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  明けましておめ

でとうございま

す。会員皆様にお

かれましては新春

を健やかにお迎え

のこととお慶び申

し上げます。 

 さて、昨年は商

工会法施行５５周

年を記念し、１０

月に茨城県大会が挙行されました。外山

県連会長は挨拶の中で「商工会が会員に

選ばれ、行政や地域住民からも信頼さ

れ、地域になくてはならない組織となる

よう全力を傾注していく」と決意を述べ

られましたが、それはまさに私が５月会

長に指名されたときに感じた思いそのも

のでした。 

 安倍内閣となってから国の積極的な経

済対策により景気は明るい兆しが見えて

きたものの、地方の小規模企業において

は依然として厳しい経営環境が続いてお

ります。そこで小規模事業者に寄添って

支援することを使命としている商工会の

役割が重要となってきます。経営革新承

認制度や小規模事業者持続化補助金制度

などは「商工会が会員に選ばれる」ツー

ルでその役割を果たすものであり、当商

工会はこの承認件数において昨年県内

トップクラスの実績を上げております。

また、商工祭やプレミアム商品券事業・

講習会開催などは「行政や地域住民から

も信頼される」地域に密着した事業で

す。 

 今年も商工会が「地域になくてはなら

ない組織」となるよう誠心誠意務めさせ

ていただく所存でございま

すので、役員をはじめ会員

皆様、関係行政機関の相変

わらずのご支援ご協力をお

願い申し上げます。 

 

 
年頭のあいさつ 

 

 
 

 

日光東照宮の三猿。これは子猿で「子供のうちは世の中の悪いことを 見たり、聞いたり、言ったりしないで素直に育ちなさ

い」という教えがあるといいます。また、大人になってからは「余計なことは見たり聞いたりしても、むやみに他人に話して

はいけない」という戒めがあると言われています。 
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  リズムサービス㈱ 

   代表取締役社長 松本暁夫 
 
新年明けましておめでとうございます。 

リズムサービス㈱は、リズム時計工業㈱製品の発送、修理

センターとして、３９年に渡り筑西市の皆様に支えられて

操業をしてまいりました。日頃のご支援に厚くお礼を申し

上げます。 

 リズム時計工業㈱は、皆様のご家庭にある、掛け時計、

置時計、目覚し時計のの製造販売をしている会社で、国内

のお得意様ばかりでなく、世界83ｹ国にも販売をしており

ます。また、車の時計・カメラ関係を担当している電子部

門、金型等を担当し

ているプレシジョン

部門、様々な機器に

使われている接続端

子を製造販売してい

る端子部門があり、

国内外に12工場を

有しております。 

  

昨年を振返りますと、やはり一番

は常総市でおこった「鬼怒川決

壊」でしょう。一日も早い復興を

祈願していますが、予想外の事態

で多くに人が災害に会い、また犠

牲になられ、非常にショックでし

た。同時に会社を運営する一人と

して、危機管理の重要性を改めて突きつけられたのも事実

です。 

 国内ではアベノミクスの成果や円高での景気回復が伝

わってきますが、周りでは良くなったという話はあまり聞

きません。むしろ収入はなかなか増えないけれど、懐は厳

しくなる。まだまだ私達庶民に来るまでには、2～3年はか

かるのではないでしょうか？ 

 今年は「新たなる挑戦、前進あるのみ」と進んでいきま

す。品質とブランド力、そしてプラ

スワン。私達は、お客様に喜ばれる

サービスで未来に向かって新たな挑

戦を社員一丸となって取り組んでい

きます。 

 

筑西商工会は経営革新計画認定事業に於いて、優秀な

成績をおさめ、全国連から表彰をうけました。 

会員皆様のチャレンジをサポートしています 

経営革新計画承認制度 

  中小企業や組合の方が，中小企業新事業活動促進法に基づいて，新製品

の開発や生産，新サービスの開発や提供などの新たな取り組みを行い，経

営の基盤の強化に取り組む「経営革新計画」を作成して，県から承認を受

けると，その計画達成の支援策として，税制，信用保証，融資等を利用す

ることができます。 

（ただし，計画の承認は支援策の利用を保証するものではありません。各

支援実施機関による別途審査が必要となります。） 

（経営革新計画の流れ) 

経営革新計画の作成→（申請）→県の承認→（各支援実施機関による個別

審査）→支援策の利用 

  

 

