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第137回 通常議員総会開催
〜令和４年度事業計画・収支予算 ( 案 ) 等を承認〜

３月25日
（金）
、
当所にて第１３７回通常議員総会を開催し、
令和４年度事
業計画並びに収支予算
（案）
等について審議を行い、
原案通り承認された。
当日は検温、
手消毒の徹底、
マスクの着用、
座席間隔の確保、
換気の為の
出入口開扉等、
新型コロナウイルス感染症対策を講じての開催となった。
冒頭、
草壁会頭より「本日は期末の大変お忙しい中、
またコロナ禍にもか
かわらず、
ご出席いただき、
誠にありがとうございます。
平素より、
当商工会
議所事業活動につきまして、
ご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、
この21日にまん延防止等重点措置が解除されましたが、
新規感染者
通常議員総会で挨拶する草壁会頭
数は緩やかな減少を辿るに留まり、
未だ手放しで喜べる状況ではないよう
に感じるところです。
加えて、
ウクライナを巡る国際情勢の緊迫、
円安の進行など複合的な要因による原材料価格
の上昇が顕著となり、
地域経済を支える中小企業経営への悪影響が懸念されます。
政府は、
３回目のワクチン接種
を加速させるとともに、
各種資金繰り支援策や雇用調整助成金の特例措置の延長、
更には都道府県単位での県民
割等の新たな需要・消費喚起策を検討し、
重層的な事業者支援を進めております。
こうした情勢の中で、
当商工会
議所では、
地域総合経済団体として、
迅速な支援を講じ、
議員・会員企業の皆様とともに、
地域経済の回復に向け力
強く取り組んで参ります。
更に、
ＳＤＧｓ( 持続可能な開発目標 )の促進やデジタル実装の支援による生産性の向上
や、
越境ＥＣ等を通じた販路拡大、
業態転換等を強力に推し進めることで、
中小企業の新しいチャレンジを応援し、
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第137回 通常議員総会

全力で市内中小企業・小規模事業者の皆様を支えて参ります。
本日は、
令和４年度事業計画・収支予算案はじめ重
要事項につきまして、
ご審議をいただきます。
議事進行につきまして、
皆様方のご協力をお願い申し上げまして、
開
会の挨拶とさせていただきます」
と挨拶があった。
議案に入り、
岩井常務理事・事務局長より、
令和４年度事業計画並びに収支予算（案）について説明があり、
原案
通り承認された。
続いて、
その他の協議事項、
定款の一部改正（案）並びに常議員の補欠選任（案）について、
岩井常務理事・事務局
長より説明があり、
各々原案通り承認された。
報告事項については、
岩井常務理事・事務局長より、
議員代表者等の変更、
令和４年度上期主要会議日程につい
て報告を行った。
また、
議事終了後、
日商表彰規則に基づく役員・議員永年表彰が執り行われ、
赤堀幾夫 氏［赤堀印刷㈱ 取締役会
長］
、
富田公一 氏
［㈱みやこ屋 代表取締役］
が30年、
結城光雄 氏
［多摩区商店街連合会 相談役］
、
阿部勝 氏
［㈱阿部
石材店 取締役会長］
、
松澤一洋 氏［松澤地所㈱ 代表取締役］
、
山下恭一 氏［山一産業㈱ 取締役会長］が20年の表
彰を受け、
当日、
出席した表彰者には、
表彰状が草壁会頭より伝達された。
最後に、
本年３月３１日を以って辞任する鈴木専務理事より挨拶があった。

赤堀幾夫 氏

富田公一 氏

松澤一洋 氏

阿部勝 氏

山下恭一 氏
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メニュー
（税込み）

○週替定食 999円
主菜
（４種から１種）
、
副菜・生野菜・ライス、
スープ、
杏仁豆腐
（おかわり自由）
○コース料理 6,600円〜
メニュー内容、
ご予算についてはご相談下
さい。

Instagram を随時更新しております
ので、
是非、
当店の雰囲気・料理をご覧
下さい。
皆様のご来店を心よりお待ち申し上
げております。

シノワ

中国菜館 Chinois大久保 ［食品部会］

全席個室の落ち着きある空間で
独創性に富んだ中華料理をご堪能ください

○ご予算に応じたコースメニューを提案致します。
２名〜40名様のお客様向けにコースメニューをご用意させて
いただきます。
当店では、
通常のコースメニューの他に、
お客様の
ご予算に合わせたメニューを提案させていただきます。
古越龍山８年を始めとする、
こだわりのドリンクメニューもご
用意致します。
広々とした個室で日常のディナーを始め、
接待、
記念日等の特
別な日に是非ご利用下さい。

