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新年明けましておめでとうございま
す。会員皆様には健やかな新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
昨年の我が国経済は、企業収益・雇
用・所得環境などは良好であり、経済再
生・デフレ脱却に向け大きく前進しまし
た。一方、国内需要の伸び悩みなどの課
題もあり今後の改善政策が待たれるとこ
ろです。
この様にアベノミクス取組の下、上向
きになってきた日本経済は地域の下支え
があってこそです。そして地域経済の活
性化には中小規模事業
者の持続的発展が不可
欠であり、商工会の果
たす役割がますます大
きくなります。筑西市
商工会は小規模事業者
を支援するため、補助
金制度の周知指導など

に力を入れて参り
ました。その結
果、多くの事業所
が持続化補助金・
ものづくり補助金
などの申請を行い
承認され、新しい
挑戦を始めていま
す。
英国のEU離脱、小池都知事誕生、米
国トランプ大統領候補の勝利、韓国パク
クネ大統領のスキャンダル、と昨年国内
外の政治経済は目まぐるしく動き、その
影響は今年大きく現れてくることでしょ
う。どのような状況下においても、会員
皆様の強い味方となれるような商工会を
創っていきたいと考えておりますので、
本年も相変わらずのご支援ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。
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あじさいメール

株式会社 常陽銀行
明野支店長 谷川雅人
新年あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては穏やかな新年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
常陽銀行は、昨年の10月1日に株式会社足利ホールディ
ングスと経営統合し、常陽銀行と足利銀行を金融子会社と
する「株式会社めぶきフィナンシャルグループ」を発足い
たしました。
そうした中で、私たち明野支店は平成元年2月に開店し今
年で28年目を迎えます。開店からこれまで、地域の皆様に
はひとかたならぬご支援をいただき厚く御礼を申し上げま
す。現在の明野支店は行員8名、パート4名の計12名で、
店頭での窓口業務と渉外による営業活動を行っています。
個人のお客様には、預金・ローン商品に加えて投資信託や
証券、保険などの資産運用商品を一人ひとりのライフサイ
クルに合わせて提供し、また、法人・個人事業主のお客様
には、事業運営上の課題に対し適切なソリューションを提
供させていただきます。

昨年は、マイナス金利の導入、英国のEU離脱、そして米
国の大統領選と予想に反したことが多く、何が起こるかわ
からない時代がやってきているという印象です。人口減
少、経済のグローバル化進展に伴う地域社会の課題を、マ
イナス状況と捉えず、見方を変えてチャンスに出来るよう
に、そして生涯にわたって皆様のベストパートナーバンク
でありたいと心がけて、全員一丸となって日々笑顔で営業
活動を行っていきたいと思います。

今年も「設備資金」「運転資金」に困ったときには商工会にご相談ください。より良いアドバイスを致します。

平成２９年
資金の種類

貸付限度額

金

利

情

報

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 ５年以内

年１．１６％～２.８０％
（Ｈ２９．１．５現在）

経営改善貸付
（無担保無保証人）

１，５００万円

設備資金１０年以内
運転資金 ７年以内

年１．１６％
（Ｈ２９．１．５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１．０６％
（Ｈ２９．１．５現在）

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％

東日本大震災復興緊急融資
茨
城
県

設備資金１０年以内
運転資金 ７年以内

パワーアップ融資

５，０００万円

経営合理化融資

３，０００万円
設備資金
（設備５，０００万円） 運転資金

７年以内
５年以内

酉年生まれのあなたはどんな性格？
酉年生まれの人の長所は、頭の回転が速くバランスが取れているところです。
にわとりは、武士が備えるべき5つの徳を備えていると言われています。
5つの徳とは 知・信・仁・勇・厳 です。
洞察力に優れ、細かいところにもよく気が付きます。
客観的にものごとを見て判断ができ、論理的です。
また、負けず嫌いでプライドが高く、対人関係では自分本位に
なりがちなところがありますので気をつけたいですね。

