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■ 各種コースに単品パエリャをお付けする事も可能です（ソル・ポニエンテ）
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■木曜！ラジオ de 回覧版
■令和４年度無料個別相談会のご案内
■新入会員のご紹介
■山口東京理科大学の研究を紹介します！
ホームページをリニューアルしました！ ご活用ください

～ 商工会 議所 が未 来を変 える ！ ～

小野田商工会議所
URL: https://www.onoda-cci.or.jp

小野田商工会議所 ４月の予定
1金

～今月の表紙～

2土
3日
4月
5火
6水

ビジネスマナー研修講座 ①/創業相談（ＩＴ）

7木

常議員会・臨時議員総会/青年部役員会

8金

知財相談

9土
10 日

珠算検定

11 月

労務相談

12 火
13 水

ビジネスマナー研修講座 ②

14 木

創業相談

15 金
16 土

【ソル・ポニエンテ】
ソル・ポニエンテは、スペイン語で夕陽。
日本夕陽百選にも選ばれた美しい夕陽が
見どころの”海の見えるレストラン”です。
太陽のリフレクションが精巧に設計され
た美しい建築は、世界的建築家 隈研吾の
2001 年に作られた作品「海/フィルター」。
正面右手のレストランは、大人気の具だ
くさんパエリャをはじめ、ワインの種類も
充実。小規模パーティーや披露宴なども
可能です。
正面左手のカフェでは、オリジナルの自
家製ドリンクやスイーツ、地元食材を使った
サンドイッチ、テイクアウトではいま話題の
OMUSUBI Cake をお楽しみ頂けます。

17 日
18 月
19 火

青年部・女性会通常総会

20 水

創業相談

21 木

法律相談

22 金

創業相談

23 土
24 日
25 月

記帳税務相談

26 火

労働問題でお困りの方はありませんか
労働ほっとラインのご利用を！
県では、労働問題に精通した専門の相談員
が電話で相談に応じる労働ほっとラインを
解説しています。
賃金、労働時間、退職、解雇、セクハラ、パワ
ハラなど、労働問題各種の労働相談を電話
により承ります。
■ 電 話 083-933-3232
■ 相談員 社会保険労務士
■ 相談料 無料
■ 相談日 月～金（９時～１８時）
※ご相談はメールでも受け付けています。
roudou@pref.yamaguchi/lg.jp

27 水
28 木

労務相談

29 金

（昭和の日）

30 土

カレンダー内の個別相談について
個別相談は全て事前に予約が必要です。
ご予約等は当所にお問合せ下さい。
TEL 0836-84-4111

～今回の出演者～

ラジオで会員事業所を紹介

ソル・ポニエンテ

『木曜！ラジオ de 回覧板』
FM スマイルウェ～ブにて放送中！‐89.7MHz‐
毎月第３木曜日／１８時１５分～１９時００分

富士商㈱ 企画運営リーダー
あきやま

よし え

秋山

祥恵さん

「見た目はおむすび、中身はケーキ！？」をキ
ャッチフレーズに登場した大阪生まれの
OMUSUBI Cake は、季節限定味を含む全６種類
（ちぃず、栗、抹茶、しょこら、苺、桜…季節限定）
を販売中♪
秋山さん自身は関東旅行中に出会ったそうで、
「もう衝撃過ぎてお店に持って帰っちゃいました
～（笑）」と販売に至った経緯を話してくれまし
た。お手軽な“ワンハンドスイーツ”として人気
沸騰中の新商品をスイーツ男子がいざ食レポ！
（スイーツ男子も満面の笑顔！
今話題の新感覚スイーツを PR した秋山さん♪ 前列㊧）

しょこら担当☆和泉） 海苔と思ったらクレープ
の生地で、一瞬錯覚を起こすけど面白くて美味し
いです！（笑）

３月１７日放送の「木曜!ラジオ de 回覧板」は、
富士商㈱企画運営リーダーで、レストラン『ソ
ル・ポニエンテ』の店舗運営を担当されている、
秋山 祥恵（あきやま よしえ）さんにご出演いた
だきました。

