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 会員皆様には、晴れや

かな新年をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。 

 昨年5月に会長に就任

して以来、滞りなく商工

会事業を推進して来られ

ましたのも、役員をはじめ会員皆様のご

協力の賜物と厚くお礼申し上げます。 

 さて、商工会では「行きます・聞きま

す・提案します」をスローガンに、会員

に最も近い存在としてお役に立ちたいと

活動しております。中でも経営革新では

成果を上げ、県内でもトップクラスの承

認件数を上げることが出来ました。今年

も小規模事業者の新商品開発や販売先拡

充などをアドバイスし、より良い経営を

サポートしていきます。また、融資や税

務・労働保険など様々な会員のニーズに

応えられる様努力して参ります。 

 一昨年よりのアベノミクス政策効果に

より、日本経済も少しずつではあります

が回復の兆しが見え

始めています。平成

２７年もこのまま右

肩上がりとなること

を願うばかりです。

そしてその成果が

我々中小企業にも波

及して、若者が筑西

市で働くことがで

き、家業を引き継

ぎ、地域が活性化する、といったような

一年にしたいものです。 

 平成２７年が明るい年となりますよ

う、商工会長として誠心誠意務めさせて

いただきますので、相変わらずのご協力

をお願い申し上げます。  
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  筑西市長  

   須 藤  茂 
 
明けましておめでとうございま

す。 

 筑西市商工会の皆様におかれま

しては、平成２７年の新春を健や

かにお迎えのこととお慶び申し上

げます。 

 皆様には、日頃から、経済・産

業分野をはじめ、関係各方面にお

いて筑西市の発展に多大なるご支援・ご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 さて、昨年を振り返りますと、全国各地で大規模災害が

多発し、災害に対する備えの重要性を改めて認識させ

られた年でもありました。 

市といたしましても現在、地域防災計画の見直し

や災害時応援協定の締結、地域防災体制の強化など、

災害に強いまちづくりを進めているところです。ま

た、医療供給体制確立のための新中核病院

の整備につきましても、一刻も早く建設推

進協議会を立ち上げ、基

本構想及び基本計画を策

定してまいりたいと考え

ております。 

そのほかにも、企業誘

致や医師就学資金貸与事

業など施策を実施した結

果、成果が表れてきた事

業がある一方、人口減

少・定住促進対策など継

続して取り組まなくては

ならない事業もあり、今

後とも市民の皆様とお約束した政策について着実に実行で

きるよう取り組んでまいりますので、一層のご支援・ご協

力をお願い申し上げます。  

 今年は、筑西市誕生１０周年の節目を迎えます。本

市の魅力を効果的に発信し、住んで良かったと思える

まち”筑西市“の実現に向けて歩みを進めてまいりま

す。 

 結びに、皆様にとりまして、本年が希望に満ちた明

るい一年となりますよう心からお祈り申し上げます。 

 

