述べる小寺前会長

議長を務める河崎富也氏

就任挨拶を述べる新正副会長
村上副会長・數原副会長・清水会長

令和４年度重点事業
・経営発達支援事業の円滑な実施に向
⑴新型コロナウイルス感染症対策への支
けた支援力向上のための取り組み
援強化
⑶事業継続力強化支援計画に基づく事業
①国・県・町の各種施策の積極的活用
の推進
支援及び実施連携
⑷地域総合振興事業の取り組み
②新型コロナウイルス感染症の影響拡
①新商工会館建設計画の推進
大に伴う経営特別相談窓口の設置継続
②会員増強運動の強化
⑵経営発達支援計画に基づく事業の推進
③会員の福利厚生︑交流事業の推進
①地域の経済動向調査に関すること
④多可町企業懇話会の有機的運営
②経営状況の分析に関すること
⑤高等学校と連携した地元企業の雇用
③事業計画策定支援に関すること
促進
④事業計画策定後の実施支援に関する
⑥西脇市と強固に連携した播州織の総
こと
合的な振興事業の推進
⑤需要動向調査に関すること
⑦商工会青年部・女性部の組織強化
⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に
⑧﹁多可町に高速道路を﹂運動の発展
関すること
的推進
・地域の活性化に資する取り組み
⑨SDGs宣言に基づく取り組みの実施

所
業
事
選任

賢
宏

14

46

18

26

100

92

開会後︑トータルライフ㈱︵八千代区
門田︶の河崎富也氏が議長に選任され︑
議案審議では
第１号議案か
ら第５号議案
まで全件承認
された︒
令和３年度
の事業報告で
は︑令和２年
度に引き続き
新型コロナウ
イルス感染症
の影響が大きかったため︑コロナ対策を
最優先課題としつつ︑引き続き国や県の
給付金等申請支援・補助金申請支援や相
談対応に取組んだことを報告した︒また︑
町内の消費喚起や消費拡大のため︑昨年
度に続いて多可町から委託を受け﹁多可
町中小事業者
事業継続支援
金交付業務﹂︑
﹁多可町地域
振興プレミア
ム付商品券発
行業務﹂を実
施し︑更に令
和３年度は全
町民に対して

彦 （再任） ㈱清水商店
幸 （再任） 播磨染工㈱
貢 （再任） ㈱バンテック
亨 （新任） 太田工務店㈱
光 一 （再任） 日藤ポリゴン㈱
祐 二 （再任） 藤岡糊付所
吉 德 （再任） ㈱西脇印刷
良 介 （再任） ㈲キトラ
福 一 （再任） 北播トヨタ整備㈱
裕 司 （再任） 橋本裕司織布
茂 樹 （再任） ㈱ゑびすや百貨店
直 美 （再任） ランドグラフィックス
高 広 （再任） ㈱エスジーユー
伊 宏 （再任） ㈲山口工業所
晃 一 （新任） ㈲京屋
俊 之 （新任） 加美電機㈱
和 宏 （新任） ㈱ヨシカワ
規 文 （再任） サカモトメタル㈱
和 利 （再任） ㈲吉川商店
富 也 （再任） トータルライフ㈱
弘 三 （再任） ㈲三功商会
寛 聡 （再任） 京立建材㈲
寿 一 （再任） 堀口織物㈲
明 子 （新任） あき労務管理オフィス
潤二郎 （新任） ㈱安田製材所
貴代実 （再任） ㈱中町スーパーマーケット（ふうしや）
博 文 （再任） 竹本博文税理士事務所
公 夫 （再任） ㈲アプラス
名

