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5月19日（木）協和公民館に於いて、平成２８年度通常総
代会が開催されました。大畑良雄会長、須藤茂筑西市長あい
さつの後、稲田賢一氏を議長に選出し慎重な審議が行われ、
全議案とも原案通り承認されました。
総代からは、昨年、筑西市主導で実施され大反響があった
プレミアム商品券事業実施についての質問がありましたが、
今年度は行政の方から具体的な計画が示さ
れていないため事業計画や予算に盛り込ま
れていない旨の説明がありました。
また下条正男副会長逝去に伴う役員の補
充選任では、小幡勇氏が副会長に、細谷忠
勝氏が理事にそれぞれ選出され、二人の新
役員からは、より良い商工会づくりに尽力
議長
したいと抱負が述べられました。

総代会議場風景。平成28年度の事業などが決定されます。

総代会承認議案

稲田賢一氏

第１号議案

平成２７年度事業報告及び収支決算の承認
の決定の承認について
第２号議案
平成２８年度事業計画及び収支予算の決定
について
第３号議案
平成２８年度借入限度額及び借入金融機関
の決定について
第４号議案
役員の補充選任について
新任の挨拶をする 左・小幡勇氏 右・細谷忠勝氏

平成26年度に小
規模企業基本新法が
制定されて以来、持
続化補助金やものづ
くり補助金など我々
に直接関係のある政
策が出て来ておりま
す。茨城県では県知
事認定の経営革新計
画事業が推進されて
おり、昨年度 この事業に於いて当商工
会は県内でトップクラスの実績を上げる
ことが出来ました。これは会員皆様の
「やる気」が職員を奮い立たせた結果と
考えております。
さて、本年は3月に県連臨時総会が開催
され、平成28年度の事業計画・予算が決
定、早期に新年度の方向性が示されまし
た。平成28年度の重点推進事業として、

1、巡回訪問の徹底・強化
2、経営発達支援事業の推進
3、会員数・組織率の向上
4、自主財源確保にによる財政力の強化
5、福祉共済等の推進
6、記帳機械化システムの加入促進
7、中小企業の経営力向上支援
8、小規模企業施策の推進
9、青年部女性部の部員増強
の9点が掲げられています。筑西市商工
会はこの県連目標に沿って平成28年度事
業を進めてまいります。
商工会が会員はもちろん、地域からも
行政からも信頼される団体となれるよ
う、これからも努力していく所存でござ
いますので、相変わら
ずのご支援ご協力をお
願い申し上げます。
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桜まつり

誰が当たるのかな？お楽しみ抽選会

桜満開の4月3日に明野商工祭（関口恭史実行委員長）が明野公民館中央
広場で開催されました。あいにく雨模様でのスタートとなりましたが、地
元明野地区皆様中心のステージが盛り上がりとともに、午後には晴れ間も
覗くようになりました。
明野商工祭も今年で5回目となり、徐々に春の恒例イベントとして地域
に定着してきました。特に明野地区会員に配布される利用券は皆様に喜ば
れ、会場内での買い物を楽しみにご来場される方も多いようです。ステー
ジ演舞・抽選会・部会模擬店・会員の出店テント・ミニ動物園と楽しい催
しが用意され、あちらを観たりこちらで食事をしたりと笑顔が絶えない一
日となりました。
ご尽力いただきました皆様有難うございました。
歌のゲスト、川神あいさん

お買い上げありがとうございます！

↓子供の太鼓と

↑大人の太鼓

ほ～ら、ヒヨコだよ！
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新☆部会役員ご紹介
役員の補充選任に伴い、部会役員にも変更
商工会事業は、商工祭・研修会など部会活
がありました。サービス業部会長に前田勲
動によるものがいくつかあり、また横の繋が
氏、同じくサービス業部会幹事に、小貫隆
りとして部会の役割は重要です。
氏、大島静男氏、鈴木幸生氏、商業部会幹事
新役員の活躍に期待が寄せられます。
に下条力男氏が新しく選任されました。
サービス業部会長 前田勲 氏