このコーナーは会員の皆様にご利用いただくページです。
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品
川
→

ラゾーナ川崎プラザ

西
口

西口通り

照会先
中国菜館 Chinois大久保
代表 石黒 修
〒212-0012 幸区中幸町4-50-5 ハピネスビル３階
ＴＥＬ ０４４−２０１−８２５３
営業時間 ランチ 11：30〜15：00
ディナー 17：00〜22：00
定休日
水曜日

東
口
京
浜
急
行
線

ミューザ川崎

←
横
浜

シンフォニーホール前

JR

川
崎

←尻手駅

ミューザ通り

○お得なランチのご案内
お昼は週替わりランチセットが４種類からお選びいただけます。
当店のランチセットは999円（税込）で、
副菜・白米からデザー
トまで全てバイキング形式でご自由にご賞味いただけます。
定番
の中華から金目鯛の煮付け等、
様々な副菜をご用意してお待ち
しております。

中国菜館 Chinois大久保
通り
市電

JR 川崎駅から徒歩３分、
ラゾーナ川崎のすぐそば。
便利な立
地と落ち着きある中華料理店です。
伝統的な上海料理をベース
としながらも、
「和のテイスト」を織り交ぜた当店の品々をご賞
味ください。

幸 区

会
員
ひ
ろ
ば
代表取締役社長

梅原 英毅

お召し上がり方
１包（8g）を約200ml の水
に溶かして透明になりまし
たらお飲み下さい。よく冷
やすと更に美味しくいただ
けます。
※お体に合わないと感じら
れたら、ご使用をおやめ
ください。

アイエフシー
（株）［卸売業分科会］

水にすぐ溶ける、
手軽に飲める
プロテイン
「ペプトレックス」
当社では、
化学薬品原料の輸入、
合成樹脂を使用した医

中原区

筋肉減退防止やスキンケア等にもオススメです。

薬品機器・食品の製造販売を行っております。
その中でも、
プロアスリートにも人気の速吸速効のプ
ロテイン「ペプトレックス」は高齢者の方の栄養補充にも
おすすめです。
速吸速効のプロテイン ペプトレックス
「PeptoLex 」
ペプトレックスに含まれるカゼインペプチドは、酵素

ご購入は、
当社ホームページ・
関東労災病院の売店、
またはアマゾンにて
ご注文ください。

のプロアテーゼで牛乳由来のカゼインタンパクをすぐに
吸収される形態にしたプロテインです。
また、
カゼインペ
プチド中のアミノ酸はバリン・ロイシン・チロシン・プロ
リンなど約20種類で高い栄養価を保持しております。
味は現代若者に人気があるカシス味で、
水にすぐ溶け
るため、
運動直前・運動中にはもちろん個包装でいつでも

照会先
アイエフシー株式会社
代表取締役社長 梅原 英毅
〒211-0034 中原区井田中ノ町14-40
ＴＥＬ ０４４−７４１−３２７１
ＵＲＬ http://www.ifcc.co.jp/

手軽に飲めます。

掲載ご希望の方は企画広報部 TEL 044-211-4112 まで、
ご連絡ください。
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見える満足感、
聴こえる満足感・
・
・
・！
皆様の満足を大切にしております

員
ひ
ろ
ば

▲ 栄友堂 たまプラーザ店
認定眼鏡士、
補聴器技能者 在籍
メガネ・補聴器・コンタクト

栄友堂 野川店

メガネ・時計・貴金属

（有）
栄友堂 ［小売業分科会］
メガネ・時計・補聴器

宮前区

良いものを、
より安く
眼鏡・補聴器を取り扱い58 年目。
毎日使用するものだから
こそ、
お客様に寄り添い、
手間暇を掛けて、
オーダーメイドの
目・耳に疲れを感じさせないメガネ・補聴器のご提供致します。
勿論、
アフターサービスもお任せ下さい。
たまプラーザ店 リニューアルオープンのお知らせ
最新の聴力測定器・聴力測定室など、
機材を充実させて、
た
まプラーザ店がリニューアルオープン致しました。
デジタル
補聴器は購入した後が大切です。
ご購入後は認定眼鏡士、
補
聴器技能者が在籍しており、
アフターサービスも充実してお
ります。
まずは２週間の無料レンタルをお試し下さい。
安心と信頼のラインナップ
日本製でしっかりとフィットする機能とデザインにこだわ
った「TAYLOR WITH RESPECT」
、
アフターサポート充実
の「SEIKO」、
丈夫で長持ちな「マルマン」が特におすすめのフ
レームです。

