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消費税増税・自然災害・原発事故処理の問題な
ど、昨今暗いニュースが多い中、東京オリンピッ
ク招致と10％お得な「プレミアム商品券」の発行
は明るいニュース！！ 是非、ご利用下さい。

筑西市商工会では、今年も筑西市の協
賛を得、１１月１日からプレミアム商品
券の販売をしています。
来年４月からは消費税が8％にアップ
されることが決まり、消費者は賢いお金
の使い方をしたいと考えるところであり
ます。中でも毎年１１月から２月にかけ
ては、年末年始の買い物、忘年会・新年
会、お子様の進級・進学・就職など何か
と出費の多い時期。そんな時こそ、プレ
ミアム商品券をご活用ください。１万円
で１万１千円のお買い物ができる大変お
得な商品券です。
今年のテーマは、東京オリンピック招
致委員として活躍されました、滝川クリ
ステルさんの名言「おもてなし」です。
古くから日本で使われている言葉です

が、辞書をめくりますと「歓待する」と
いう意味があります。まさに言葉の通
り、プレミアム商品券取扱い事業所は、
皆様を歓迎してお待ちいたしておりま
す。 日本経済の安定は、まず地方か
ら…。プレミアム商品券事業は、その小
さな一歩です。
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11月3日（日）筑西市関城商工まつりが晴天のもと
盛大に開催されました。このおまつりは年一回市民の皆
様に常日頃ご利用頂いております感謝の気持ちを表すイ
ベントであり、まさに「お・も・て・な・し」そのもの
であります。
当日の参加事業者は商工会より、商業部会、工業部
会、建設業部会、サービス業部会、エコの木プロジェク
ト部会、青年部、女性部の7部会、さらに地元の関城郵
便局、家畜改良センター様にも出店していただきまし
た。関城八日会、関本サービス会様は抽選会を開催して
いただき、皆様豪華賞品をゲットされていたようであり
ます。また地元のお店、飲食店の皆様も出店され25張

ムード歌謡はおまかせ！

会場はお客様でいっぱい！

りのテントのあちらこちらで楽しさと、美味しさが満ち
溢れておりました。
ステージでは午前中はウルトラマンメビウスがやって
きて子供達と楽しいひとときを過ごしていました。さら
に11時からは上野さゆり歌謡ショー・よさこいソーラ
ン隊、午後も商工会カラオケのど自慢、マインド40の
ライブコンサート等々、子供さんから、熟年の皆様まで
心の底から楽しむことが出来た関城商工まつりでした。
皆様大変有難うございました。

筑西市関城商工まつり
実行委員長 大畑

二人で力を合わせ、イス作成中です。

良雄

メビウスより僕のほうがカッコいい

抽選券を入れたよ。何か当たるといいな。

あじさいメール

Page 3

三保の松原にて…ヤングチーム

１号車 協和地区

去る１０月６日（日）～７日（月）に、
合併して最初となる全会員対象の視察研修
が行われました。バスや予算の都合などで
先着８０名の受付としましたが、世界文化
遺産に指定されてすぐということもあり、
キャンセル待ちが出るほどたくさんの申し
込みがありました。
当日の天気は まずまず といったとこ
ろ。富士山は見えていましたが、頂上は雲

がかかっており、少し残念でした。行程通
り、三保の松原、日本平、富士山五合目、
河口湖を見学し、ワイン工場を視察、最後
にぶどう狩りをして帰路に着きました。
バスを降りる参加皆さんの手には荷物が
いっぱい。ご当地の名物と旅の思い出話、
そして少しの疲労をお土産に、それぞれ家
路に着いたようです。

２号車 明野・関城地区

三保の松原にて…元ヤングチーム

あじさいメール
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テレビからは、東京で木枯らし
1号が吹いた、というニュースが
流れ、いよいよ冬本番です。この
季節になると「今年の協和商工祭
はどんなことをするのかな」と楽
しみに待っていて下さる方がたく
さんいるようです。
北野みのる

そういったお客様の期待に応
え、各部会ではそれぞれ工夫を凝
らした模擬店を準備してくれまし
た。美味しい食べ物、金魚すくい
などの遊び、イス工作教室もあり
一日楽しく過ごしていただけそう
です。また、歌謡ショーを中心に
華やかなステージも企画いたしま
したので、皆様お誘い合わせの
上、是非ご来場下さい。