動画活用で 売上を劇的に伸ばす方法

Youtube

講師
1月14日、関城事務所に於いてIT委員会講習会が開
催されました。今回は、普段使用しているスマートフォ
ンで売上を伸ばす方法が聞けるとあって関心が高く、
60名を超える参加がありました。
講師の菅谷先生は茨城県出身、明るくパワフルな口調
で聞く人を惹きつけていきます。中でも、業績不振に悩
んでいた自動旋盤販売の事業所が、youtubeを毎日更
新するという先生のアドバイスをしっかりと実行した結
果、年商が何倍にもなったという成功例、そして成功に
導いた動画作成のポイントに、参加者は興味深く耳を傾
けていました。
今はまさにネットの時代。経営戦略のヒントもそこに
あり、上手に活用できてこそ業績アップに繋がっていく
ようです。後日、いくつかの参加事業所が、早速動画配
信にチャレンジして下さいました。さぁ、売上を劇的に
伸ばす第1歩をふみだしました。今後がとても楽しみで
す。

㈱アームズエディション
代表取締役 菅谷信一 氏

真剣な表情の参加者。売上アップにチャレンジ。

金 利 の お 知 ら せ
資金の種類

貸付限度額

（H28.7.1現在）

貸付期間

貸付利息

政
策
公
庫

普通貸付

４，８００万円

設備資金１０年以内
運転資金 ７年以内

年１．２５％～２.２５％
（Ｈ２８．７．１現在）

経営改善貸付
（無担保無保証人）

２，０００万円

設備資金１０年以内
運転資金 ７年以内

年１．３０％
（Ｈ２８．７．１現在）

市

自治金融

１，０００万円

設備資金
運転資金

７年以内
７年以内

年１．２０％
（Ｈ２８．７．１現在）

東日本大震災復興緊急融資

８，０００万円

設備資金
運転資金

１０年以内
１０年以内

年１.２％～１.５％

関東・東北豪雨災害緊急対策融資

８，０００万円

設備資金
運転資金

１３年以内
１０年以内

年１.２％～１.６％

パワーアップ融資

５，０００万円
（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％

茨
城
県

７年以内
５年以内

あじさいメール
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人・人・人の築地。お客様も商店も元気

皆さんは「2ｋ540 AKI-OKA」をご存
じだったでしょうか。２０１０年１２月、御
徒町に伝統工芸職人の技が集う新しいスポッ
トとして誕生した「ものづくり」をテーマに
した施設です。
「ものづくり」と聞いては工業部会が研修に
行かないわけにはいきません。２月６日、研
究熱心な２８名が参加し、新しい職人の街に
向かいました。
JR御徒町駅から秋葉原方面に向かう高架
下に造られたこの施設は、古くからの宝飾
問屋街としての趣を残しながら、モダンも
取り入れた素敵な場所になっていました。これか
らの「ものづくり」は単に「作る」だけでなく
「見せる」「売る」といったことも求められていく
のでしょう。ちなみに名称の「2ｋ540」とは東京

桜の開花もニュースで伝えられ、すっか
り春の陽気となった３月２９日、サービス
業部会は東京方面に研修に行きました。今
年は大勢の参加申込があり、賑やかな研
修会となりました。
朝一番、築地場外市場へ。まずは有名
な卵焼きのお店に立ち寄ってから、市場
で買い物楽しみました。東京スカイツ
リーでは集合写真を撮り、展望台に上り
ました。好天に恵まれて、東京湾、新宿
副都心ビル街など遠くまで見渡すことが
出来ました。そして最後は浅草寺にお参
りをし、仲見世通りを散策して帰路に着
きました。
日頃仕事に追われ、顔を合わせて話を
することが少なくなっていますが、研修

今回の商業部会研修は、築地・皇居乾通り・靖国神社
をまわり最後に隅田川の屋形船で食事をしながら東京の
夜景を眺めました。中でも築地の賑わいにはビックリ。
一軒一軒の商店は小規模なのに、活気にあふれ生き生き
としていました。
地方の小規模商店は、大型店・ディスカウントストア
などの進出により、廃業する事業所が相次ぐなど厳しい
状況におかれています。こういった時こそ、しっかりと
した横の繋がりを持ち、アイディアを出し合っていくこ
との大切さを築地の商店街
から学びました。部会もそ
ういった視点から、部会員
のための活動を推進してい
きたいと思います。

私達から新しい「ものづくり」を提案していこう。

駅からのおよその距離2ｋ540ｍを鉄道用語で表し
たもの、
「AKI-OKA」は「秋葉原-御徒町間」を意
味しているそうです。

会はお互いの情報を交換する良い機会とな
り、サービス業部会の絆が深まった一日と
なりました。
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篠崎部長挨拶。青年部おそろいのポロシャツがステキです！

青年部、婚活「あさがお会」は２月７日、レスト
ランZAKにおいて男性１9名、女性２２名の参加
で開催されました。
今回企画した「ケーキづくり」では、初めて作る
人が多く悪戦苦闘。男女協力しながらの作業とな
り、リーダータイプの人、手際のよい人、細かいと
ころに気付く人など様々で、お互い
の性格が垣間見えたのではないで
しょうか。結果、どの班も美味しそ