水
原
上
田
阪
岡
田
藤
田
本
崎
谷
藤
口
立
子
川
本
川
崎
野
橋
口
尾
田
本
本
立
役員

氏

清
數
村
太
藤
藤
有
北
増
橋
園
小
後
山
足
菓
吉
坂
吉
河
菅
内
堀
橋
高
藤
竹
足

会 長
副会長
副会長
理 事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
監事
〃

（敬称略）

新役員
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そのような中︑約６年前から新商工

会館の建設構想が持ち上がり︑令和元

プラザ利用含めご不便をお掛け致して

地域の皆様には︑建設工事に際し中

祈願祭を執り行い︑現在工事が本格化

きました︒お陰様で本年７月には安全

会員の理解を頂きながら計画を纏めて

年からは会館建設特別委員会を組織︑

おります︒来年の完成まで何卒ご理解

しております︒

新商工会館建設工事
本格的に稼働中！

のほど宜しくお願い致します︒

論︑一般の町民の皆様にもご利用頂き

新商工会館は︑事業者の皆様は勿

たいと考えておりますので︑完成後は

年に旧３商

工会が合併して誕生しましたが︑経営

お気軽にお立ち寄りください︒

多可町商工会は︑平成

支援体制強化を掲げ多数の職員を旧中

駐車場は︑中町交番にも役場所有の

町商工会館に集約した一方で︑事務所
機能等には長年課題を有しており︑ま

台の駐車スペースがありますのでご

利用ください︒

商工会は﹁地域の商工業の総合的な発展を図
り︑あわせて社会一般の福祉の増進に資する﹂
ことを目的に︑以前からS D G sの趣旨に沿っ
た事業に取り組んできました︒
今後︑事業の強化はもちろん︑会員事業所の
取り組み周知にも貢献していきます︒

祝詞奏上に安全祈願の念を込める出席者
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糀屋稲荷神社による修祓の儀の様子

た施設の老朽化問題も抱えてきまし
た︒
特定建設工事共同企業体（JV）

誇りと重責を実感
たしました︒
つきましては︑地域唯一の総合経
済団体である商工会として︑事業者
における経営の改善発達はもとよ
り︑地域の振興及び持続的発展にも
専心努力して参る所存です︒
特に多可町商工会は事業者の経営
支援等で︑県下のみならず全国的に
も名を轟かせる商工会であります︒
私も誇らしく思い︑その一方で商工
会長としての重責を実感する日々で
ありますが︑役職員一丸となり多可
町経済の活性化に取り組んで参りま
すので︑皆様には歴代商工会長と同
様にご指導ご鞭撻を賜りますよう宜
しくお願い申しあげます︒
観：上図イメージを参照

多可町商工会SDGs宣言

新商工会館イメージ

〜商工会長就任のあいさつ〜

会員の皆様や地域の皆様には︑平
素より本会の事業運営にご理解とご
協力を頂いておりますこと︑心から
感謝を申しあげます︒
さて私こと︑第 回通常総代会に
おきまして新会長に選任され就任い

日︑神戸で開催された

回兵庫県商工会連合会通常総会にお

令和４年５月

小寺博史前会長が
兵庫県商工会連合会長に就任！
〜東・北播磨地区で初〜

第

いて︑本会の小寺博史前会長が第６代県
連合会長に選任されました︒東 北
･ 播磨地
区の商工会から県連会長が出たことは初
であり︑地区内商工会関係者も栄誉とす
るところであります︒

＜建設の概要＞

第4代会長
清水賢彦（中区安楽田）

小寺県連会長の今後益々のご健勝での

21
建設工期：令和4年7月〜令和5年2月
建設会社：ヨリフジ･総合グリーン
外

建 設 地：多可町中区茂利20番地
延床面積：678㎡
建物構造：鉄骨造、地上2階建
施設名称：多可町商工会館
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30

ご活躍をお祈りいたします︒

安全祈願祭を終え謝辞を述べる清水会長

多可町の制度にも登録

61

県連総会で会長就任のあいさつを述べる小寺博史氏

田植え機の操縦もお手のもの

山田錦を米粉として

現在８反の農地で有機栽培の米を栽
培しています︒昨年は酒米﹁山田錦﹂
の他に食用米﹁きぬむすめ﹂を育てま
した︒私は常日頃﹁次に何がお客様に
好まれるか﹂﹁何が売れるか﹂という
ことを考えており︑今年は新しい品種
の 食 用 米 ﹁にじのきらめき﹂米粉用品
種﹁笑みたわわ﹂の 栽 培 に も 挑 戦 し て
います︒
一方︑酒米﹁山田錦﹂については︑
近年の日本酒の需要減少及びコロナ禍
による外食・飲酒の機会が減ったこと︑
加えて実家に日本酒醸造の担い手がい
ないことにより︑今すぐに日本酒を造
ることは難しい状況になっています︒
そんな中で着目したのが﹁米粉﹂と
しての活用です︒米粉はお湯に溶けや
すく粘りがあり︑離乳食や高齢者向け
の介護食の材料として使えます︒小麦
粉に代わる粉としてパンやお菓子など
に使えて︑小麦アレルギーの方でも美
味しく食べることができます︒米本来
の味わいと加工特性の良さから最近注
目されてきています︒

