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【編集発行】

茅ヶ崎市経済部雇用労働課

年3回発行（6月・10月・1月）

令和４年度 茅ヶ崎市技能者表彰 表彰者一覧
○技能功労者：卓越した技能を持ち、後進の模範となる指導的立場として業界に功績がある者

○優秀技能者：優秀な技能を持ち、技術的立場として模範となっている者

○青年優秀技能者：優れた技能を有し、将来その職種発展の中心人物として期待される者

小川 昭（とび職：鳶昭）
鈴木 基義（自動車整備士：有限会社鈴木小型自動車商会）
日浅 貴資（配管工：株式会社伸東工業）

飯島 通弘（内装仕上工：有限会社ユナイト）
柿沢 昭（調理人：七厘）
木谷 和史（さく井工：株式会社井戸屋）
佐藤 圭太（理容師：バーバーサトウ）
篠野 貢（内装仕上工：有限会社建創社）
永田 慎司（自動車整備士：株式会社昭和輪業）
橋田 龍一（塗装工：橋田塗装）
秦 英和（とび職：株式会社コウケン）
藤巻 智（理容師：ヘアーサロンフジマキ）
松風 奈実（バーテンダー：BAR BREEZE）
松﨑 昭広（ガラス装着工：湘南渡邉株式会社）
山浦 幸史（とび職：株式会社安部架設興業）
山田 康一朗（建築大工：有限会社はなぶさ建設）

大久保 槙一郎（調理人：らーめん達）
太田 涼成（塗装工：ツキノワ）

技能者表彰特集 己の技能・技術を磨き、職を通して経済を発展させる
各業界のプロ ～“Ａｒｔｉｓａｎ”(＝匠) ～

茅ヶ崎市議会の議場で行われた技能者表彰式（写真は市長の挨拶）

「皆様のように一つの技に秀でた匠を英語で“Artisan”と呼びます。
Artisan（=匠）はArtist（=芸術家）と同格に称される技術を持った
方々であり、海外では確固たる地位がある。本日の表彰式を皮切り
に、切磋琢磨していただき、茅ヶ崎市内の技術・技能を上げていただ
くことを心からお願いしたい。」 （市長の挨拶より一部抜粋）

茅ヶ崎市議会の議場で行われた技能者表彰式
（写真は出席者と市長・副市長との記念撮影）

（敬称略）



技能者表彰特集
インタビュー

座右の銘

色々な先輩方を見てきたので、経験を積んでも謙虚
にいないといけないなと思っています。

正直、まだ実感がないです。
表彰していただき「ありが
とうございます」という気
持ちです。

調理人とは、直接「ありがとう」と言ってもらえる数少ない仕事

受賞しての率直な感想

【らーめん達】茅ヶ崎市共恵一丁目５－２８ 電話：０４６７-５７-３５３９

調理人とは

直接「ありがとう」
と言ってもらえる数
少ない仕事だと感じ
ています。

調理人を始めたきっかけ
元々ラーメンが好きだったので、学生時代にアルバイト
をしていたのがきっかけです。ＩＴ関係の営業職だった
サラリーマン時代に、今の社長から「良かったら戻って
くるか」と言っていただいたので転職しました。

仕事をする上で大事にしていること

自分の仕事周りと水回りを意識して綺麗にするよう
にしています。また、自分が食べたいと思えるもの
をお客様に出したいと思って仕事をしています。

今まで一番嬉しかったこと

コロナ禍前に来てくれていたお客様が「久しぶりに
来たよ」と、ご自身が外食出来るようになった時に、
うちを選んでご来店くださったことです。

今まで一番大変だったこと
夜営業の店舗なので、泥酔の方を対応するのは慣れ
るまで苦労しました。

これだけは誰にも負けないこと

ラーメンを好きな気持ちは誰にも負けません。つくる立
場でもありますが、食べることも大好きです。

この仕事をしていて１番の「やりがい」
直接「ありがとう」と言ってもらえることです。あとは
やっぱりベストなスープが出来た時はやりがいを感じま
す。毎日同じところで同じ食材を仕入れていても、全く
同じものはない。食材は生き物なので、毎回サイズ等も
異なります。食材を見ながら調整し、つくっています。

今後について

将来は独立出来たらと考えています。地元に根付いた
ローカルな感じで、常連さんが集うようなお店を自分が
提供出来たらなと思っています。飲みながらも“〆”を
ラーメン屋のクオリティで出せるような、１軒で全てを
完結出来るお店をやりたいですね。