事業所名（代表者名） 経営革新テーマ 承認日 

㈱齊藤塗装工業（齊藤智） 
お客様にデザイン性の高い空間を提供するエイジング塗装サー

ビスの開始 
平成26年3月7日 

㈱ヤハタ（増渕一夫） 金属部品の切削工程内製化による受注拡大 平成26年7月17日 

エステサロン マーヴェラス 

（伊坂真希子） 
エステ併設AFA認定校を建設し、顧客増加・雇用拡大を図る 平成26年8月6日 

㈱風實（栗島俊一） 
筑西市銘柄豚「ｷﾝｸﾞﾎﾟｰｸ」を使ったこだわり製法の燻製シリー

ズ開発及び筑西市と一体となった販路拡大 
平成26年8月6日 

㈲塚田工業（塚田清之） 自社オリジナル製品の止水セメント開発及び製造・販売業務 平成26年9月18日 

筑波ドロウィング㈲ 

（中村勝美） 

電気設計（プリント基板）とメカ設計（筐体）との3Dによる

ギャップ干渉を考慮した基板設計による設計能力及び品質向上 
平成26年9月30日 

㈱ふじ屋（藤平祐次） 
「高級フルーツプリンシリーズ」の開発及び「業務プリンシ

リーズ」の開発による販路開拓 
平成26年10月17日 

㈱トモズ（瀬尾佳三） スケルトン型太陽光パネルの採用による新しい生活空間の提案 平成26年12月2５日 

武井石材店（武井昭二） 伝統工芸士による真壁石灯篭現代風創作品の開発事業 平成26年12月25日 

㈱田中土木（田中郷康） デザイン性に優れた「キレイが続くリフォーム」の展開 平成26年12月25日 

安全保障㈱（大畑良雄） 一般家庭向け付加価値の高い機械警備サービスの開発・提供 平成26年12月26日 

田崎精肉店（田崎俊通） 筑西市特産品「紫峰牛」を活用した肉惣菜シリーズの開発 平成26年12月26日 

㈲金来屋（海老澤優） 料理だけでなく視覚的にも楽しませる和食店への変革 平成26年12月26日 

 

   平成26年も下記表の事業所が経営革新計画を申請

し茨城県より承認されました。「新しいことをしたい」

「良いアイディアがある」「経営を立て直したい」と

いう方は是非一度商工会にご相談ください。夢を形に

するお手伝いを致します。 
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年男・年女の皆さんに今年の抱負を伺いました 

     ㈱田中工務店 

 田中 邦明 さん 
 新年明けましておめでとうございま

す。今年48歳の年男となります。未年生

まれは人に親切にしたいと常に思うその

優しい性格から頼まれるといやと言えな

い性分ですので、編集部の要望に応え新

年の抱負を寄稿します。 

 さて、安倍首相による昨年暮れの消費

税再増税の先送り及び電撃的な衆議院の解散総選挙で、圧倒

的勝利をおさめて第三次安倍内閣がスタートしました。今年

は、国民の信任を得た安倍政権の経済政策である「アベノミ

クス」の成果が大企業だけでなく如何に我々中小企業にも恩

恵を受けることが出来るかですが、「円安・株高」の流れは

今後も続くと思われますので、我々建設業界に於いても円安

による原油及び原材料の高騰そして東京五輪競技施設整備に

伴う職人の一極集中による職人不足と今年も厳しい船出が予

想されますが、地道に努力を積重ねて一歩一歩前に進みたい

と思います。本年も宜しくお願いいたします。 

 

 