トラクターでの耕耘作業

多可町に移住して創業 〜山田錦の新たな可能性を感じて〜

機栽培で山田錦を栽培されている方が
複数おられる多可町で研修を受けさせ
ていただけることになりました︒兵庫
県は有機農業の先進県であり︑特に多
可町は有機酒米の生産が盛んで実績が
あるということで移住を決心しました︒
また︑経営の経験がなかったので多
可町商工会の﹁創業塾﹂に参加して経
営のイロハを学びました︒創業塾では
同じく多可町に移住して創業する﹁仲
間﹂との繋がりが出来︑その関係は今
でも続いています︒
女性という身で農業をしてみると︑
力仕事も多く︑困ることがありますが︑
困っている時には︑多可町の農業の先
輩方や地域の方に助けていただくこと
が多々あります︒多可町の人たちは優
しく︑色々と教えてくれますので︑今
では何でも相談させてもらっています︒
多可町に移住し︑創業して本当に良
かったと感じています︒

インタビューに答える辻さん

ここ最近︑多可町に移住して農業で創業する方が目立つようになってきた︒
なぜ多可町に移住して農業を始める選択をしたのか︒
多可町で農業を始めて商工会に加入された﹁農園若づる﹂代表の辻朋子さん
に話を伺った︒

﹁山田錦発祥の地 多可町﹂に移住決意
私は京都出身で実家は造り酒屋やお
酒の卸業をしており︑小さい頃から親
が日本酒に携わっているのを見て育ち
ました︒実家では山田錦以外の酒米を
用いて日本酒を造っていたので︑いつ
しか酒米の王様である山田錦を自分で
栽培して︑美味しい日本酒を造ってみ
たいと思うようになりました︒
私はこれまで広島や大阪・大分・和
歌山など色々なところを転々とし︑直
近では加西市に住んでいました︒しか
し﹁山田錦発祥の多可町に住んで無農
薬の山田錦を栽培しよう﹂と一念発起
して令和２年１月に移住してきました︒
現在は多可町の古民家で夫と柴犬４匹
と暮らしています︒
多可町で農業を創業して
移住前から山田錦の有機栽培につい
て１年間研修を受けていましたが︑有

そこで︑栽培した山田錦を米粉とし
て使っていただこうと考え︑１次産業
である農業者等に対して︑２次産業
︵製造業等︶と３次産業︵サービス業
等︶を掛け合わせた６次産業化を支援
する６次産業化プランナーの方にご指
導いただき︑β米粉︵加熱せずに粉砕
した米粉︶として商品化することにし
ました︒なお食用米﹁きぬむすめ﹂も
α化米粉︵米を加熱して製粉した米
粉︶として商品化しました︒
現在︑道の駅やネットショップでも
販売していることに加え︑阪神間など
の都市部のオーガニックショップでも
販売してもらっています︒
山田錦は日本酒だけではなく︑砕い
て米粉にすることに適した品種である
ことが分かり︑米粉としての可能性を
感じています︒今後︑洋菓子︑パン
ケーキミックスなど米粉を使った新た
な商品を作っていくと同時に︑米粉を
含めた山田錦の新たな可能性を 高 め て
いきたいと思っています︒

山田錦を使ったβ米粉
（右）
食用米
（中央）
、
α化米粉
（左）

特集

青 年 部・女 性 部 活 動 報 告

第

回通常総会

㈱安田製材所

エーデルささゆりに於いて︑第 回
通常総会を開催した︒議事では令和３
年度事業報告並びに収支決算︑令和４
年度事業計画等全議案が承認された︒
高田部長は令和４年度スローガンとし
て ﹁ challenge
to challenge
失敗を恐れず踏み出そう
そ の 一 歩 ﹂ を 掲 げ ︑コ
ロナ禍で大変な時だから
こそ何事にもchal lengeし︑
困難に立ち
向かおうと挨拶を述べた︒