抹茶担当☆中村） 抹茶は小豆の食感が良いアク
セントになってて大人な味 おむすびの底の部
分がパイになってて食べやすいですね～！

ソル・ポニエンテは、２００１年４月、西洋料
理レストランとして「きららビーチ焼野」にオー
プン。日本の夕陽百選にも選ばれた焼野海岸から
の夕陽を一望できる、空と海の絶景ロケーション
が魅力のお店です。
２０２０年９月にはバルを刷新したカフェ、
『海と夕陽のカフェ ソル・ポニエンテ』をリニ
ューアルオープンし、地元小野田の新しいドライ
ブスポットとしても注目を集めています。
今回の放送では、今年１月からカフェ店舗にて
販売がスタートした、今話題の新感覚スイーツ
『OMUSUBI Cake (おむすびケー
キ)』について、会議所が誇るスイ
ーツ男子 2 人（中村、和泉）による
食レポとともに、秋山さんにご紹介
カフェＱＲ
いただきました。

ご満悦な２人を横目にしてやったりの秋山さん。
「お店で企画を考える時は、お客さんが喜ぶ姿を
想像して、常に楽しいことにアンテナを張り巡ら
せてます！」と嬉しそうに話していました。
今秋には芝生エリアを使った新イベントも企画
中とのこと。今後も目が離せない元気な秋山さん
とスイーツ男子の笑顔で溢れた放送となりました。

空と海の絶景が広がるレストラン＆カフェ！
思い出も夕陽色♪『ソル・ポニエンテ』
★所 在 地
★営業時間
★定 休 日
★Ｔ Ｅ Ｌ

山陽小野田市きららビーチ焼野
ﾚｽﾄﾗﾝ）11:30～15:30、17:30～21:30
ｶﾌｪ） 11:00～18:00
毎週 月曜・火曜日
０８３６-８９-００８０

★ひとこと PR
3/24～季節限定「桜コース」登場 !
詳しくはインスタグラムから♪ ⇒ レストランＱＲ

あなたもラジオに出演してみませんか？ 自社を PR して販路を広げよう！
番組に一緒に出演し「事業の特徴」や「販売商品」
「技術」など
自社の魅力を PR することで、新たに販路を広げたい方、ぜひご出演ください！！
★番組名
★Ｍ Ｃ
★放 送

『木曜！ラジオ de 回覧板』
松原 淳子(まつばら あつこ)さん
毎月第 3 木曜 18 時 15 分～19 時

★出演の申込み・お問い合わせ先
小野田商工会議所 ☎ 0836-84-4111
本件担当 中村、平山、和泉まで♪

ご入会ありがとうございました

会議所新入会員のご紹介

※令和４年２月１６日～３月１５日までにご加入された方で、情報掲載にご了解いただいた方のみ掲載しております。
事業所名

代表者

愛染工業

重冨

ＴＥＣ（ティー・イー・シー）

業種（事業内容）

日の出４丁目 8-7

建設業

辻野 功

大字小野田 325-57

コンサルタント

中繁電気設備

森岡 典子

大字山野井 3420

電気工事

えんむすび

濱本 健吾

日の出３丁目 2-14

エステサロン

篠原 僚介

新有帆町 20-20-6

コンサルティング

宮内 与一

セメント町 5-1

焼肉店

焼肉小野田一

龍

所在地

上記以外に掲載不要希望の事業所が８件入会されています。

日本商工会議所より表彰状
～当所「新型コロナウイルス感染症ワクチンの中小企業への共同接種」事業～
中小事業者等へのワクチン接種ならびに接種機会の確保に努め、自治体接種の一段の加速化と中小事業
者等への早期接種を通じた事業継続を強力に後押し、社会経済活動の正常化に向けた環境整備に大きく貢
献したとして、日本商工会議所より商工会議所法第６条の「地区内における商工業の総合的な改善発達を
図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する」という活動目的を具現化する社会貢献事業として高く評価
され、この事業を実施した他の全国２１２商工会議所ともに表彰されました。
併せて会員増強活動による組織率向上がみられたとして、昨年に引き続いて組織強化表彰も受けました。
今後も「信頼され、役に立ち、親しみやすい、満足される商工会議所」を目指します。

会報「商工おのだ」チラシ折込サービスのご案内
当所では、会員に毎月お届けしている小野田商工会議所会報「商工おのだ」に、貴社の広告チラシを同
封し、約１，05０社の会員事業所へ配送するサービス（有料）を行なっています。事業所向けの格安で効果的
な宣伝手段としてご活用下さい。

