
　市では、商業の振興や地域の活性化を図るための事業を
支援しています。「茅ヶ崎で何かやりたい！」「茅ヶ崎を面白くし
たい！」、そんな熱き思いを持つ事業者が、アイデア×行動力
で商売の飛躍と、まちの元気を次々と実現しています。

　【産業振興課商工業振興担当】

事業者、大募集！

　主催  茅ヶ崎銀座商興会、博進会

　商店会内の駐車場にブースを出し、授業の
一環として、梅田小学校の６年生１クラスの
児童と商品を販売。

出張エメロード
～Legend of Emeroad～

主催  茅ヶ崎ストーリーマルシェ実行委員会　

　東海岸南で隔月開催。コンセプトは、「心と体が
喜ぶ、小さな朝市」。地元を愛する職人たちが、こ
だわりの品で集結。

ストーリーマルシェ

　地元の小学校なので、お店を知ってくれて
いる子どもが多くてうれしいですね。普段の
仕事と違った「楽しさ」があります。子どもと接することも楽しいし、
子どもたちが楽しそうに、一生懸命販売している姿を見るのも楽しい！
　「人とまちとのつながり」「まちの盛り上がり」を実感できました。こ
れからも毎年続けていきたいです。

　この地域はお祭りやイベントが少なく、住民の
方々から毎月開催してほしいという声が！出店し

てくれた店舗からも、イベントを通して連携したり、新しい顧客をつか
んだなど、うれしい話を聞いています。
　場所にこだわらず、何かをやりたいという想いの人がいれば、集まっ
てやってみればいい。横の結びつきは、いざという時の助け合いにつな
がります。
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青木さん（松尾建設㈱）

主催  茅ヶ崎飲食店組合　　　　　　　　　

　市内飲食店25店舗が出店し、例年3月の最
終土・日曜日に中央公園で開催。来場者は約
2000人を数える。

茅ヶ崎さくら祭り
チームで盛りアゲル 茅ヶ崎商店街にぎわい創出事業 　商店会や商業者団体といった「チーム」の商業振興事業を応援。実施団体からの事業計画を基

に市が審査し、認定事業には最大80万円、最長3年間の補助を行っています（昨年度は16事業を認定）。

ワッショイ
茅ヶ崎

＊産業連携啓発事業がきっかけ
で誕生

• ぶどうシャーベット 

• バジル＆
パインシャーベット

• 酒粕アイス＊

• 豆乳アイス＊

• 生チョコアイス　　• チャイアイス

• トマトシャーベット＊

コラボしてきましたGARA
湘南ル・ショコラ

Bunzoo

大豆屋

熊澤酒造

茶商小林園

ひらまき園

プレンティーズ・長谷川さん

酒粕アイスにつながる出会い

豆乳アイスのヒントが

トマトの甘さに、ひらめいた！

• 茶山アイス
さざん

● H18.3.27　地産地消について
地場食材を使った共作料理や、生原酒の試
飲など

● H19.2.22　茅ヶ崎の産業について
地場野菜や魚を市内レストランが調理

● H20.3.18　地域特産品開発のポイント
㈲大豆屋の豆腐
などが登場

● H21.3.25　畑にいこう
石井農園、伊右衛門
農園を見学、試食

● H22.3.16　茅ヶ崎食材を見に行こう！
㈲岡本畜産、㈱茅ヶ崎丸大魚市場へ。タゲリ
米、えぼしワカメなどを試食

● H25.2.13～　茅ヶ崎産規格外米の新メニュー・
新商品を開発してくれる事業者募集！
規格外米を使った新メニューや商品の開発。
一部店舗で実験販売

参加したよ参加したよ参加したよ

石井農園
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オリジナル自転車がオススメ！ カ
スタマイズもできる自転車屋です。
この商店会は、若い店主のお店も
どんどんオープンしています！

経験年数28年のベテラン
トリマーが対応する、ペット
美容室。
街路灯にバナーも取り付け
たんですよ。

朝6時30分から本格的なエスプ
レッソを楽しんでいただけます。
海までの散歩の途中に、ぜひお
立ち寄りください

「丁寧」と「ゆと
りあるくつろぎ」
が好きなお客さ
まの多い美容室
です。
いろいろなお店
が ある商 店 会
なので、お気に
入りのお店を見
つけてください

どんな質問にも丁寧
にお応えします。
今年から新たにハロ
ウィーンイベントも計
画中！ ぜひ来てね！

季節のお花をそろえているお花屋です。
街路灯がLED電球になって明るくなっ
た商店会に、ぜひお越しください

中村薬局
中村さん
中村薬局
中村さん

ReGaR（レガル）
内山さん・高田さん・芹澤さん
ReGaR（レガル）
内山さん・高田さん・芹澤さんiki espresso　石部さん・小林さんiki espresso　石部さん・小林さんたまやたまや