６月例会

第 回東 北･播磨地区
商工会青年部大会

発表者

きはら呉服店 ︵加美区寺内︶
清水亜沙美

商工会青年部主張発表大会

発表者

㈱ソーイング竹内 ︵中区糀屋︶
竹内祐太

商人ネットワーク

さん

さん

第

回通常総会

ふうしや
部長 藤本 貴代実

中コミュニティプラザに於いて︑第
回通常総会を開催した︒議事では令
和３年度事業報告並びに収
支決算︑令和４年度事業計
画等全議案が承認された︒
藤本部長は﹁部員の皆様
と協力し︑女性の感性を活か
し事業を行っていきたい﹂と
挨拶を述べた︒

タカノツメ苗配布
今年度においてもタカノツメの栽
培に向けて部員にタカノツメの苗を
配布した︒昨年はコロナ禍で部員間
交流があまり
出来なかった
が︑今年度は
タカノツメの
栽培を通して
交流を深めて
いきたい︒

東・北播磨地区商工会女性部
連絡協議会通常総会
令和４年度東・北播磨地区女性部
連絡協議会の通常総会が杉原紙研究
所で開催された︒
当日は清水会長︑後藤事務局長を
来賓に迎え︑東・北播磨地区女性部
の正副部長約 人が出席し︑議案は
すべて承認された︒総会終了後には
道の駅かみでの意見交換会と紙漉き
体験を行った︒

タカノツメの苗を配布する様子

中コミュニティプラザ花の植替え
色とりどり
の花の配置を
考えながら手
際よく作業を
行った︒来館
の際には︑暑
い中︑元気に
咲いている花
を是非ご覧く
ださい︒

花の植替えの様子
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県女連通常総会・主張発表大会
神戸メリケンパークオリエンタルホ
テルにて兵庫県商工会女性部連合会通
常総会並びに主張発表大会が開催され︑
東・北播磨地区女性部の代表として藤
本部長が主張発表を行った︒
発表では﹁タカノツメで繋がる女性
部活動﹂と題して﹁日頃の女性部活動
やタカノツメ栽培を通して︑コロナ禍
でありながらも部員同士のコミュニ
ケーションが図れ
た事業だった﹂と
発表した︒当日は
YouTube配
信もあり︑沢山
の部員が応援を
行った︒

5/10

6/2

6/9

女性部
4/21

14

4/26

部長 高 田 潤二郎

14

45

稲美町立コスモホールに於いて東 ･
北播磨地区商工会青年部大会が開催さ
れた︒
清水さんは﹁青年部と出会って﹂を
タイトルに︑青年部へ入部したきっか
けや経験で得たもの︑自身の成長につ
いて発表を行った︒
多可町の代表とし
て堂々たる発表を
行い︑最優秀賞と
はたったの２点差
の優秀賞︒非常に
レベルの高い発表
であった︒
竹内さんはエコファクトリーだから
こそできるキッチンファブリックブラ
ンドについての発表を行った︒入部し
て１年も経たずに代表として出場し︑
積極的に自社や自社商品の紹介を行っ
た︒SDGsへの
取り組みを積極的
に行っている会社
自体に興味を持っ
た方も多かった︒
最優秀賞に次ぐ優
秀賞となり︑発表
は非常に好評で
あった︒

通常総会の集合写真

主張発表をする藤本部長

熱い想いを述べる清水さん
商品をPRする竹内さん

14

絆感謝運動の一環として︑恒例の事
業となっている町内の清掃活動を実施
した︒その後は第 回東 ･
北播磨地区商工会青年部大
会の発表者２名の発表練習
を行った︒青年部員から︑
話し方︑内容︑パワーポイ
ントの見せ方などアドバイ
スがあり︑青年部員が一致
団結していることが再確認
できた︒﹁本番に向けて全
員で勝ち抜こう！﹂と意識
が高まった︒
45

6/19
通常総会の集合写真
町内の清掃活動を終えた青年部員

青年部
4/9

6/10

新 規 会 員 紹 介
鳶心
【業種】鳶工事一式、各種足場工事全般
【代表】藤原芳成
【住所】加美区熊野部1000-15
【電話】080-5358-0709
【一言】鳶心は、格安で安心安全な足場施
工を心掛けています。お見積も無料で
していますので、
機会があれば
ぜひ宜しく
お願い致します。