年１.５％～１.８％
年２.１％～２.８％

酉年生まれの有名人
福山雅治
松居一代
石田ゆり子
安達祐実
黒柳徹子
東国原英夫
岡田茉莉子
有村架純

など
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下条スポーツ
下条力男 さん
（蓮沼74-14 ☏57-6408）
あけましておめでとうございます。
昨年は、オリンピックイヤー。日本
人選手の大活躍もあり、空前のスポー
ツブームになりました。2020年に東
京オリンピックも控えており、ますま
す盛んになる事でしょう。スポーツ用
品店にとって、このブームはチャンスです。今年はお客様に
喜んでいただけるような企画を考え、新しいお店創りをして
いきたいと思っています。
また昨年は、仕事・家庭・ボランティア活動など忙しくも
充実した毎日を送ることができました。今年も忙しい年にな
りそうですが、ソフトボールや自転車など自分の時間も大切
にして、余裕のある年にしたいと思います。

理容さわさ
澤佐ソノ さん
（海老ケ島1673-1 ☏52-3973）
あけましておめでとうございます。
私のお店のお客様は、もちろん整髪が
目的ですが、もうひとつ、悩みや愚痴
の話をするためにいらっしゃいます。
年 の 功 か、私 に は 何 で も 話 せ る よ う
で、私もお客様の気持ちになって受け
答えをしています。ボランティアで整髪に行っている介護施
設でも「澤佐さんがいい」と言っていただき、体力の続く限
り、現役で仕事がしたいと思っています。
毎朝早起きをし、家周りや地域の道路などを掃除するこ
と、料理をしたり漬物を漬けたりすること、敬老会の旅行に
行くこと、これがこの年まで健康でいられた秘訣でしょう
か。今年も健康で、お客様が気軽に話の出来る憩いの場とし
て「理容さわさ」を頑張っていきたいと思っています。

美容室

Sfida（スフィーダ）

渡邉 亮 さん
（井上1216-9 ☏37-6579）
新年あけましておめでとうございま
す。酉年生まれ、今年で３６歳になり
ます。
東 京・池 袋 に １ ２ 年 ほ ど 住 ん だ 後
に、地元・関城へ東日本大震災の時に
帰って来ました。
夫婦で美容室を開き６年が経ちます。娘が二人いるので
『パパ大好き！』と、いつまでも言ってもらえる様に、これ
からも日々努力していきたいと思います。
P.S…私の将来の夢はバスプロになることです（笑）

藤田肥料店
藤田秀子 さん
（新治2003-2 ☏57-9981）
明けましておめでとうございま
す。
一昨年は長女が結婚し、慌ただし
い一年を過ごしましたが、昨年は落
ち着いた年でした。今年も健康で穏
やかに過ごせたらと思っています。
今のところ「健康のために」は何もしていませんが、主人
がジムに通い始めて減量に成功したこともあり、私も今年
こそは何か体を動かすことを始めたいと考えています。ま
た、歌うこともでもカロリー消費が出来るとのこと。しば
らくご無沙汰しているカラオケに行って、好きな歌を歌
い、カロリー消費とストレスの発散をし、より健康な一年
をにしたいと思います。

古橋工業所
古橋文夫

さん
（海老ケ島857-3 ☏52-2571）
明けましておめでとうございま
す。
仕事を始めてから10年が経ちま
したが、まだまだ覚えることも多
く、勉強の日々です。
今年は年男という事ですが、体力
トレーニングを始めようかと考えています。商工会の中で
はまだまだ若い部類かとは思いますが、学生時代と比べる
と流石に体力の低下を感じています。仕事は体が資本です
ので、しっかりと体調も管理して頑張っていこうと思いま
す。

CAFE SORA
島田祐子 さん
（井上1216-9 ☏37-6579）
皆様、初めまして！
CAFE SORAです。
一昨年商工会に加入いたしまして、
研修会にも何度か参加させて頂き大
変参考になりました。ありがとうご
ざいます。
CAFE SORAもオープンしてもうすぐ丸4年になろう
としています。オープン当時は不安でいっぱいでしたが、
今では少しずつ皆様に知っていただけるようになり、リ
ピーターも増えて来ました。スタッフにも恵まれ楽しい職
場になり、お店の雰囲気もとても良いと思っております。
大切なのは「人」ですよね。本当に感謝です。
今年は酉年。いままでの経験と人脈を生かし新しいこと
にチャレンジしたいです。新メニューも加えもっと愛され
るCAFE SORAになれるよう頑張っていきたいと思いま
すのでどうぞよろしくお願いいたします。

