
小
島
組

ア
ー
バ
ン

敬
和
会

◆りびすた新聞に関して

　　（記事についてのお問い合わせ）

◆建築工事（保育園・高齢者施設・店舗・事務所他）

◆リフォーム（倉庫・店舗の大規模改修からキッチン・

　　お風呂・塗装他）

◆土木工事（宅地造成・アスファルト舗装・排水工事他）

◆コジマグミカンボジア（海外事業）

◆アーバンホテル（宿泊・宴会）本厚木駅徒歩５分

◆ザムロッド（スポーツジム）　

◆アーバンスパ（大浴場・サウナ・マッサージ・エステ）

◆ゴルフ（インドアゴルフ練習場）　

◆介護に関するご相談（在宅介護・介護保険制度他）　

◆高齢者生活支援施設　けいわ荘

◆特別養護老人ホーム　ユニテ　けいわ

◆ケアハウス　えがりて

◆デイサービス　えまーぶる

◆厚木市荻野地域包括支援センター

☎046－241-2011
☎046－221-9152
☎046－241-5780

☎０４６－２２２－３３４４
☎０４６－２２２－８８４４
☎０４６－２２２－８８７９
☎０４６－２２２－１２９１

◆女性専用共同住宅・シェアハウスＫ
（光ヶ丘・長谷・本厚木）

◆ＡＳＪ厚木スタジオ（全国の建築家とつくる新築住宅）

◆ケッセル
（不動産の売買・仲介・斡旋等の不動産サービス事業）

☎０４６－２２１－４５４５

☎０４６－241－7771

☎０４６－２９７－７２５０

☎０４６－223－2141

お問い合わせ

０１２０－０５－３１５９

　　この度、土蔵やたくさんの庭木・庭石といった歴史を

感じさせる大らかな敷地に、4尺の軒の出がその土地

の風格を感じさせる切妻屋根の家が完成しました。

　　お施主様と設計者様のこだわりが随所に感じられ

るこの住宅ですが、一番のこだわりはオリジナルの造作キッチン、まるで家具の

ような仕上がりとなりました。今後は造園工事が始まります。大きな槇の木

と玄関までの石畳のアプ

ローチがこの新居へのワ

クワク感を演出してくれる

ことでしょう。

厚木Ｙ邸が完成しました

木造2階建　延床面積199.93㎡
平成27年11月～平成28年7月
島川俊二様・小林幹生様
株式会社　小島組

【構造規模】
【 工 期 】
【設計監理】
【 施 工 】
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　　現在、厚木市立病院の新病院建設工事を進めています。

　　医療機能を維持させながら現地建て替えのため、大き

く2期の工期設定とし、高度な医療機能を早期に発揮する

ため、第１期工事（救急部門、手術部、ＩＣＵなど）を優先して

整備し、平成２７年１月に完成しました。

　　現在は第2期工事のＢ棟（外来、病棟）

地下1階から6階までの内装工事を施工

しています。外構工事を含めた全面完成

は平成２９年を予定しています。

　　工事期間中、安全を第一に作業を進

めてまいりますので、ご理解・ご協力をお

願いします。

１Ｆ総合ホール内装工事状況（ＨＰより）

１Ｆ総合ホール内装工事状況（ＨＰより）

　　８月２日、厚木名産品「とん漬」の老舗である「波多野商店」様の本店が元町に移転し、この度、開店いたしました。　「波多野

商店」様は、大正１２年に開業し、今年で創業９３年のとん漬の元祖。一枚板の立派な看板が目を引く、新しい店舗になりました。

　　こだわりのとん漬は、選りすぐりの豚肉ロースを使用。お味噌が黒々していますが、見た目ほど辛くなく、お肉が柔らかいの

が特徴です。とん漬以外にも、駅前店限定の「焼き豚」はすぐに売り切れてしまう人気商品です。　お近くにお立ち寄りの際

は、是非足を運んでみてください。

波多野商店・本店 完成しました！波多野商店・本店 完成しました！

鉄骨造　２Ｆ　延床面積　286.50㎡

店舗兼住宅

株式会社　小林建築事務所様

株式会社小島組

【構造規模】

【建物用途】

【 設 計 】

【 施 工 】

株式会社　波多野商店　様　／ 住所　厚木市元町６－１８

　昔、荻野村にあった山中藩で人寄せがあったそうです。ところ

が客が意外にも多かったので料理が不足し、困った揚句近く

の山からとれたシシの肉に味噌をぬり、そのまま焼いて食膳に

出したところ、四ツ足の肉を食べなかった武士たちに、意外にも好評を博したと古老の話を

先代が耳にし、これをヒントに研究して作ったのが「とん漬」です。

とん漬の由来
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・波多野商店・本店　完成
・厚木市立病院　
　新病棟建設整備中
・厚木Ｙ邸　完成