㈱筑波ランドスケープ 

 枝 洋一 さん 
新年明けましておめでとうございます。 

 私は、今年還暦を迎えます。還暦の御

祝は赤い着衣を身に着けて祝う風習があ

ります。これは還暦になると赤子に還る

という意味があるそうです。考え様で

は、生まれ変わることです。 

 また、人生の再スタートの機会でもあ

ると云えます。私は、今まで学校を卒業してから38年間、庭

を創る仕事に従事してきました。幸い、事業主ですので定年

もなく生涯現役として作庭の仕事を続けることが出来ること

を喜びに思います。私は「日本の庭文化を創る」と云う事を

目標に作庭を続けてきましたが、還暦を機に初心に還って現

代の生活様式や文化に適応した庭のあり方を探求していきた

いと思っております。 

 ベーカリーハウスヤジマ 

 谷嶋 満知子 さん 
 明けましておめでとうございます。 

 昨年は健康診断で要検査の通知が届

き、家のこと店のことなどを考えると

不安でいっぱいになり「健康は本当に

大切だなぁ」と痛感しました。幸い検

査の結果、大きな病気でないことがわ

かり一安心しました。そんなこともあ

り、今年こそは息子に良いご縁があり、お嫁さんをもらっ

て家業を継いでくれれば、と願っています。 

 また、昨年開発した健康パン「プルーンパン」は大変ご

好評をいただいております。今年もお客様が健康になるよ

うな商品を色々と開発し、お客様の笑顔をたくさん見たい

と思います。 

 篠崎畳店 

 篠崎 栄一 さん 
 明けましておめでとうございま

す。 

 昨年は私どもの業界も厳しい状況

下、篠崎畳店は皆様にご愛顧をいた

だき、順調な成績を残すことが出来

ました。これも私の人柄によるもの

（笑）、いえいえ、お客様のお蔭と

お礼申し上げます。今年もリピーターのお客様を大切に、

また営業にも力を入れ、新規のお客様にも「篠崎畳店を利

用して良かった」と喜んでいただけるよう努力します。 

 プライベートでは、家族で行った沖縄の海がとても美し

く2度行ってしまいましたが、何度行っても飽きないお気

に入りの場所になりました。今年もまた家族で沖縄に行

き、子供達と雄大な自然を満喫し、家族が触れ合う大切な

時間を作りたいと思っています。 

㈱西村製麺 

 西村 秀子 さん 
 あけましておめでとうございます。 

昨年は、政治や経済に於いても、波乱

続きの課題の多い一年でした。極めつ

けは、年の瀬の一番忙しい時期の衆議

院選挙でした。選挙権すらない国があ

るのに！投票できる権利がある日本国

なのに、権利行使しない人達がいまし

た、残念でなりません。 

 年を重ねて来ますと、商売の中に多くの方々の出会いを

いただきます。多くの方々から、沢山の気持ちもいただき

ます。未年のこの一年を、楽しい事、嬉しい事、働く事、

取り上げたらきりがありませんが、どんな事にも前向きに

「限界」をつくらない、この事を実践する。すなお（純

情）な心で、朗らかに、仲良く、喜んで働く、日常生活に

あてはめて、ふんわりとやわらかく柔軟性を持ち過ごしま

す。最後に商工会員総ての皆様のご活躍と躍進をお祈り申

し上げます。 

  ㈲協信電気工事 

 上野 和義 さん 
あけましておめでとうございます。 

 今年私は年男、ひとつの節目を迎え

るにあたり、まずは仕事の充実が一番

と考えています。昨年、仕事の方はお

蔭様で順調で忙しい毎日でしたが、今

年はそれをキープしつつ昨年以上の業

績をあげられるよう頑張ります。 

 仕事以外では、昨年なかなか休みが取れず機会がな

かった野球観戦に行きたいと思っています。今年こそ大好き

なジャイアンツが日本一になれば嬉しいですね。また、趣味

のスノーボードは毎年友人達と滑りに行きますが、今年もス

ノーボードを楽しみ、温泉に入り（混浴がいいなぁ♨）、の

んびりとした時間を持ちたいと思います。今年一年、仕事も

遊びも精一杯楽しんで出来れば最高です。 
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 協和商工祭当日、天気予報ではこの冬一番

の冷え込みということでしたが、予想に反し

て小春日和の一日となりなりました。     

 会場では、早朝より部会模擬店の準備が整

い、行列が出来るほどの賑わいをみせ、一日

中お客様が絶えませんでした。 

 また、ステージは開会式に須藤茂筑西市

長、海老原覚新治小学校長にご臨席を賜り、

華々しく幕を開けました。大和太鼓の可愛ら

しくも勇壮な演奏を皮切りに、太極拳・歌謡

ショー・お囃子・新舞踊・ｿｰﾗﾝﾎﾞｰｲｽﾞ、とど

れも日頃の練習の成果を十分に発揮されすば

らしいステージとなりました。午後には、麻

生けい子ショー・フラダンス、と女性パワー

でステージを盛り上げて下さり、無事閉会

式、福まきとなりました。 

 末筆となりましたが、2ヵ月以上も前から

準備に携わっていただきました部会長をはじ

め関係者皆様に厚くお礼を申し上げます。 

    筑西市協和商工祭 

      実行委員長 下条正男 

協和中学校 ｿｰﾗﾝﾎﾞｰｲｽﾞ＆ｶﾞｰﾙｽﾞの雄姿 歌のゲスト 麻生けい子さん 

閉会式にて。皆様お疲れ様でした。 

太極拳演舞 

 