Herbal Basket
【業種】飲食業・小売業
【代表】藤本由美子
【住所】中区門前242-3
【電話】20-7576
【一言】フィトセラピー植物療法の教室と
併設のハーブガーデンで育てた多可町
産の安心な
ハーブティー
などを販売。

masayon
【業種】パターンメイキング、縫製
【代表】正垣正代
【住所】中区奥中402
【電話】080-6115-8885
【一言】30年以上のパタンナーの実務経験
を活かし洋服を
はじめ、小物全般
のパターン作成と
組み立て(縫製)を
しております。

ネイチャーパークかさがた交流協会
【業種】キャンプ・宿泊業
【代表】市位秀則
【住所】八千代区大屋378-1
【電話】30-5110
【一言】夏のBBQ、あまごつかみ、川遊び
の他、四季折々の
自然を楽しんで
いただけますので、
ぜひお越し
ください。

赤沼農園
【業種】農業（竹炭・レンコン）
【代表】髙木一生
【住所】中区森本362
【電話】32-2326
【一言】中区森本で今春から蓮根と黒豆を
栽培している髙木です。西脇から通って
おりますが、何卒宜しくお願いします。

柄谷モータース
【業種】自動車小売、整備業
【代表】柄谷寛明
【住所】加美区寺内107-16
【電話】39-9074
【一言】自動車販売業20年間様々な事を経
験しました。1台、1台、お一人、お一
人の思いをお聞きし完全オーダー注文
でお車を
お探しし
ます。

㈱宮崎建設
【業種】建設業
【代表】宮崎佑輔
【住所】中区東安田578-3
【電話】20-7853
【一言】31歳大工です。デザインにこだ
わった住宅の工事を行っています。新
しい事を求めて、
ワクワクする仕事
を続けていきます。

茶穀米研究所
【業種】食品製造業
【代表】清水 淳
【住所】加美区寺内2
【電話】080-4565-6249
【一言】多可町産玄米や国産穀物に緑茶を
ブレンドさせた食べる
お茶。
茶葉入り雑穀米の茶
穀米を製造販売して
います。

林檎道
【業種】小売業・卸売業
【代表】村川啓二
【住所】加美区山口231
【電話】050-5437-5570
【一言】りんご専門事業。
りんごの事でしたら
なんでもご相談くだ
さい。

三村塗装
【業種】塗装業
【代表】三村裕之
【住所】中区門前259
【電話】32-1218
【一言】許可を受けた建設業、塗装工事業。
兵庫県知事 許可(般-24)第353761号
http://www.mimura-tosou.com

ふじもとかしわ店

（順不同）

【業種】飲食業・鶏肉加工業
【代表】平井ミチ
【住所】中区安坂83
【電話】32-1491
【一言】当店では50年来変わらぬ味で鶏も
もステーキなどを焼き上げています。
合計年齢
174歳の
2人で
頑張って
います。

藤岡自動車
【業種】自動車販売、整備業
【代表】藤岡範久
【住所】加美区山野部411-1
【電話】35-0656
【一言】緑 に囲まれた車屋さん♪です。
笑顔で心を
込めて対応
致します

🌱

☺

山本屋ハウスサービス
【業種】電気工事業
【代表】山本義晃
【住所】八千代区中野間1062-1
【電話】080-5312-4484
【一言】主に電気工事、
水道工事の仕事を
しております。
工事のご相談等、
お気軽にお問い
合わせ下さい。

㈲守食品店（もりとみ）
【業種】豆腐・油揚げ販売
【代表】守 通正
【住所】八千代区中村16-1
【電話】20-6247
【一言】豆腐、湯葉、揚げ出し豆腐などの
お持ち帰り商品
以外にも、店内で
定食も味わえます。
ぜひお越し
ください。

伊藤優税理士事務所
【業種】税理士
【代表】伊藤 優
【住所】加美区市原487
【電話】36-1320
【一言】税務、会計、相続、自計化等でお
困りのことがございましたらお気
軽にお問合せください。