キャンリー
相原さん・安藤さん
キャンリー
相原さん・安藤さん

フォーシーズン　会長遠藤さんフォーシーズン　会長遠藤さんＧＡＲＡＧＥ２５　岡田さんＧＡＲＡＧＥ２５　岡田さん

雄三通り

かわいい子ど
も乗せ自転車
がいっぱい！

ふわふわミルクの
カフェラテ、おいし
－い！ ドーナツも
買ってみよう！

｢東海岸商店会｣ 編

　今回は雄三通りに位置する東海岸商店会にやってきました。昨年末には街路
灯の LED 化が完了！ 防犯カメラも設置し、市民の方々の安全・安心につながっ
ています。【産業振興課商工業振興担当】

　新学期、新年度が始まります。
　自転車安全利用五則を家族で話
し合い、交通事故に遭わないよう
気をつけて自転車に乗りましょう。

【安全対策課安全対策担当】
【広域事業政策課国県事業担当】

交通安全教室
でおなじみ！
モン太君

の交通安全ニュース交通安全ニュースモン太君
国道１号に自転車専用レーンが
出来たよ！３月14日から供用し
ているから、みんな安全運転
で左側のレーンを走ってね！

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　夜間はライトを点灯
　 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用

自転車安全利用五則

　おいしい食べ物を提供し、ちらしを配布。店舗
への集客につなげています。観光協会とも連携

し、組合内部の交流も図れているのは、このイベントがあるから。全員
が個人商店主で、スケジュール合わせが難しい中での連携ですが、成果
を実感しています。この春は音楽やスケボー、ゲーム大会も計画し、新
しい「つながり」に期待！ （取材日 2月25日）

加納さん（加納食堂）

区間＝新栄町交差点～鳥井戸橋

　事業者に茅ヶ崎産を取り入れることのメリットを感じてもらうため、産業振興課と農業水産課はこれまでに交流会＆ツアーなどを7回開催。ア
イスクリーム製造販売㈱プレンティーズ・長谷川さん（写真・右）は、「出身が茅ヶ崎ではないので、地域と交流を持ちたい」と、ほぼ毎回参加。
　上の写真は、第4回「畑に行こう」で意気投合した石井農園の石井さん（左）とコラボして生み出された「トマトシャーベット」です。トマト
嫌いな方でも食べられるよう工夫された高糖度なミニトマトを使い、今では夏のヒット作に。 
　長谷川さんは、「スムーズに商品化できたのは、生産者と事業者が直接顔を合わせ、話ができたため」「新たな地域の人間関係を構築する
突破口になった」と交流会&ツアーの成果を振り返ってくれました。
　Respect Local！ 　商品化のアイデアは地元にあり、です。

　事業者と生産者が交流する機会を創出。異業種のマッチングで、1＋1が3にも4にもなる商品が登場！「茅産茅消」、盛り上がっています。

コラボで盛りアゲル 産業連携啓発事業

主な出荷時期
4月上旬～6月中旬
春のキャベツは、生でも
おいしく食べられる甘さ
と柔らかさが売りです！

お求めは、市内の農産物販売店や直売所で（八百屋さんは「茅産茅消」の
のぼり旗が目印）。※  売り切れ等の場合はご了承ください

主な出荷時期　
5月上旬～6月中旬
 この時期の大根はやわら
か。葉っぱもおいしく食
べられますよ！

　これからの季節、茅ヶ崎では春の日差しをたくさん吸い込んだ色鮮やかな
野菜が登場します。さあ！茅ヶ崎の「おいしい」を楽しもう！

【農業水産課農業担当】

主な出荷時期
3月上旬～6月下旬
ハウス育ちの完熟トマ
ト！ゴールデンウィーク
頃が出荷のピークです。

トマト

春大根

春キャベツ

旬味わいちがさき★ 　  な情報

という方、ぜひお知らせ
ください。

お店や商品を、どんどんPRしてい
きます。

まずは、産業振興課までお電話ください。

市内の農畜水産物やイベント情報な
ども

発信していきます。

「 茅ヶ崎産を使ってる！ 興味ある！」「 茅ヶ崎産を使ってる！ 興味ある！」

募集
「 茅ヶ崎産を使ってる！ 興味ある！」「 茅ヶ崎産を使ってる！ 興味ある！」
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市ホームページから市長へ直接メールを送ることができます