折込１回（１枚）につき１６，５００円（税込）
※２枚目は、５，５００円（税込）。（１回２枚まで）

◇申し込みは、折込月の前月２０日まで、チラシの納品は前月２５日までにお願いします。
◆お申込み・お問合せ先

小野田商工会議所 総務（℡ 0836-84-4111）

会報の紙面をお借りして、山口東京理科大学の研究
を紹介いたします。ここで紹介する事例をはじめ、本
学の研究成果や技術にご興味がありましたら、地域

の研究を紹介します！

連携研究推進課へおたずねください。

細胞の接着環境変化を基盤として、ヒトの病気を理解する
〜 加齢性疾患に対する新規治療法の創生を目指して〜
薬学部 薬学科

病態生化学分野

准教授 伊豫田 拓也（いよだ たくや）
人体を構成する細胞は、その数およそ 60 兆と考えられています。世界の総人口は現在およ
そ 80 億弱ですから、例えるなら地球 7,000 個分の人に相当する数です。そう考えると、体内
の全細胞が「一個人・個体の成立」を共通の目的として統率の取れた行動を執ることの困難さ
は、地球１つですら紛争の絶えない現況を鑑みて想像に難くないと思います。この難問を克服
するために生命は様々な機構を発達させましたが、その１つに「細胞の接着」があります。
我々を構成している細胞の大半は、血液のように流れ出ていってしまうことがありません。
なぜなら、ほとんどの細胞は別の細胞、または細胞間に存在する「細胞外マトリックス（Extracellular Matrix ; ECM）
」に接着して存在しており、その結果として固形の多細胞体（=臓器）」
を形成しているためです。では、細胞はいかにして他者に接着するのでしょうか。細胞は各々
その表面に、我々における「手足」に相当する「接着分子」を有しており、これが他者を「掴
む」ことで、自身を他者に結びつけます。接着分子の「活性（=自分以外を掴む意思）
」は細胞
が環境に応じて調節可能ですので、ただ闇雲な接着（=凝集）に陥ることなく、集まるべき細胞
の集まった適切な「組織形成」が可能となっているのです。
一方、接着分子を介した細胞の接着は、単に「細胞を繋ぎ止める仕組み」としてのみ存在す
るのではありません。細胞は自身が適切な機能を発揮するために必要な信号を、ECM を含む他
者を掴んだ接着分子から受け取っています。つまり細胞は接着分子を介して、自身が適切な場
所に存在し、そこで機能を発揮すべきかを判断するセンサーとしても機能しているのです。
さて、皆さんは、
「コラーゲン, コンドロイチン, ヒアルロン酸」等々の名称を耳にした経験
をお持ちではないでしょうか。実はこれらは全て、ECM の構成分子です。これらの分子が適切
な割合で混ざり結びつくことで、
健常な ECM 環境が形成されています。
体内に構築される ECM
環境が永続的に維持されるものであれば良いのですが、残念ながら加齢や感染に伴って変化が
生じてしまいます。結果、時に細胞は異常な信号を ECM から受け取り、細胞機能の発現調節
が混乱し、病態の形成へと突き進むことになるのです。
単純なようで奥深い「細胞接着」ですが、当研究室では細胞の接着能を、我々の体内に存在
する分子の「一部」を用いて操る技術を有しています。本技術を用いた「細胞が ECM より受け
取る信号の改変」を種々加齢性病態の改善へと繋げるべく、学生を交えて研究を進めています。
また同時に、疾患調節の他に本技術が活用できる場がないか、日々思いを巡らせています。
【キーワード】細胞接着、加齢性疾患、がん、慢性腎疾患、動脈硬化、慢性炎症
問合せ先：山陽小野田市立山口東京理科大学 地域連携研究推進課 Tel:0836-88-4515

所報「商工おのだ」に

“広告”を出しませんか？
貴社のＰＲに、小野田商工会議所報
「商工おのだ」をご利用ください。
広告蘭（ｻｲｽﾞ縦×横）

料

金 （税込）

３ヶ月契約

６ヶ月契約

1 ヶ年契約

裏表紙 1/2（カラー）

（継続掲載割引 10％）

（継続掲載割引 20％）

（継続掲載割引 30％）

（134mm × 180mm）

月 29，7００円

月 26，4００円

月 23，1００円

※毎月１回発行（発行部数：１，１００）
※１ヶ月だけでもＯＫ（33,000 円・掲載希望月等、事務局にお問合せ下さい）

低コスト

高開封率

経営者へ届く

従業員で回覧