１日のスケジュール

15：00 起床・食事

17：00

18：00

4：00

5：00

8：00

9：00

出勤・オープン準備

営業開始

閉店作業

翌日の仕込み

帰宅・食事

就寝

7：00 退勤

～

空いた時間に食事

調理人：らーめん達

大久保 槙一郎 さん

令和４年度青年優秀技能者

店長

「実るほど頭が下がる稲穂かな」

取材協力：湘南ラーメン会



座右の銘

今の仕事を続け、もう５年の月日が経っていることに
驚きました。

塗装工とは、「学びを得ながら成長を実感できる」楽しい仕事

受賞しての率直な感想

塗装工とは

技術職ということもあり、毎日学びを得ながら成長を
実感できる楽しい仕事だと思います。

塗装工を始めたきっかけ
もともと、技術職に興味があり、知り合いに相談した
ところ、たまたま塗装工をしている職人さんを紹介し
てもらったのがきっかけです。

仕事をする上で大事にしていること

お客様に満足していただくという意味では接客業でも
あるので、コミュニケーションを大事にしています。

今まで一番嬉しかったこと
かなり手間がかかり、難しいと思った仕事を、完璧だと
思える仕上がりにし、お客様から絶賛された時です。

今まで一番大変だったこと

人ひとりがギリギリ入れるスペースで塗装をしたことで
す。骨が折れるかと思いました。

これだけは誰にも負けないこと
指定された色と限りなく近い色に塗料で調色できること
です。

この仕事をしていて１番の「やりがい」
お客様に喜んでもらえることが１番のやりがいです。あ
とは、一緒に仕事をしている職人さんから仕上がりを褒
められる時が成長を実感でき、やりがいを感じられます。

今後について

これと言って大きなものは無いのですが、将来的には
周りの職人から頼られるような存在になりたいです。

私は、何事にしろ慎重に行動するよう心掛けています。
たまに、石橋を叩きすぎて崩れ、失敗するのがネック
です。

１日のスケジュール

7：00 起床

7：30

8：30

12：00

13：00

17：30

18：30

置場で必要な道具を準備

現場到着

お客様に挨拶

作業開始

昼食

作業再開

片付け、現場を出る

帰宅後、飼っている鳥を放鳥

19：30

21：00

23：00

夕食

映画・ドラマを鑑賞

就寝

塗装工：ツキノワ

代表 太田 涼成 さん

令和４年度青年優秀技能者

技能者表彰特集
インタビュー

「石橋を叩いて渡る」

取材協力：神奈川県建設労連湘南建設組合茅ヶ崎支部



勤労市民会館の講座
受講料無料で就職活動に役立つ講座が目白押し！

働き方・雇用延長・生き方などライフプランを設計する要
素をしっかりと学びます。

講師：小林みのりさん
（勤労市民会館キャリアカウンセラー）

不安を抱える中高年世代の方々へ

50歳前後から、第2の人生・働き方を考える

🕐 11月5日（土）10:00～12:00

職場でのコミュニケーションにお悩みの方必見！プライベー
トでもすぐに使える「話の聴き方・伝え方」を学びます。

講師：一ノ瀬史子さん
（NPO日本キャリア・コンサルタント協会）

コミュニケーション能力UPセミナー

職場での「聴く力」と「伝える力」を鍛えよう

🕐 11月19日（土）10:00～12:00

やりたいこと・なりたい姿から、「自分で自分の未来」を描く
ために、近年注目のキャリアの考え方を学びます。

講師：花田順一さん
（勤労市民会館キャリアカウンセラー）

オリジナルの未来を描く

自分の未来デザイン講座／ワーク付き！

🕐 11月12日（土）10:00～12:00

自分自身を見つめ直し、自分の性格、自分の考えを整
理し、自分に合った『適職』を見つけるヒントを学びます。

講師：田中文子さん
（勤労市民会館キャリアカウンセラー）

就職活動必須4科目強化講座① 「自己理解」拡大版!

自分自身を理解して適職を探す

🕐 11月26日（土）10:00～12:00

就活を始める方へ！

実践的！少人数指導！採用への近道！

就職活動必須4科目講座

🕐 毎月第2・第4火曜日
1. 10:00～11:00／自己理解（カードワークで “強み” を確認・自覚）
2. 11:15～12:15／仕事の探し方（業界・会社・職種の理解、検索手段）
3. 13:15～14:15／応募書類の書き方（履歴書、職務経歴書、自己PR）
4. 14:30～15:30／面接の受け方（講義と実践）

早期の就職を目指して、就職活動に関わる4つの基本を学ぶ講座です。
1科目3人の少人数制指導で、1講座から、まとめて4講座でも受講が可能です。
就職を目指して一緒に頑張ってみませんか？