前田整経

中道刺繍

【業種】織物業（整経）
【代表】前田薫司
【住所】加美区多田106
【電話】35-0373

閑念義忠

【業種】織物業
【代表】小林 豊
【住所】中区間子134
【電話】32-3735

【業種】建設業（大工）
【代表】閑念義忠
【住所】加美区西山293
【電話】36-1218

アルカンジュ

【業種】保険業
【代表】檜本美奈子
【住所】八千代区下村236-2
【電話】090-1485-5216

多可町商工会では会員増強に
取り組んでいます。
様々なご支援を致しますので、
ぜひ商工会にご加入ください。

高田佳明織物
【業種】卸売業（繊維）
【代表】高田佳明
【住所】中区西安田132-1
【電話】090-8932-4662

ＡＫＡＮＮＯ合同会社
【業種】飲食業（カフェ）
【代表】原田浩美
【住所】加美区奥荒田245-1
【電話】080-1407-9432

㈲中央測地開発
【業種】測量設計
【代表】藤田孝治
【住所】加美区丹治332
【電話】36-0372

セミナー報告

熱心に話を聴く受講生

︽工業部会主催︾
﹁ SNSを使った求人方法の勉強会﹂

30

あいさつを述べる後藤委員長

30

会場で受講するセミナー参加者

︵６月 日︶
講師 ㈱BESW代表取締役
田中千晶 氏
SNSを活用して求職者に直
接アプローチして採用に繋げる
ための手法を学ぶ勉強会を開催︒
講師からSNSを活用した具体
的なテクニックや事例紹介を中
心に実践的なお話をいただいた︒

参加者からは﹁久しぶり

15

32

︽経営分析キックオフセミナー︾
︵５月 日︑６月６日︶
講師 ㈱SASI代表取締役 近藤清人 氏

17

今年度は 者の申込を得て本
気の事業者支援のスタートとな
る﹁経営分析キックオフセミ
ナー﹂を開催︒セミナーでは講
師から︑時代の転換期で持つべ
き危機感とデザイン経営の考え
方に基づく現状分析の方法につ
いてお話いただいた︒

本気の事業者支援（第2期経営発達支援計画）

︽事業計画策定セミナー︾
︵６月 日︑７月４日︑７月 日︶
講師 ㈱ディセンター代表取締役 折原浩 氏
いかに納得︵腹落ち︶して計画策定できるか
が大切というメッセージと共に︑新たな経営手
法を興す必要性を説いていただいた︒今後︑受
講者は本格的に事業計画策定に取り組み︑当会
は計画の実施の支援を強化していく︒