森 勇二

植木たかし

今年は歌のゲストが三人！楽しいステージになることでしょう

筑西市商工会
会長

商工祭ステージ日程
9：00
9：30
9：50
10：30
11：30
12：00
13：00
13：30
14：00
14：30
14：40

開会式
太極拳演舞
協和太極拳クラブ
商工祭歌謡ショー
筑西市有志
「北野みのる・植木たかし」歌謡ショー
新舞 創作舞踊
鳳流「世津光会」
昼食・休憩
ｿｰﾗﾝﾎﾞｰｲｽﾞ&ｶﾞｰﾙｽﾞ
協和中学校
「森 勇二」歌謡ショー
フラダンス
アロハ・フラ・カナナカ
閉会式
福撒き

部

会

テ

ン

ト

メ

ニ

橋本由成

ュ

ー

商 業 部 会

焼きそば・からあげ・ポテト・ジュース

工 業 部 会

おでん・じゃがバター・せんべい

建設業部会

親子いす工作教室・刃物研ぎ

サービス業部会

金魚すくい・水ヨーヨー・ポン菓子

エコの木プロ
ジェクト部会

非常用ウッドキャンドル実演・体験ソー
ラードライヤー展示
キングポーク串焼き・チョコバナナ・
肉うどん
赤飯・豚汁・肉まん・あんまん・お茶・
バザー

青

年

部

女

性

部

スタンプ会

抽選会

青色申告会

風船配布・イータ君着ぐるみ周遊

あじさいメール
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青 年 部 報 告
皆さんはもうフェイスブックを活用されていらっしゃる
でしょうか。
青年部では１０月１６日と１７日の両日、講師に土屋恵
子先生をお招きし、フェイスブックをビジネスに活用する
ための講習会を開催しました。

平成２５年７月２４日、つくば市、つく
ば国際会議場で開催された「第４５回茨城
県商工青年の主張発表会」に於いて、当商
工会青年部副部長の大吉誠さんが、県西地
区代表として主張発表されました。
「青年部活動に参加して～生き方が全て
に投影される～」をテーマに、自身の音楽
家活動や会社経営のさきにみえた「地域貢
献のために何が出来るか」という考え、そ

１６日は初心者向けの講習。はじめ
てのフェイスブックとあって、みな
さんの顔は真剣そのもの。しかし、
講習会も後半になると、フェイス
ブックの楽しさがわかり、笑顔が見
られるようになりました。
１７日はいよいよ応用編、ビジネ
スで使うフェイスブックの講習。目
標は売上げアップ。土屋先生の話
は、事例紹介などを交え分かり易
く、参加者はどんどん情報網を広げ仲間を増やしていった
ようです。また、その後は参加者同士のやりとりも活発に
なったようで、今回の取組みは、お互いの絆を深めること
にも、役だったようです。

こから青年部活動を通して感じたことなど
を、自らが作詞した詩を披露し、生き方に
対するメッセージを伝えました。
とかく「今の若者は…」などと言われが
ちですが、大吉さんは、しっかりとした自
分の考えや生き方に対する信念を発表し、
聞く者に感銘を与えました。
彼の今後の活躍がとても楽しみです。

お知らせ 青年部では来年2月9日（日）筑西市藤ヶ谷グ
リーンスポーツセンターに於いて
婚活「あさがお会」を開催いたします。
参加資格は、男性は商工会会員限定ですが、

女性部では9月11日、ペアーノ調理室に於いて
「梨の万能たれ試作品作り」を行いました。
筑西市の特産品を使用し「筑西市ならではの商品
を開発しよう」という試みの一つです。
8月下旬から9月にかけては、梨が一番美味しい
季節。中でも甘みの強い「幸水」を使用しました。お醤
油をベースに、砂糖・たまねぎ・にんにく・ショウガな
どを加え、じっくり煮込んで最後にすりごまを入れて出
来上がり。
出来上がったたれは、まろやかな梨の甘みの中に香辛
料のパンチがきいていて、さらにゴマの芳ばしい香りが
し、本当に美味しく仕上がりました。焼き肉やサラダな