 今年も下記の事業所が茨城県に経営革新計

画を申請しました。自分のアイディアを形に

し、新しい事業経営を始めています。 

「自分の事業所も…」という方は是非商工会

にご相談ください 

事業所名（代表者名） 経営革新テーマ 承認日 

篠崎畳店 

（篠崎 耕造） 

日本を砕氷する文化である畳を用いた 

家具・雑貨シリーズの商品化 
平成2７年１２月１５日 

㈲塚田工務店 

（塚田 一夫） 

複雑な形状でも加工可能かつ生産性の高い「軸組

加工事業」の事業化 
平成2７年１２月1５日 

株式会社 坪井自動車 

（坪井 厚文） 
女性客が来店しやすいカフェ型自動車整備工場へ

の変革 
平成2７年１２月28日 

株式会社 坂本製作所 

（市村 智明） 
一体型分別ごみ処理機の開発 承認申請中 
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年男・年女の皆さんに今年の抱負を伺いました。新年

を迎え、皆さん夢や希望がいっぱいです。 

   居酒屋 綾 

 小久保 和雄 さん 

 
 皆様こんにちは。居酒屋綾で

す。 

 今年は年男と言う事で目標は

ダイエット。どれだけ変われて

いるか？(笑) 

是非、お店に来てみて下さい！

そしてお店に来て頂けました

ら、こだわりの焼き鳥と豊富なメニュー

でおもてなし致します。 

 当店では、焼き鳥がイチオシです！お

酒類も豊富に取り揃えており他店には無

いような銘柄もあります！皆様のご来店

をお待ちしております。 

関口商店 

 関口かおり さん 

（和馬くん） 
 

 嫁いで１０年が経ちました。今

は子育てや家事をしながらお店に

出ています。旦那さんやお義母さ

んの助けを受けながら毎日を過ご

しています。 

 息子は１歳８か月になりますが、いつも元気いっぱ

いで、誰に対しても愛嬌が良いので癒されています。

お手伝いもたくさんしてくれています。 

 小さなお店ですが、これからも笑顔を絶やさない雰

囲気のあるお店にしていきたいので、日々みんなで協

力しながらお店を盛り上げたいですね。よろしかった

ら気軽に足を運んでください。息子のとびっきりの笑

顔に会えますよ！ 

 秋山商店（まるや） 

 秋山 隆 さん 
  

 申年生まれの私は今年６０歳

になります。定年退職のない自

営業ですので、まだまだのんび

りはしていられません。 

 昨年から長男が家業を継ぎ、

一緒に働いております。息子と

はいえ、教えるというのはなか

なか難しいものです。誉めてみたり、怒ったりと大変

ですが、若い力は大きく、私も助かっています。 

 厳しい時代ですが、一日も早くバトンタッチが出来

る日を願っています。 

隼リース㈱ 

 鈴木 晃 さん 

  