日︑商工会会員交

第５回会員交流ゴルフ大会

去る５月

との声が多くあり喜んでも

らうことが出来た︒

今年度も計画しますので︑

会員事業者の参加をお待ち

流委員会︵後藤高広委員長︶は︑ に交流が出来て楽しかった﹂

第５回会員交流ゴルフ大会を妙

見富士カントリークラブ︵中区

人の参加を

牧野︶において開催した︒

天候にも恵まれ

得て︑２年ぶりの実施となった︒ しております︒

20

農園若づる
【業種】有機米栽培、米粉（山田錦他）
【代表】辻 朋子
【住所】中区東安田555
【電話】050-6865-8065

檜本美奈子

【業種】エステ業
【代表】井上亜紀
【住所】中区森本4-1
【電話】090-3275-5616

28

【業種】建設業（設備）
【代表】荒木慎吾
【住所】中区曽我井137-1
【電話】20-3117
【一言】設備でお困りがございましたら
お気軽にご相談ください。

【業種】刺繍加工業
【代表】中道廣太
【住所】加美区大袋178-6
【電話】36-0756

小林豊織布

あらき設備

新規会員イ ン タ ビ ュ ー

２人合わせて

歳

平井ミチ

ふじもとかしわ店
代表

創業塾のお知らせ

90

多可町の商工業の活性化と地域振興のために︑
プレミアム付商品券を販売します︒
詳しくは広報たか９月号の折込チラシをご覧下さい︒

︻販売額︼１セット １０︐０００円
︵額面１３︐０００ 円︶

︻販売数︼１世帯 あたり５ セット まで
︻販売日︼ 月下旬から販売予定

月５日・ 月 日・ 月 日・
月 日の計４回︑全て水曜日

間︼各日とも

時〜

時

２‑１６１︶

詳しくは８月下旬の新聞折込又は多可町商工会ＨＰを
※
ご覧ください︒

︻問合先︼多可町商工会︵℡

︻時

︻開講日︼

︻問合先︼ 多可町商工会 ℡ ２‑１６１
地域振興プレミアム付商品券の取扱加盟店募集中

創業の心構えや必要な基礎知識︑ビジネ
スプランの作成︑販路拡大のヒントだけで
なく創業に必要な各種届け出︑公的融資や
創業・開業をお考えの方や創業間もない

助成金の申請手続についても学べます︒
事業者の方︑既に創業された方︵３年以

代表 藤岡祐二

です︒

びりすることがマイブーム

ザを焼いて食べながらのん

休日は︑ビールを片手にピ

を見ると心が癒されます︒

うに泳いでいるメダカの姿

も水草の上を気持ちよさそ

繊維糊付けをしています︒どんなにしんどくて

本業は︑播州織やニット用準備工程の一つ︑

くださいました︒

﹁わしかい！﹂と言いつつも︑笑顔で答えて

ださい！﹂と突然インタビューに行くと

このコーナーでは商工会員の趣味やマイブームなどを紹介していきます。
藤岡糊付所 （中区牧野）
藤岡代表に﹁趣味やマイブームを教えてく

内︶などぜひご参加ください︒

19

セブンイレブン

商工会に加入したきっかけ
飲食店に対する協力金など︑コロナ
禍における事業者への支援があること
は知っていましたが︑どうすればいい
のか全く分からず困っていました︒
そんな中﹁商工会に加入すれば色々
な情報を提供していただけて支援を受
けられる﹂と知人から聞いたので︑商
工会に加入しました︒今は︑商工会か
ら色々な情報を毎月提供いただけるの
で大変助かっています︒

12

21

32

多可町商工会
フレッシュ
さとう

最後に一言

32
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趣味のメダカの飼育
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多可町中区茂利20番地 TEL（0795）32‑2161 FA X（0795）32‑169 9

FB

3代目の平井ミチさん
ふじもとかしわ店
〒679‑1135 中区安坂83 ℡：32-1491
定休日：月曜日
営業時間：10時30分〜17時

10 10

多可町役場

藤本幸三は新たなメニューを提供し
たいと意気込んでいますし︑私も元気
に続けて
いきたい
と思って
います︒
町内の皆
様︑ぜひ
電話予約
のうえ当
店にお越
しくださ
い︒
鶏肉を焼き上げる2代目の藤本幸三さん

10

糊付けのことは、
QRコードから
当社のＨＰを
ご覧ください。

HP

会員 ク ロ ー ズ ア ッ プ

ふじもとかしわ店
N

174

174

84

お店について
当店は創業者である藤本夫妻が始め
た飲食店です︒
独自の配合のスパイスを開発して︑
焼鳥をはじめとした鶏肉を使った料理
を 年間提供され︑その味を求めて︑
町内だけでなく町外からのお客様も多
かったと聞いています︒
高齢等を理由に店を閉めようとして
いたところ︑客の立場であった私の友
人である藤本幸三が﹁美味しいと評判
の味を無くしたくない﹂と２代目の店
主に名乗りを挙げられたそうです︒た
だ︑なかなか経営が軌道に乗らなかっ
たようで﹁一緒に経営しないか﹂と持
ちかけられ︑私が３代目として引き継
ぎました︒現在は藤本幸三が鶏肉の焼
き上げを︑私が店の業務の全般を担当
しています︒藤本幸三は 歳︑私は
歳︑２人で合計 歳で店を切り盛りし
ています︒
現在のメニューは﹁骨付きもも﹂
﹁ももステーキ﹂﹁手羽先﹂で︑テイ
クアウトでご提供しています︒こだわ
りの鶏肉に創業時から引き継ぐ秘伝の
スパイスを塗り込み︑専用の機器で焼
いています︒コロナ禍になってお客様
は減少しましたが︑それでも遠くは滋
賀や大阪︑京都︑阪神地区などのお客
様が当店の味を求めて買いに来られま
す︒
38