ことしも本当にたくさんのお客様が来てくださいました。 

初参加 西蓼沼お囃子会のみなさん 

フラダンスでステージは一層華やかに 

男前？ですね 
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12月13日 商業部会 学童野球大会 
 今年で第5回となる学童野球大会は、協和の杜グランド

で開催され、商工会地区内の学童野球７チームと、商工会

役員などで構成された商工会チーム、合計８チームのトー

ナメント戦で行われました。 商工会チームの初戦では来

賓としてお越しいただいた須藤茂筑西市長がマウンドに立

ち見事なピッチングを披露されました。結果はトーナメン

ト表の通り。また、保護者会の皆様には早朝よりグランド

の整備、豚汁の用意などご協力をいただきまして誠にあり

がとうございました。 

12月7日 協和商工祭協力 

12月13日 学童野球大会 

今後の予定 

 視察研修会・役員会 他 

優勝 古里野球スポーツ少年団 

 

12月7日 協和商工祭協力 

今後の予定 

 講習会開催・視察研修会・ 

 役員会 他 

12月7日 協和商工祭協力 
資格取得奨励金第2期申請受付 

今後の予定 

 役員会 他 

 

12月7日 協和商工祭協力 

今後の予定 

 理美容講習会・視察研修 

 会・役員会 他 

優勝 新治野球スポーツ少年団 

ﾋﾟｯﾁｬｰ須藤市長 

12月7日 協和商工祭協力 

今後の予定 

 おひさまドライヤーの活

用、改良、促進を中心とした

地域活動 

 

 

11月23日 婚活「あさがお会」 

12月7日 協和商工祭協力 

今後の予定 

 食の開発委員会・常任委員会  

 他 

12月7日 協和商工祭協力 

12月22日 華道講習会 

今後の予定 

 常任委員会 他 

1１月２3日  

 青年部 婚活「あさがお会」 

  
 今年の「あさがお会」は、西保末

「農家レストラン カサ・デ・ロ

サ」に於いて、男性21名、女性18

名の参加をいただき、和やかに開催

されました。美味しい料理とバーベ

キュー、ゲームやフリートークと

参加者が緊張せず話が出来るよう

な雰囲気づくりを企画したかいがあってか、皆さんの楽

しそうな様子に、委員一同ほっと一息。最後にはカップ

ルが7組誕生し、大成功でした。この7組が今後結婚に

ゴールインしてくれれば、本当に嬉しいことです。 

 筑西市は人口減少が問題となっていますが、少子化に

歯止めをかける活動として、青年部「あさがお会」に期

待が寄せられます。 

齊藤実行委員長挨拶 

12月２２日 女性部 華道講習会 
 女性部今年最後

の活動は、華道講習

会。杉山花店の井桁

先生を講師にお迎え

し、明野事務所で開

催されました。お正

月用の寄せ植え講習

会とあって、年末の

多忙な時期にも関わらず32名の参加申込みがあり二階会議室

は満席となりました。 

 テーブルの上に置かれた、ゴールドクレストや松の緑、パ

ンジーや梅などの色とりどりの花、そしてお正月飾りと、花

材を見ただけでも新年を思わせ、華やかな気分になります。

加えて、久しぶりに顔を合わせた部員もあり、寄せ植えを楽

しみ、おしゃべりを楽しみ、と室内はとても賑やかでした。 

 寄せ植えはご家庭に飾られ、文字通り新年に花を添えるこ

とでしょう。 

商工会役職員       

小栗野球スポーツ少年団 

新治野球スポーツ少年団 

鳥羽レッドアローズ 

明野野球スポーツ少年団 

関城ムテキンズ 

古里野球スポーツ少年団 

関城東クラブ 

優勝 

新治野球 

スポーツ少年団 

優勝 

古里野球 

スポーツ少年団 
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 寒い季節に注意すること… 

 