２月２８日
～２９日、青
年部は、日本
の中心、国会
議事堂・築地
市場・歌舞伎
座周辺へ研修に行きました。
今回のメインは何といっても築地市場のマグロ卸売
場競りの見学。しかし、人数制限があり大人気と
あってなかなか入場することが難しいという話を聞
き、２９日は午前３時に起床し、みんな眠い目をこ
すりながら築地市場に向かいました。
早起きのかいあって入場することが出来、競りの
様子を間近で見学できました。テレビなどの画面で見

エコの木軍団集結！これから作業開始です。

うなケーキが出来上がりました。
他にも「お見合い回転ずし」や「フ
リータイム」など参加者は積極的に会話
を楽しみ、最後には６組のカップルが誕
生しました。このまま結婚まで仲良く続
き、「私たちは青年部主催のあさがお会で
出会ったね」と思い出してくれたら、本当の意味で
の目的達成となります。
実行委員の皆さん、お疲れ様でした。

る以上に活気がありその迫力に圧倒されてしまいまし
た。築地は特別な場所ですが、青年部は自分達らしい
方法で、筑西市が活気溢れる街になるような事業が出
来たらと、考えさせられました。今回の研修は今後の
青年部活動の方向を示してくれたような気がします。

今日は早起きしたのでちょっと眠いﾅｱ

6月4日、エコの木部会は宮山公園
管理棟前と商工会明野事務所に「緑
のカーテン」ゴーヤの苗を植えまし
た。省エネの一環として始めたこの
事業も７年目を迎え、成果をあげて
います。特に平成２３年３月の東日
本大震災に於いては、電力不足の中
「緑のカーテン」は節電になった
と、感謝の言葉もいただきました。
ゴーヤは鮮やかな緑が見た目にも涼しく、炒め物に、佃
煮に、また乾燥してお茶にも美味しくいただけて栄養も満
点。成人病の予防にも効果があるということで、一石二鳥
にも三鳥にもなります。
今年は、宮山公園管理棟前にはアサガオを、明野事務所
にはコロタンというミニメロンの苗を一緒に植えてみまし
た。ゴーヤとともにお楽しみに！！

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

建築工房つくば

長澤

柴造園

柴

野寺興業

野寺

金扇石材

金扇

㈲藤ヶ谷物流

業

種

部

会

高津1951

建築業

建設業

井上1366-2

造園業

建設業

亮太

舟生1073-237

鳶職

建設業

道謙

桑山1739-1

石材業

工業

五十嵐 義昌

藤ヶ谷1134-4

運送業

サービス業

ヘアーサロンアオヤギ

青柳

和利

知行464-1

理容業

サービス業

まるくわ農園

武田

栄

桑山3314

すいか・トマト販売

商 業

共友電気工業

小貫

友也

井上376-2

電気工事

建設業

日本テクノ 日電協

山根

希

門井1950-1

受電設備保安業

サービス業

オーリスアース

中山

倫之

木戸8-72

ビル管理・緑地管理

サービス業

職

連三

所在地

H２８.６．２７現在

忠夫

員 紹 介

今年度も職員の異動があり、新しい仲間が加わりま
した。なお、吹野建夫指導員は城里町商工会に転任
となりました。

経営指導員
吉原 則行
以前は、つくば市商工会に勤務し
ており、本年４月１日付で筑西市商
工会に出向となりました吉原則行で
す。最初は不安もありましたが、約
３か月が過ぎ、会長をはじめ役員職員各位の温かいご
指導やご協力によりなんとか落ち着くことができ、大
変感謝しております。
私は、人との出会いを大切にしていきたいと思いま
す。仕事をしていく上で、一番大事な人間関係を円滑
にし、商工会に求められている支援体制を充実させて
いきたいと思います。初心を忘れず頑張って行きます
のでよろしくお願いします。

お盆期間中の業務対応について
お盆期間中、8月15日・16日は
本所（協和事務所）は開館致しま
すが、明野事務所・関城事務所は
閉館となりますので、ご理解ご協
力をお願いいたします。御用の方
は本所までご連絡又はお越しくだ
さいますようお願いいたします。
本所 TEL

57-2124

会員の動き
地 区 等

H28.6.27現在

会

員 数

協

和

地

区

３７７

明

野

地

区

３１０

関
定

城

地

区
款

４００

計

１１０３

合

１６