女性は非会員でもＯＫ！
皆様、ふるってご参加ください。
素敵な出会いがあなたを待っているかもしれません。
（詳細はチラシをご覧ください）

ど、何にかけても料理の味を引き立たせることまちがい
なし！
商品化するにはコスト面など課題が多く、再検討が必
要なようですが、ご家庭では簡単に作れますのでお試し
下さい。

あじさいメール
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経営革新セミナー 平成25年度地域経済活性化事業

去る、8月21日に筑西
市商工会明野事務所、28
日に桜川市商工会大和事
務所において、講師に
阿内利之氏をお迎えし
「あなただけの売れる仕
組みづくり」と題して、
経営革新セミナーが開催
されました。

や経営革新などを例にとても興味深いもので、今後の経営
のヒントとなりました。参加者はその後、11月に茨城県知
事の経営革新計画承認を目指し、個別に新商品の開発など
を行いました。
セミナー参加事業所から、新しい名物や素晴らしい商
品・アイディアが生まれ、筑西市の経済を活性化してくれ
る事でしょう。参加者の経営には明るい未来が見えてきた
ようです。

新しい売上げアップを模索中、新販路を見つけて業務拡
大したいなど、現在の経営から一歩踏み出したいと40名の
参加者は、熱心に経営革新計画承認制度などを学びまし
た。経営革新計画承認制度とは、新商品の開発や、新分野
への進出など、新たな取組みによる経営基盤の強化を図る
中小企業を支援する制度です。

平成25年6月17日現在（順不同・敬称略）

阿内先生の話は、今まで支援された中小企業の問題解決

建設業部会では部会員企業に対し、
現場管理者や作業員の資格取得を行う
ことによる作業知識の向上と、労災事
故防止を目的に、建設業資格取得奨励
金の制度を実施しています。
これは、資格取得講習受講料の一部
（一人当たり受講料の30％、上限

5,000円）を助成する制度です。
助成金は予算額に達した時点で終了
ですが、まだ余裕がありますので、事
業主や従業員の資格取得に是非ご活用
ください。
制度についての詳細は事務局（協和
本所）までお問い合わせ下さい。

寒い季節は部屋を暖か～くして

♡♡♡おいしいお酒を召し上が
梨のリキュール
甘くておいしい梨を活用
し、梨農家の依頼で、筑西
市の蔵元、来福酒造の造っ
た「梨のリキュール」が人
気を集めています。
「幸水」という品種の梨
を通常より長く木に付けた
まま熟成させたもので、糖度が高いのが特徴です。特に
女性客には人気で、飲み方は、オンザロック・炭酸割
り・シャンパン割りなどなど…、もちろんそのままでも
美味しくいただけますので、お好みに合わせてお召し上
がりください。

500ＭＬ入り 1,050円（消費税込
み）で販売中です。
お客様との会話も弾み、アルコール
度数6％は、とても飲みやすくパー
ティ用などにいかがでしょう。
梨を活かした商品は、これまでに
ジャムやドレッシングなど開発され
て来ましたが、これからも地元の梨
を使用してよりよい商品が開発・販
売されることを期待しています。
レポート

竹沢豊子

あじさいメール

Page 7

興 味 し ん し ん

1

2
3

4

現在、よく
見かけるよう
になった太陽
光発電システ
ム。そのしく
みを今回ご説
明致します。
左図のよう
に、太陽光発
電を設置する
上で必要に
なってくる装

常識が覆ります。初期投資を抜きに考えれば、電気
代が無料。電気は自分の家で作り、使うものという
時代が始まっています。
Ｑ：取り付けた設備は設置後、どのくらいもつの？
Ａ：一般的に定説と言われていることがあります。ソー
ラーパネルは２０年。パワーコンディショナは１０
年。実際はもう少しもつようで、パネルの方は半永久
的という話もあります。１０年保証がついているメー
カーがほとんどなので、１０年は確実とみていいで
しょう。

置があります。

Ｑ：家で作られた電気を効率よく使うにはどうしたらい
いの？
Ａ：電気料金は差し引きで計算ではなくて、売電の明
細・買電の明細と２枚に分かれてきます。明細やモニ
ターで料金や電気使用量を確認する事ができるので、
電気料金が割安な時間帯に色々終わらせたり、モニ
ターで電気の使用量も簡単に見る事ができるので、家
族全員エコ意識が高まり自然と料金節約
になります。