   医療法人 恒貴会 協和中央病院 

     内科医師 小島 眞樹 
 

寒い季節に注意することには二つあると思います。す

なわち、主に寒い季節だけ注意することと、寒い季節に
・

も
・

注意することです。 

まず、主に寒い季節だけ注意することで有名なこと

は、何といってもインフルエンザ予防でしょう。規則正

しい生活習慣を崩さない

ことと、手洗いうがいの

励行が大切です。流行期

突入前に予防ワクチンを

受けて準備しておく心構

えも重要です。最近は特

効薬もありますので、怪

しい症状が出たらなるべ

く早期に医療機関を受診

しましょう。 

次に、今まで余り聞き慣れない、寒い

季節にも
・ ・

注意することに触れたいと思い

ます。それは先を見越した生活をするこ

とから得られるように思います。つま

り、今が寒い季節であることは直に春が

やってくることを示しています。日本は

四季の移り変わりのはっきりした気候で

す。その季節季節を楽しみ今は寒さを楽

しみながら春に備えるのです。内科の外

来をしていると寒い季節には外出の機会が減って運動不

足になっている方が大勢います。今はハイテクの衣料を

身に纏えば殆ど室内と同じ体感温度で散歩に出られま

す。そして冬枯れの野山をみて一旦は荒涼とした気持ち

になります。しかし、あと何日であの暖かな春がやって

くるのだろうと思いながら毎日歩き、その中に春の兆し

を感じることはとても楽しいことなのです。いつも体を

動かすことで足腰を鍛えて生活習慣病を予防していくこ

とが、寒い季節にも
・ ・

大切なことのように思っています。 

 

 

 

 

～中外製薬「くすりの話」より～ 
 

 一般的に飲み薬は、コップ一杯程度

（約200ｃｃ）の水またはぬるま湯で

飲むように作られています。水やぬる

ま湯以外のもので飲むと、薬の成分に

もよりますが、吸収が悪くなったり遅くなったりと、効果

が薄まる傾向が見られますので、緊急の場合を除いては水

以外のものでは飲まない方が良いでしょう。 

水なしで飲むと溶けにくいので、吸収が遅れ効果が現れ

にくくなったり、場合によっては、溶けずに便として出て

しまうこともあります。また、水の量が少なすぎると錠剤

などは食道に引っかかってその場で溶けてしまうことがあ

り、食道潰瘍を起こしてしまうこともあります。粉薬の場

合ですと、気管から肺に入ってしまい、肺炎を起こした例

もあります。 

 食べ物では、納豆に豊富に含まれ

ているビタミンKには、血液を固める

作用があり、心筋梗塞や脳梗塞でワ

ルファリン（血液を固まりにくく

し、血栓を予防する薬）を飲んでい

る人には支障がありますので注意し

ましょう。 

 薬は医師の指示に従い、用法用量

を守りきちんと服用しましょう。 

 【水の量とくすりの効き方】 
 
【くすりを水とコーラで飲んだ場合の効き方の違い】 

 
血
液
中
の
薬
の
濃
度 

 
血
液
中
の
薬
の
濃
度 

 

  水250ｍｌで飲んだ場合 

 水25ｍｌで飲んだ場合 

水 

コーラ 

 1月、2月は一年で一番寒い季節です。また、年末年

始はお酒を飲む機会も多く、暴飲暴食になりがちです。

加えて、昨年末からインフルエンザ流行の兆しがみら

れ、健康には十分注意したいところです。 

 協和中央病院 内科医師 小島先生にこの時期注意す

ることを伺いました。 
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平成26年の帳簿整理はお済みでしょうか。 