講師：田中文子さん（勤労市民会館キャリアカウンセラー）

詳細はHPへ！

まずは

コチラから！



茅ヶ崎市
勤労市民会館

ヤマダデンキ
LABI LIFE
SELECT 茅ヶ崎

イトーヨーカドー
茅ヶ崎店

JAさがみ
茅ヶ崎支店

東横INN湘南
茅ヶ崎駅北口

三菱UFJ銀行
茅ヶ崎支店

みずほ銀行
茅ヶ崎支店

茅ヶ崎
郵便局

ワークライフバランスの実現に向けた取り組みや、年金、
社会保険等について学びます。

講師：三角桂子さん
（社会保険労務士／ファイナンシャルプランナー）

～ワークライフバランスの実現に向けて～

多様な働き方から年金まで

🕐 12月3日（土）10:00～12:00

メンタルヘルスの基礎知識を持ち、自分自身でストレスを
軽減し対処する方法を学びます。

講師：片山俊子さん
（NPO日本キャリア・コンサルタント協会）

メンタルヘルス予防セミナー

心の健康は自分で守る

🕐 12月17日（土）10:00～12:00

自己理解後、それに従い自分にあった仕事、やりたい仕
事、できる仕事など『適職』を見つける方法を学びます。

講師：花田順一さん
（勤労市民会館キャリアカウンセラー）

就活必須4科目強化講座② 「仕事の探し方」拡大版!

自分に合う・自分がやりたい仕事の探し方

🕐 12月10日（土）10:00～12:00

ちがさき就職サポートコーナー

就職活動って何していいかわからない！という
方にもおすすめです。

キャリアカウンセラーが就職・転職についてのア
ドバイスだけでなく、職業訓練校や労働基準
監督署など、他機関への紹介も行っています。

🏢 勤労市民会館2Ｆ 特設ブース

🕒 平日10:00～12:00、
13:00～16:00 (1人30分)

就職活動で迷ったら
まずはコチラへ！

定員に達する講座も増えています。

お申し込みはお早めに！

【お問合せ・お申込先】 茅ヶ崎市勤労市民会館

☎ 0467（88）1331

勤労市民会館HPからWEB申込もできます。

💻 https://www.chigasaki-kinro.jp

勤労市民会館ではキャリアコンサルタントの国家資

格を持つカウンセラーが就職相談できめ細やかな

アドバイスを行っています。

お困りの際は『勤労市民会館』へお越しください！

茅ヶ崎
商工会議所



最低賃金
詳細は特設
HPをチェック！

神奈川県最低賃金

1,071 円
令和４年10月1日より

31円
ＵＰ！

お知らせ

詳細はHPをチェック！ しおかぜ湘南

“しおかぜ湘南”は 中小企業・個人事業主の

ための福利厚生サービスです。

宿泊補助、健康診断補助、アミューズメント

施設等割引 など盛りだくさん！

お問い合わせ・資料請求等は👉 ☎ 0466-50-3900

ワンコインで充実の福利厚生

加入者特典

加入人数 1～9人まで

２ヶ月分会費無料！
加入人数 10人以上で

４ヶ月分会費無料！

「手に、職。」が
未来を変える。

事業主の皆様へ

労働保険の 注目！

一人でも雇ったら、労働保険（労災保険・雇用保
険）の加入手続きが必要です。

育児・介護休業法の改正により、さらに男性の育児
休業が取得しやすくなりました。

パパも育休。

令和４年10月1日より「産後パパ育休」制度を創設

かなテク イクメンプロジェクト入校等の情報は
HPをチェック！

詳細は特設
HPをチェック！

加入手続き
忘れてはいませんか？

労働保険
詳細は特設
HPをチェック！

ハラスメント対策

12月6日(火) 18:00～20:00
茅ヶ崎市勤労市民会館

ハラスメントに関する基礎知識を再確認すると

ともに、ハラスメントの予防と対処法について

わかりやすく解説します。

【対象】 人事労務担当の方や労働者の方など、どなたでも

【お申し込み・お問い合わせ】 ※予約制先着30名

アルバイト・パートを含む全ての労働者と使用者に
適用されます。

かなテクカレッジ（県立総合職業技術校）は、就職に
つながるスキルを身につけ、就職を目指す施設です。

神奈川県・茅ヶ崎市共催 無料労働講座

神奈川県かながわ労働センター湘南支所

☎ 0463-22-2711（代）

職場の

（成蹊大学法学部教授）

6階Ａ研修室 講師：原昌登さん