1 太陽電池モジュール 太陽の光から電気をつくるパネル
2 パワーコンディショナ
家庭で使える電力に変換する
3 屋内分電盤
電力を各電気機器に送る
4 電力量計

売る電力と買う電力を計る

設置をご検討される方で、多く寄せられる質問があり
ますが、そのほんの一部をご紹介致します。
Ｑ：売電？買電？って？なあに？
Ａ：発電量が消費電力より上回れば、今までと逆に電力
会社に送電して、買い取ってもらう事ができます。
発電量が消費電力より下回れば、その不足分を電力
会社から買えばいいのです。電気は買うものという

これから太陽光発電の設置をご検討されて
いる方は、取り扱っている専門業者さんにご
相談ください。

レポート

田中孝幸

年末・年始資金のご準備はお済ですか？

金利が有利な商工会へご相談下さい！
金利が変わりましたのでお知らせします。
資金の種類

貸付利息

設備資金１０年以内
運転資金 ５年以内

年１．９０％（基準金利）
（Ｈ２５．１１．１現在）

経営改善貸付
１，５００万円
（無担保無保証人）

設備資金１０年以内
運転資金 ７年以内

年１．６０％
（Ｈ２５．１１．１現在）

１，０００万円

設備資金
運転資金

７年以内
７年以内

年１．５０％
（Ｈ２５．１１．１現在）

東日本大震災復興緊 ８，０００万円
急融資

設備資金
運転資金

１０年以内 年１.２％～１.５％
１０年以内

普通貸付

市

自治金融

城

貸付期間

４，８００万円

政
策
公
庫

茨

貸付限度額

パワーアップ融資

３，０００万円
（設備５，０００万円）

設備資金１０年以内
運転資金 ７年以内

年１.５％～１.８％

経営合理化融資

３，０００万円
（設備５，０００万円）

設備資金
運転資金

年２.１％～２.３％

県

７年以内
５年以内

新しい仲間が増えました！宜しくお願い致します。(敬称略)
事業所名

代表者名

所在地

H25.11.1現在

業種

部会

㈲クリーンワールド

松本広美

藤ヶ谷1648-8

中古タイヤ販売

商業

㈱真岡電設工業
㈱悠木社
本橋石材店
㈲エヌ・ケー・シー
新井産業㈱茨城事業所

真岡輝佳
篠崎祐哉
本橋 純
梶原直寿
新井孝行

小栗9298-2
藤ヶ谷1451-2
三郷811-6
海老江2532-1
関本分中329-1

電気工事業
建設業
石工事業
精密板金プレス
食品容器製造

建設業
建設業
工業
工業
工業

アフラック募集代理店
Ｈ＆Ｆコンサルティング㈱

門田 誠
草間輝之

吉田694
東石田723

保険業
コンサルティング業

サービス業
サービス業

事
事務局では、会員皆様に商工貯蓄
共済・福祉共済へのご加入を推進して
おります。
商工貯蓄共済は保険と積立の両方を
カバーする共済で、一口2,000 円か
らご加入いただけます。掛捨ての保険
を敬遠されている方にお勧めです。
10年積み立てると、ちょっと嬉しい
お小遣いになって戻ってきます。

務

局

便

り

福祉共済も一口2,000 円から。少
ない掛金で、交通事故や不慮の事故に
備えられます。
どちらも「疾病」や「がん」に対す
る特約を付けることが出来ますので、
安心倍増です。保険加入をお考えの際
には、是非、商工貯蓄共済・福祉共済
もご検討下さい。

商工会員とその家族・従業員だからこそ
加入できる特別な制度です。
お問合わせ・資料請求は

筑西市商工会へ！！

H25.11.1現在

地

お問い合わせ・各種共済のお申込みは、筑西市商工会まで！
【元受会社】
茨城県火災共済(協)
茨城県中小企業共済(協)
水戸市桜川2-2-35

関 東 自 動 車 共 済 (協)

茨城県産業会館8階

TEL029-224-0610（代）
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