このコーナーは会員の皆様にご利用いただくページです。
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また当店のレンズは「individualレンズ」で度数や瞳孔間距
離などとは別に、
装用条件を想定して設計を最適化していき
ます。
中近両用のテレワーク用レンズ等では目の疲れの軽減
にお役立ちいただけます。
目・耳のお悩みがございましたら、
是非ご相談下さい。
皆様
からのご連絡お待ちしております。
照会先
有限会社栄友堂
代表取締役 木村 艶子
〒216-0044 宮前区西野川2-22-40
ＴＥＬ ０４４−７７７−６７５１
営業時間 10時〜18時30分
定休日
木曜日・第三水曜日

たまプラーザ店
野川店
Googleマップ Googleマップ

栄友堂ホームページ
https://www.eiyudo.net/blank

会

鶴４周目の

47都道府県ツアー
「４」
開催中！
2023年１月まで

員
ひ
ろ
ば

拠点都市でのライブ配信も行いま
す。
その会場ならではの熱気やパフ
ォーマンスをお楽しみください。ま
た、
メンバーが現地を散策する特典
映像も…。

森田レーベルマネージャー
（右から2人目）

Sou l Mate Record ［サービス業部会］

イベント企画から制作・運営、
全てお任せください

麻生区

ゲゲゲの鬼太郎のエンディングテーマや映画「アフロ田
中」の主題歌などでお馴染みのロックバンド 鶴 のレコー

所属アーティスト

ドレーベルとしてSoul Mate Recordを2014年に立ち上げ

鶴

ました。

シンガロンパレード

都内老舗ライブハウスの店長と出演バンドから始まった
関係はいつしか無くてはならない絆に…。
今では所属アー

(http://afrock.jp/)
(http://singalongparade.com/)

市川セカイ

ティストも増え、
アーティストのマネジメント、
音源制作か

(https://www.ichikawasekai.com/)

らファンクラブ運営、
グッズ制作販売、
コンサート・イベン
ト企画制作運営や配信事業なども行っております。
現在は大規模音楽イベントから町おこしイベントまで、
規模の大小にかかわらず企画・運営のご依頼も多く、
全国を
飛び回っております。
当社の強みは、
高い企画力とフットワークの良さです。
音
響等機材一式も自前で揃えており、
操作なども当社スタッ
フが行いますので無駄な費用が掛かりません。
一度お問合
せください。

照会先
Soul Mate Record
レーベルマネージャー 森田 和人
〒215-0003
麻生区高石6-4-3 ミュージアム・コンド・百合ケ丘103
ＴＥＬ ０４４−４４０−４０１８
E-mail moritanian@mac.com
□Soul Mate Record インターネッツ支部（有料）
ＵＲＬ https://lounge.dmm.com/detail/2674/

掲載ご希望の方は企画広報部 TEL 044-211-4112 まで、
ご連絡ください。
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連載

商店街の動きから
今を読み解く
中小企業診断士・当所専門相談員

為崎 緑

本年１月に、
「かながわ商店街大賞」
（実施：かながわ商店街大賞実行委員会）の表彰式が行われ、
大賞１商店街、
優秀
賞２商店街、
特別賞３商店街が表彰を受けました。
これら商店街の受賞理由から、
今の時代に求められていることを読
み解いてみたいと思います。

●結束してコロナ禍に地道に継続的に向き合っていく
大賞を受賞した横浜市内の商店街では、
次亜塩素酸の散布など、
街内を清掃・消毒する「コロナバスターズ」を結成し、
毎週金曜日の活動を継続してきています。
コロナ禍の完全収束が見通せない中では、
腰を据えて地道な対策を継続し
ていくことが大切です。
また特別賞を受賞した伊勢原市内の商店街でも、
会員店がコロナ対策になかなか手を付けら
れない中で、
商店街組織が一括してコロナ対応のための備品等の無償貸出の申請や、
マスクや消毒用アルコール等の
無償配布、
キャッシュレス決済導入の支援等を行っています。
単体事業者での取組みが困難な時にも、
地域内や同業種
で結束することで突破できることがあります。