 新年明けましておめでとう

ございます。 

 会社設立から４年の歳月が

過ぎ、様々な経験をさせて頂

きました。設立間もない時期

に震災復興需要があり、多額

の運転資金が必要になり会社員時代には経験の無い

銀行融資で躓き、途方に暮れた時に商工会の存在を

知り、相談をした所２週間で融資実行になった事が

今でも忘れられません。その時、知識は最大の武器

となる事を思い知りました。 

 今年も一年更に知識を高め飛躍を目指したく思い

ます。 

  ㈲日翔運輸 

 篠嵜 セツ子 さん 
 

 明けましておめでとうござい

ます。 

 昨年は主人が１０月に仕事の

第一線を退き、これで私ものん

びりできるかな、と思っていま

したが、事務方の人手が足りず

駆りだされ、相変わらず忙しい

毎日でした。それでも健康で一年を締めくくれたのは、

６年程前から始めた社交ダンスとストレッチのお蔭だと

思っています。健康のためにと思って始めたダンス＆ス

トレッチでしたが、とにかく楽しい。これからも体の動

く限り続けようと考えています。 

 また、いままで仕事の合間や就寝前にしかできなかっ

た趣味の読書の時間を、今年はたくさん取って、大好き

な海外文庫、特にダイアナ・ガバルドンとラ・ロ・ロブ

の本をゆっくりと読みたいと思っています。それと共に

女性部の皆様・商工会の方々との楽しい交流に、出来る

限り参加致したいと思っております。又一年どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  広瀬鉄筋 

 広瀬 宏美 さん 

 
 新年明けましておめでとうご

ざいます。昨年は鉄筋業の仕事

もとても厳しい現状でした。

2020年の東京オリンピックの

仕事がちょっとでもあればいい

のかなと思います。目標は大き

く持っていきたいです。そのた

めにもたくさんの人たちに支えられて信頼される鉄筋

業を築いて行けるように頑張ってまいります。 

 プライベートでは今年は受験生がいます。塾の送迎

と大変ですけど無事合格して欲しいです。合格祈願も

してきました。そして、もう一人の娘のバドミントン

の送迎。強くなりたいと言う事で始めたからには、最

後までやり抜いてもらいたいです。私は、そんな子供

たちが頑張っている姿を見るのが幸せです。ちょっと

落ち着いたらゆっくり家族旅行でも行きたいな～！

（温泉でも）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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 協和商工祭の実行委員長であ

り、当商工会副会長、広報委員

会委員長でありました下条正男

氏が平成27年12月12日永眠さ

れました。 

 ここに謹んでご冥福をお祈り

申し上げます。下条さん、長い

間有難うございました。 

      （広報委員会） 
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 第6回筑西市商工会主催の学童野球大会は、冬晴れの中、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

会チームには今年も須藤茂筑西市長がメンバーに加わり、子供達との交流を

楽しんでおられました。 

 子供達の素晴らしいプレーの裏側には日頃の練習の厳しさが伺われます。

そしてその陰には、保護者皆様の支えがあるということも忘れてはなりませ

ん。毎回大会運営にご協力いただき、子供達が精一杯プレーできるようにと

の心遣いには本当に頭が下がります。 

 今後も商工会は、未来を担う子供達の健全育成を応援していきましょう。 

12月12日 学童野球大会 商業部会   

 女性部は協和事務所で

華道講習会を開催いたし

ました。参加者は31名

でした。 

 ゴールドクレストを中

心に、冬の代表の葉ボタ

ン・ビオラ・パンジーな

ど色とりどりの花を寄せ

植えにしました。 

 師走のひとときを、 

今年の様々な出来事を思い出しつつ、来年

への明るい期待をしながら、鉢植えを楽し

みました。 

 

 女性部副部長 中野きよ子 

 当部会では、12月10日～11日に視察研修に行って参

りました。 

 エコプロダクツ展では、気候変動による大規模自然災害

と言う点で先日の大洪水を思いだし改めてこれからの時代

環境にどう適合していくべきか考えさせられました。 

 その後、南青山表参道にある「コミューン246」と言

う自由大学、シェアオフィス、フードカート、カフェ等の

コミュニティ型施設を見学。また、ここで感動したのは、

当商工会エコの木プロジェクト部会員の蛯澤住建さんがこ

のプロジェクトのフードカートの建設担当業者であったこ

とです。今回の研修では、最先端の環境技術からはじまり

現代の建設技術までと中身の濃い研修会になりました。 

 

  エコの木プロジェクト部会副部会長 塚田清之 

優勝 新治野球スポーツ少年団 

優勝 関城ムテキンズ 開会式。今日はがんばるぞ！ 商工会チーム 

12月10日～11日 視察研修 エコの木プロジェクト部会 

女性部   

「コミューン246」にて。 

12月21日 華道講習会 



こわ～い合併症に注意！ 定期健康診断を受けましょう。 
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 糖尿病とその合併症について 

 
   医療法人 恒貴会 協和中央病院 

        内科部長 川越健一 

 