・厚木アーバンホテル
　週末バイキング
・グループニュース
・カンボジアニュース
・あつぎシネマ
・スポーツニュース
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神奈川県厚木市栄町１-２-２
TEL046-221-4545　FAX046-221-7821125

コジマホールディングス
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　　　第37回全日本クラブ女子ソフトボール選手権

では、全国のクラブチームが競い合い、各地方で

予選を突破した代表24チームが福島県いわき市

に集結し、熱戦を繰り広げました。厚木SCは初戦

シード、２回戦４-０、３回戦と準決勝はコールドで勝

利し、４年連続出場にして初の決勝戦に進出しました。４回表３番の山中、４番永井の連打で一死

一二塁の好機を掴むも得点できず１-０で惜敗しました。初の準優勝の喜びと悔しさを糧に厚木

SCはまだまだ成長していくので、応援宜しくお願いします！！

後援会員
募集中です！　
詳しくはＨＰを
ご覧ください。

サッカーを通じて子どもを大人にする

みる・きく・振り返る・チャレンジする力を

身に付け変化を楽しむ!!

TEL046-220-0506
http://www.l-sport.co.jp

　　サッカーを通して子どもから大人への変化を楽し

む。そんなサッカースクール!!　初心者や基本から

サッカーを学びたい！　人とコミュニケーションを取る

のが苦手！　チームに入っているけれどレベルアップし

て他の子と差を付けたい！　「子どもが変わる」エル

ジェイサッカースクールに体験に来てみませんか？？

年中～小学6年生

詳細はHPを
ご覧ください

見る力     聴く力
やってみる力 　  振り返る力
4つの力が身に付く

無料体験随時募集中!!

念願の決勝進出！

全日本クラブ初準優勝

▲全員で勝利を掴んだ厚木ＳＣ

大会打率トップ永井選手

▲

「厚木ＳＣ」をコジマグループは
応援しています！！

厚木と人と映画と

アミューあつぎ映画.comシネマアミューあつぎ映画.comシネマ
TEL０４６-２０６-４５４１　　http://atsugieiga.com

太陽 殿、利息でござる！

教授のおかしな妄想殺人 ロイヤル・ナイト
英国王女の秘密の外出

裸足の季節 帰ってきたヒトラー
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就活するスタッフへのエール
　　　　昨日、永田町を歩いている

と、偶然、就職活動中の学生スタ

ッフに会いました。普段、映画館で

見る快活な彼女とは異なるリクル

ートスーツの凛とした姿に、多少の驚きと「眩しさ」を感じま

した。今の就活生は私の長女と同い年。彼女たちを見てい

ると、娘を案じる父親の感情が入り交じって、何だか切な

い気持ちになります（笑）。

　当館で働く学生は本当に優秀なので、私が面接に同席

代表取締役 青山大蔵

エピソード8

して、彼らの優秀さを示すプレゼンテーションをさせて欲

しいくらいです。権利を主張する前に、必ず自分たちの義

務や責任を果たすことを考える、他者を批判することな

く建設的な意見を出す、屁理屈、言い訳する前に改善行

動を取る、そして何よりも仲間思いであること。私にはで

きないことばかりです。

　この先、思いどおりにいかないことがあって、もし自分を

責めるようなことがあったら、頼ってほしい。心からそう思

います。

9／3(土)～9／16(金)

監督：入江悠
出演：神木隆之介ほか

監督：デニズ・ガムゼ・エルギュベン
出演：ギュネシ・シェンソイほか

監督：デビッド・ベンド
出演：オリバー・マスッチほか

監督：ジュリアン・ジャロルド
出演：サラ・ガドンほか

監督：中村義洋
出演：阿部サダヲほか

監督：ウディ・アレン
出演：ホアキン・フェニックスほか

 Photo by Sabrina Lantos (C)2015 
GRAVIER PRODUCTIONS, INC

 (C)2015「太陽」製作委員会

(C)2015 CG CINEMA  VISTAMAR Filmproduktion  
UHLANDFILM- Bam Film  KINOLOGY

(C)2015 Mythos Film Produktions GmbH & 
Co. KG Constantin Film Pro

(C)GNO Productions Limited

（Ｃ）2016「殿、利息でござる！」製作委員会

9／10(土)～9／23(金)