●新たな生活様式に対応した実施方式を見出す
優秀賞を受賞した相模原市内の商店街では、
駅構内や街内の街路灯など、
至るところに会員店のちょっとした情報
をPOPで掲示する「つぶやき大作戦」
という紙ベースでの情報発信をしつつ、
商店街独自のスマホアプリでの発信も行
っています。
また特別賞を受賞した川崎市内の「鹿島田商店会」でも、
コロナ禍により集客型のイベントが開催出来なく
なった中でも歩みを止めず、
オンラインを活用した非接触型でのクイズやコンテストを実施し、
令和３年度にはリアル
とオンラインの「ハイブリッド方式」での取組みを推進しています。
コロナ後に変化した生活様式は、
今後も元に戻るの
ではなく、
ある程度定着していくことが見込まれます。
従来方式にこだわり、
コロナ禍が過ぎるのを待つだけではなく、
新たな生活様式に対応できる方式を見出していくことが必要です。

●地域資源を有効に活用し、
地域とつながる
優秀賞を受賞した相模原市内のもう１つの商店街では、
地域内にある寺社を商店街で運営管理する協定を結ぶとと
もに、
街区内のいろいろな場所に七福神を設置して、
七福神めぐりなどの参加型イベントを開催しています。
新たな魅
力を生み出したいと考えた時に、
地域内をもう一度じっくりと見直してみると、
眠っている資源に出会えることがあり
ます。
そして参加者が個々で動く七福神巡りは、
密を回避できるため、
コロナ禍の中でも実施しやすいイベントです。
ま
た特別賞を受賞した茅ヶ崎市内の商店街は、
長い街路に数少ない会員店が散在している小さな組織でありながら、
自
治会や地域内のサークル、
施設等と連携を図り、
地域を巻き込むことで数多くの取組みを展開しています。地域との
つながり力 も、
事業を進める大きな原動力となります。
これらの詳細はネット上で公開されていますので、
関心のある方はご覧になって下さい。
困難な状況の中で、
なかな
か起死回生の策は見出しにくくなっていますが、
一歩一歩着実に歩を進めていきたいものです。

あ な た の 企 業 を サ ポ ー ト し ま す ！

経 営 相 談 の ご 案 内［経営相談のご案内］
当所経営指導員や専門相談員（弁護士・税理士・中小企業診断士他）が、経営に関する
悩み・ご相談にお応えします。お近くの本部・支所までお気軽にご相談ください！
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このコーナーは、
「儲かる！商
売に役立つ ワンポイント」と
題し、商売に役立つヒント、便
利な情報・制度などをご紹介
してまいります。
日々のご商売
に、
ぜひお役立てください。

情 報 NOW
ＩＴを
事例からひも解く

ＩＴ経営マガジン「ＣＯＭＰＡＳＳ」編集長

石原 由美子

業界独特の業務は、専用ツールで乗り越える
件を抽出し整理。
＜事例会社紹介＞

これをもとに、
ＩＴ導入補助金が適用できる賃貸管

株式会社フラッグコーポレイション

理ツール２サービスを候補に。
ＩＴベンダーから説明

広島県東広島市西条下見

を聞き、
デモを見て、
クラウド型の不動産管理サービ

設立：１９９５年

ス「賃貸革命」
（日本情報クリエイト社）に決定した。
無

従業員数：２人

事に補助金の採択を受け、
導入が実現した。

事業内容：不動産業
（賃貸物件の運営・管理）

選定時に注意した点について担当ＩＴコーディネ
ータは、
次のように解説する。

広島大学のキャンパスが広がる広島県東広島市。

「２社からの提案を評価しましたが、
その際、
価格あ

この地で学生向けの賃貸住宅を運営・管理しているの

りきではなく、
活用イメージが合うかを意識してもら

が、
フラッグコーポレイションである。
自社所有物件

いました。
また、
豪雨災害の際、
オフィスの入口まで水

が５棟ある。

が来た経験をしていますので、
社内にサーバーを置か

不動産の賃貸業務においては、
物件・部屋の基本情

ずに運用できるクラウド型をお勧めしました」

報、
修繕・リノベーション記録、
借り手側の顧客情報な

本格的な効率化はこれからだが、
「バラバラだった

ど、
多数の情報を扱う。
物件数が増えるにつれ管理す

情報がひもづけされ、
必要な情報をすぐに呼び出せ

る情報量は膨大になってきた。
学生の入退去が集中す

るので便利です」
と片山氏は笑顔で話す。

る１〜３月は業務が特に煩雑になる。
総務・管理部部長の片山慎治氏は、
これらを分野ご
とにＥｘｃｅｌで管理してきた。
「内容ごとにファイルを開いていく手間があり、
ま
た、
Ｅｘｃｅｌの構造を知らないとうまく使えません。