 糖尿病とは血液中の糖

分（血 糖 値）が 上 昇 し、

結果的に尿に糖分が出て

しまう病気です。本来で

あれば、糖分が体で利用

されて血糖値が維持され

るべきものが、血糖値を

維持するホルモンの異常

などによって利用できな

くなるために、血糖値が

上昇してしまいます。余

分な糖分が尿に排泄され、いわばエネルギー不足となり、

ひどくなると痩せてしまいます。 

 また、血糖値が上昇すること自体でいろいろな問題が

生じます。 

いわゆる3大合併症と言われるものに、神経の障害（足先

がしびれ、感覚が鈍くなる、立ちくらみをするなど）、目

の病気（視力が悪くなったり失明する）、腎臓の病気があ

ります。現在では、血液透析療法が必要となる病気の最た

るものが、糖尿病による腎不全です。 

 このほかにも、糖尿病は動脈硬化を進行させる病気で

あるため、血管に関わる病気を起こしやすくなります。例

えば、糖尿病の人は、健康体の人と比べて、脳梗塞（脳の

血管がつまってしまう病気）では2〜4倍、心筋梗塞や狭心

症（心臓の血管がつまったり、細くなる病気）では2倍、

閉塞性動脈硬化症（主に足の血管が細くなる病気）では3

倍のリスクがあるといわれております。 

 糖尿病は軽症のものや、重度ではあっても発症からの

時間経過が長くなってしまったものなどは、典型的な症状

（のどの渇き、やたら水を欲しがりたくさん尿が出る、体

重の減少など）には気づかないこともよくあります。 

 いろいろな病気が起こる前に診断を受けることが大切

です。定期的に健康診断を受けるようにしましょう。 

 

月 日 時 間 
地

区 

税理士名 

（敬称略） 

2月25日 13：00～16：00 協和 岩見 忍 

2月 26日 10：00～16：00 明野 武井 宏樹 

3月4日 
10：00～16：00 
10：00～16：00 

関城 

明野 

藤田 修 

大熊 一弘 

3月7日 13：00～16：00 協和 檜佐 光信 

3月10日 10：00～16：00 関城 坂入 博 

3月11日 10：00～16：00 明野 野口 洋司 

3月14日 13：00～16：00 協和 稲見 正雄 

3月15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、ご利用ください。 

 あなたは大丈夫ですか？ 

月 日 時 間 
地

区 

税理士名 

（敬称略） 

2月19日 
10：00～16：00 
10：00～16：00 

協和 

関城 

岩見 忍 

坂入 博 

 消費税転嫁対策窓口相談 
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車を止めて、玄関へ。 

駐車場は満車でした。 

 

 寒い季節は温泉に入って温まりたい！でも、草津や鬼怒川・箱根となると時間もお金もかかるし、車で

行くとなれば渋滞に巻込まれるかもしれないし…。 「じゃ、“あけの元気館”に行ってみよう！」とい

うわけで、初“あけの元気館”体験してきました。 

☆1月30日（土）先行ロードショー 

   イオンシネマ下妻 

 

☆2月6日（土）～ 

   TOHOシネマズ水戸内原 

   TOHOシネマズひたちなか 

   TOHOシネマズ宇都宮 

   小山シネマ・ロブレ 
 

 

玄関の右側は広い空間。この先に受

付があります。途中の談話コーナーで

は、将棋をさしたり、新聞を読んだり

する人がいました。 

入場料を支払えば、施設内すべて利

用可能ということ。 

まず、目的の温泉へ！ 

「清明の湯」と名付けられた温

泉は塩化物泉。サウナや露天風呂

もありましたが、私はジャグジー

が気持ちよかったぁ～。 

初めてなのでキョロキョロ（不審人物の

よう）。トレーニングルーム・プール・大

広間などを見て回りました。運動靴や水着

の用意してくればよかったな。 

リ ラ ッ ク ス ル ー ム で ひ と 休

み。ウトウトしながら30分。 
帰りがけにマルシェで大根を購

入。今晩のおかずはおでんに決定！ 

映画「十字架」の公開が右記のとおり

決定いたしました。まだご覧になって

いない方は是非ご鑑賞ください。尚、

制作協力券（青色はがき大の券）では

劇場鑑賞は出来ませんので、劇場鑑賞

券とお引換の上おいでください。鑑賞

券との引換は筑西商工会各事務所ほか

で行っております。交換期間は1月29

日（金）までですのでお忘れのないよ

うお知らせいたします。 



地 区 等 会 員 数 

協 和 地 区 ３８４ 

明 野 地 区 ３１３ 

関 城 地 区 ４０１ 

定     款 １６ 

合     計 １１１４ 

H２７.１２．２５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 

匠工業 小島 真 藤ヶ谷1688-7 建築業 建設業 

COO MOTORS 篠崎 広太 中上野1854-17 自動車整備 サービス業 

会員の動き H27.12.25現在 

プレミアム商品券換金について 
プレミアム商品券の利用期限は1月31日です。換金は下記

の通りで終了ですのでお忘れなくお引換をお願いします。 

    

締め日 換金支払日 

1月15日（金） 2月1日（月） 

2月1日（月） 2月15日（月） 

2月15日（月） 2月29日（月） 