9／10(土)～9／23(金)

9／3(土)～9／16(金)

9／3(土)～9／16(金)

9／3(土)～9／16(金)

カンボジア通信

　　6月30日、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の「中小企業海外展開支援事業

～案件化調査～」において、テスナエナジー（株）と（株）小島組共同企

業体が提案した「次世代型小型医療廃棄物焼却炉による感染症および

二次感染対策強化案件化調査」（カンボジア国）が神奈川県県央地

区の建設業としては初めて採択されました。

　　カンボジアの医療環境は、日本が長期に渡りその改善に向け支援を行っており結核対策等で成果を

上げてきましたが、決して油断できる状況にはなく、特に医療廃棄物設備の未普及や老朽化により、安全

かつ適切に医療廃棄物を処理することが困難なため、感染症及び二次感染が課題となっています。

　　テスナエナジー(株)と弊社の提案する製品は、医療用廃棄物に特化した小型焼却炉で、安定し

た高温焼却と同時に環境に配慮し、無煙・無臭化を実現しています。

　　今回の提案は、小型医療廃棄物焼却炉導入を通じた感染症防止対策に関する調査を行い、

カンボジアの病院に対し、操作が簡単な小型焼却炉を導入することで、感染症リスクの低減、衛生環

境の改善を目指します。　実

施期間は、2016年10月～

2017年5月までを予定して

います。調査結果は後日また

ご報告させていただきます。　

KOJIMAGUMI (CAMBODIA) CO., LTD 
Floor16, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd ( Coner St.232)
Phnom Penｈ, Cambodia  Tel: +855 23 964 255 【日本語対応可能】
E-mail: k-cambodia@kojimagumi-kh.com 
【または、 ㈱小島組　　　046-221-4545  担当：小林まで】

ＪＩＣＡ　中小企業海外展開支援事業
～案件化調査～にテスナエナジー(株)と(株)小島組が

提案した調査企画書が採択されました！！

小島組カンボジアへのお問い合わせ

神奈川県県央地区の建設業で初！！
～カンボジアから愛を込めて～

レストランの週末バイキング
2016年9月17日～10月30日
土日祝日のみ開催
９０分食べ放題

大人
シニア（６５歳以上）
小学生
幼児（４-６歳）
３歳以下　　　　　 無料

２,１６０円
１,９４４円
１,２９６円
１,０８０円

　　【ファミリーデー】　
９月１８日、２２日、１０月９日、３０日
　幼児、小学生は540円※割引対象外・他の割引併用不可

　大人1名につきお子様1名まで

※新館 宴会場のリニューアル！！
忘年会、同窓会、法事のご会食、謝恩会などシチュエーションに

合わせて幹事様をお手伝いいたします。

 ９月　メイ
ンはロー

ストビーフ

１０月　メ
インは牛

脂肉のス
テーキ　

レストラン プティ・ティール TEL046-223-2442
www.auhf.co.jp厚木市中町３-１４-１４厚木アーバンホテルお問い合せ

　7月28日、けいわ荘納涼祭を開催しました。

　今年は模擬店やバザー、盆踊りの他に「ケエナ　アオ　

フラ　オ　カプア」の皆様による本格的なフラダンスと、け

いわ荘スタッフによる「恋する

フォーチュンクッキー」のダンス

イベントがあり、ご利用者の皆

様も「お祭りは楽しいね♪」と、と

ても喜んでくださいました。最後

は恒例の打ち上げ花火で盛況のうちに終えることができました。

　ご家族の皆様をはじめ、地域の方々にお越し頂き、誠にありがとうご

ざいました。また、ボランティアの皆様や多くの方々のご協力を頂きな

がら無事に終えることが出来ました事、改めて厚くお礼申し上げます。

　　８月７日、あつぎ鮎まつりの早朝清掃に参加しました。

　　あつぎ鮎まつりのメインイベントである花火大会会場の相模川

河川敷には、終了後に膨大なゴミが残ることから、毎年ボランティ

アによって清掃活動が行われています。今年も早朝に集合して、

市民の方々や地元自治会・企業の方々と河川敷のゴミ拾いなどを

行いました。今後も継続して取り組んでいきたいと思います。

あつぎ鮎まつり早朝清掃に参加しました！

グループニュース

第33回けいわ荘納涼祭　御礼！
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