今後、
物件数が増えても人を増やさずに対応でき
る見込みが立ってきたという。
「システムを使いこなして時間に余裕を持たせ、
入居
者さんへのサービスの充実や次の展開への準備も進
めていきたい」
（片山氏）
とのことである。

これではもし、
新しい担当者が入っても、
業務に慣れる
まで時間を要してしまうでしょう」
例えば顧客名から部屋情報が見られる、
「すぐ取り
出せるカルテ」
のようなシステムがあると便利だ。
片山氏は東広島商工会議所で開催されたＩＴ活用・

・ＩＴツール自体を「もっとフィットするもの」に置き
換えていく姿勢が大切です。

ＩＴ導入補助金のセミナーに参加。
その後、
商工会議

・業界独自の業務がある場合は、
業種に特化したＩＴ

所の勧めもあり、
ＩＴコーディネータによる個別支援

ツールを探すことがお勧め。

を活用した。

・ツール選びには専門家のアドバイスもうまく活用し

アドバイスを受けながら、
システムに求める要
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ましょう。

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員

渡辺 和博

「ちびだら消費」
と
「ヘルシースナッキング市場」
コンビニ発のヒット商品や新しいカテゴリーの商品は
たくさんありますが、
最近、
私が面白いと思うのが、
ちぎり
パンや小分けパンです。
パンが最初から小分けにできるよ
うに、
小さく区切ってあったり、
小さいサイズのパンやパ
イが一つの袋に複数個入っていたりするものです。
この「小分けができる」
「ちぎれる」など一度に食べきら
ないことが前提の食品にはいくつかの特徴があります。
（１）おなかの空き具合に合わせて適量ずつ消費できる、
（２）
いざとなれば複数人でシェアできる、
（３）
ちぎるとい
う行為がちょっとした快感もあり気分転換になる、
といっ
たことです。
一度に消費しないで、
少しずつちびちびと取るというス
タイルは、
ペットボトルのお茶の登場で、
飲料の分野では
大きなトレンドになり、
一気に定着しました。
コーヒー系飲
料もペットボトル入りやふた付きの缶に入ったものが登
場してヒットしました。
飲料業界でいう「ちびだら飲み」で
すが、
単に容器の形状が変わっただけでなく、
飲用シーン
そのものに変化をもたらしました。
食卓や居間、
カフェな
どの店舗で急須やカップを使うのが当たり前だったお茶
を、
オフィスの机の上や、
アウトドアなどでも楽しめるよう
に大きく広げました。
食べ物やスナックも食事の際に一度にたくさん食べる
のではなく、
間食を効果的に取り入れて食事の回数を増や
すスタイルは「ヘルシースナッキング」と呼ばれ、
ダイエッ
トに有効として注目されています。
一般に、
間食すると太る

と考えられていますが、
一日に摂取する総カロリーを増や
さずに食事の回数を増やして、
強い空腹感をつくらないよ
うにすると、
かえって太りにくくなるという研究結果が出
ています。
このためヘルシースナッキングは、
ダイエット法の一種
として数年前から米国で流行していました。
国内でも外食
の自粛や在宅テレワークの普及などで、
自宅で食事を取る
ことが増え、
ここにきて再び注目を集めています。
小腹が空いたらカロリー控えめで血糖値が急上昇しに
くいおやつを取り、
可能ならば、
同時にビタミンやミネラ
ル、
食物繊維、
タンパク質などを補給できれば一石二鳥で
す。
米国ではナッツやドライフルーツがヘルシースナッキ
ングの代表的な食品とされています。
国内でもさまざまな
食品メーカーがこのジャンルを狙って機能性を加えたクッ
キーやチョコレートなどの商品を発売しています。
しかし、
まだ開拓の余地はあり、
これから大きくなる分野だと私は
見ています。
全国各地の道の駅や産直売り場をのぞくと、
ドライフル
ーツや米粉を使ったスナック、
干し芋、
あるいは海産物の
干物など、
うまく原材料や加工法、
パッケージなどを工夫
すれば、
ヘルシースナッキングにぴったり、
と思える商品
がたくさんあります。
良質の乳製品や豆類、
雑穀類などの
素材もうまく生かせる分野だと思います。
商品を出してい
る大手食品メーカーだけでなく、
地方の中小企業も特徴あ
る商品づくりができそうに感じます。