出納帳・売上帳などのほか、決算時期ですの

で、棚卸をしたり、売掛・買掛残高確認、固定

資産の増減なども確認が必要です。確定申告の

際に添付する控除証明もご用意ください。また

平成26年4月1日より消費税が8％に引き上げ

られたことにより、消費税の計算

も煩雑になっています。早めの記

帳、確定申告をお願いいたしま

す。 

12月15日に筑西市商工会と桜川市商工会合同事業、POP講習会が協和事務所で開催され、23名の参加

者がお客様の心を掴むPOPの描き方を勉強しました。 

「POP講習会」に参加して 

    

 ㈱大島種苗店  

      大島 由香 
 

 私が働いている「自然らんど

Oshima(直売所）」では、旬の

野菜や果物が売られています。そ

の時期の旬な野菜や果物をPOP

に書く時に、いつも同じような書

体や絵柄になってしまうので、もっと違った書き方が習え

たら、と思い講習を受けました。 

 講師の橋本泉先生は、初心者の私にでもよく分かり易

く、見やすい描き方のコツを教えて下さいました。会場の

中は、皆さん和気あいあいと楽しくPOPを書いていまし

た。 

 POPはお店の看板でもあり、お客様の目に留まりやす

く、いかに商品をアピールし、販売促進に繋げられるかが

重要なんだと、講習を受けて感じました。 

 ブラックボードでPOP実技

をしましたが、言葉では簡単そ

うに思っても、実際書いてみる

と思った通りにかけず苦労しま

した。日々お店でPOP作りを

していましたが、改めてPOP

作りの奥深さを感じました。 

 今回勉強した事を、今後のお店作りに生かしていきたい

です。 

月 日 時 間 地区 税理士名（敬称略） 

2月26日 
10：00～16：00 

10：00～16：00 

関城 

明野 
藤田 修 
池田 利毅 

3月 5日 
13：00～16：00 

10：00～16：00 

協和 

明野 

檜佐 光信 

武井 宏樹 

3月 6日 10：00～16：00 関城 板倉 克巳 

3月10日 13：00～16：00 協和 稲見 正雄 

3月12日 10：00～16：00 明野 野口 洋司 

3月13日 13：00～16：00 協和 岩見 忍 

3月16日 10：00～16：00 関城 藤田 修 

 下記の通り、税務相談会を開催いたしますので、どうぞご利用ください。 



地 区 等 会 員 数 

協 和 地 区 ３９１ 

明 野 地 区 ３１２ 

関 城 地 区 ４１０ 

定     款 １７ 

合     計 １１３０ 

H２６.１２．２５現在 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 業  種 部  会 

かなおぎ設備 金扇 進一 桑山2030-1 設備工事 建設業 

石川パッチワーク教室 石川 弘子 木戸290 パッチワーク教室 サービス業 

㈱カン商会 バドッシャ・カーン 船玉226-2 中古自動車部品輸出 商業 

勝沼商事 勝沼 晃典 井上1305-2 運送業 サービス業 

㈱中嶋建築設計事務所 中嶋 紀行 海老ケ島542-12 建築設計 建設業 

会員の動き H26.12.25現在 ＊広報委員会から＊ 
 あなたの周りにがんばっている後継者はいませんか？      

 素敵な趣味をお持ちの方はいませんか？ 

 隠れた名所、紹介したい行事などはありませんか？ 

 また、あなた自身があじさいメールに投稿したい記事は

ありませんか？ 

   あなたの情報をお待ちしています！ 

 プレミアム商品券完売御礼 

 プレミアム商品券は昨年１２月１７日を持ちまして完

売いたしました。商工会合併後プレミアム商品券事業は

4年目になり、皆様に浸透したようで昨年より1ｹ月早い

完売となりました。これも皆様のご協力のお蔭とお礼申

し上げます。 

 登録事業所の皆様には、実施期間中もうしばらくお手

数をお掛けすることとなりますが、引き続き御協力のほ

どお願い申し上げます。 

       

       プレミアム商品券事業実行委員会 

    