広告募集中
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ぶらり旅

ぶらり旅

Vol.88

Vol.119

大迫力の観光放水と
初夏の林道ハイク

観光放水再開、ダムカレー、早戸川林道等
神奈川県相模原市

宮ヶ瀬ダム

❶

❷

❸

高さ156m、
長さ400m。
コンクリートの要
塞のようにそびえ立つ宮ヶ瀬ダム。その真下
に立っています。
轟音とともに、
観光放水が始
まりました。
みるみる太さを増す二本の水流。
高さは100mを超え、
放水量は実に毎秒30ト
ン。
数秒のうちに25mプールが一杯になる勢
いです。頭上に降りかかる水しぶき。初夏の
日差しを浴びて、
見事な虹を描き出しました。
その圧倒的質量と躍動感。数年ぶりの再開
に、
見守るギャラリーも興奮を隠せません。
今回のぶらり旅は、神奈川県相模原市の
宮ヶ瀬ダム周辺を訪れました。中津川をせき
止めた、首都圏最大級のダムとして2000年
に完成。神奈川県の9割が利用する水がめと
して活用されています。湖岸の美しい景観を
活かした観光スポットとして整備されており、
昨今のダムブームの中、
人気を誇っています。
ダム観光の目玉は、
2002年から始まった、
観光放水です。大型ダムでありながら、放水
口のすぐ真下まで近づける構造のため、迫力
早戸川
林道
松茸山
413

宮ヶ瀬ダム

宮ヶ瀬湖

514

金沢 宮ヶ瀬
林道 水の郷
早戸川
国際 70
マス釣場

しん び じゅんれい

412

中津川

129

64
60

相模川

大吊り橋

❹

16

県立
あいかわ公園

246

本厚木駅

64

高速

東名

小
厚木IC

田

急

線

は全国でも屈指。
コロナ対策のため中断され
ていましたが、
現在は無事再開されています。
自然派の方には、湖畔から伸びる早戸川
林道のハイキングがおすすめです。延べ４キ
ロの舗装路は車両進入禁止となっており、
安
心手軽に自然散策を楽しめます。バードウォ
ッチングのメッカとしても知られ、初夏の緑
に夏鳥の声が響く渓谷は、
心が洗われる美し
さです。やや険しい金沢林道、完全な山道の
松茸山コースも隣接しており、本格派の方に
も満足していただけます。
「ダムカレー」をご存知でしょうか。ライス
をダム、ルーを湖水に見立てた、ユニークな
カレーライスです。ダムブームに乗り、現在
は全国190以上のダムで
提供されています。ここ
宮ヶ瀬ダムでも2店舗が
提供中。その美味しさは、
ダムマニアの間でも大人
気です。
アクセス 〈電車〉川崎駅→JR南武線→登戸駅→小
田急線→本厚木駅→神奈川中央バス→宮ヶ瀬バス
停 〈自動車〉東名川崎IC→東名厚木IC→国道129
号→国道412号→県道514号
キャプション ①：宮ヶ瀬ダム観光放水。
当面は㈬及び
第2・4㈮、平日のみの開催。②：大つり橋。全長３１５
ｍ、
日本最大級の歩行者用つり橋。
③：早戸川林道に
響く、
日本三鳴鳥オオルリの歌声。
（気候等により、
ヤ
マビル等の害虫が出ることがあります。虫よけや長
袖等の対策をお願いします。
）
④：宮ヶ瀬ダムカレー。
ソーセージを引き抜くと、
カレールーの放水が始ま
ります。 文末：林道でニホンザルの群れに出会いま
した。
（愛川町観光協会事務局：☎０４６-２８５-２１１１）
。

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、
各所の営業形態が変更される可能性があります。
ご確認下さい。

審美巡礼（解説：廣川 守 公益財団法人泉屋博古館 館長）、日帰りぶらり旅（文・撮影：成瀬大志） 提供：

株式会社 アサヒプリンティング