あじさいメール
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12月4日、朝方は少し冷え込みがあったものの、
師走とは思えない穏やかな日和のなか協和商工祭が
開催されました。
協和商工祭は皆様のご支援をいただき今年で第30
回を迎えることが出来ました。今年は小栗判官祭り
の歩行者天国延長に合わせて商工祭の時間を延長し
たこともあり、沢山のお客様にご来場いただき、盛
大に開催することができました。ステージイベント
を観覧される方はもちろん、部会のテントもお客様
がいっぱいで行列が出来るほどでした。
前々からご準備いただきました役員をはじめ関係
者の皆様には心よりお礼申し上げます。本当にあり
がとうございました。

筑西市協和商工祭実行委員長

小幡勇
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入浴時は要注意！

冬、 血圧の変動に御注意
協和中央病院 副院長 内科部長
筑波大学付属病院 臨床 教授 玉野雅裕
血圧は絶えず上下に変動しています。特に冬場は寒さに
対して皮膚表面から熱が失われないように血管が収縮する
ため、全般的に5－10mmHg上昇します（季節性変
動）。また、宴会が多い時期でもあり、カロリー、塩分摂
取量も多くなることも血圧を上げる要因です。暖房を適切
に使用し、外出時はマフラーで頸部を覆い、しっかりと厚
着をしてください。暴飲暴食を避け、
味付けは、レモン汁、七味唐辛子など
を適宜使って減塩を意識してくださ
い。高血圧症で内服治療をしている人
は、1日1回起床後1時間以内に血圧
を測定し、夏～秋の血圧値よりも高い
日が続く場合は主治医にご相談くださ
い。
また、冬場は血圧の日内変動も顕著
になり注意が必要です。暖房が利いた
暖かい部屋から寒い廊下、戸外に出る
際、血管が収縮し、血圧が急上昇しま

☆
税
務
相
談
会
開
催
の
お
知
ら
せ
☆

す。脳、心血管に負担がかかり、脳出血、脳梗塞、心筋梗
塞などが起こりやすくなります。外出時はもちろん、夜間
トイレに行く時もこまめに防寒対策をするようにしてくだ
さい。特に早朝は血圧を調節する自律神経が最も不安定な
時間帯であり十分注意してください。
最後に、冬期は入浴時に命を落とすケースが最も多いと
いうことを認識する必要があります。寒い脱衣場で血圧が
上がり、入浴時に熱湯に触れると交感神経が緊張し、さら
に血圧が上昇し、肩までお湯につかると水圧が心臓に負担
をかけます。その後体が温まり、血管が拡張して急激に血
圧が下がります。脳に血液が十分行きにくくなり、気を失
い溺死する場合があります。無事
浴槽から上がると水圧がなくなる
ため血圧がさらに低下し、転倒事
故の危険があります。脱衣場にた
どり着くと、寒さにより、一転し
て急激に血圧が上昇します。冬の
入浴は危険がいっぱいです。脱衣
場を温め、熱湯は避けて半身浴に
してください。以上の点に注意し
て、健康な生活を送りましょう。

が必要になります
消費税転嫁対策窓口相談

決算、確定申告相談会
月 日

時

間

会場

税理士名
（敬称略）

2月24日

10：00～16：00

明野

塚原 敏

2月 28日

13：00～16：00

協和

稲見 正雄

3月1日

10：00～16：00

関城

藤田 修

3月6日

13：00～16：00

協和

檜佐 光信

3月7日

10：00～16：00

明野

中里真紀子

3月8日

10：00～16：00
10：00～16：00
13：00～16：00
10：00～16：00

関城
明野
協和
関城

坂入
武井
岩見
藤田

3月13日
3月14日

博
宏樹
忍
修

月

日

2月21日

時

間

10：00～16：00
10：00～16：00

地
区
協和
関城

税理士名
（敬称略）

岩見
坂入

忍
博

年が明けるとすぐに決算・確定申告の時期です。
28年の源泉税報告書・所得税等の確定申告・行政
機関、税務署などに提出の書類にはマイナンバーの
記載が義務付けられました。また本人確認として、
マイナンバーカード、通知書、免許証のコピーなど
も必要になります。商工会では必要に応じてそれら
の提出をお願いしたりお預かりしたりすることがあ
りますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

あじさいメール
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「誤努力」脱却のための
３つのポイント
中井淳夫 先生のセミナーを受けて
最初に、このセミナーを知った時の印象は・・・誤努
力？聞き慣れない言葉だと思いました。あまり興味が無
かったのでホワイトボードにセミナー案内を貼り付けてお
くだけでしたが、でも誤努力って考えた時に全くイメージ
が湧かず気になり参加申込みに名前を記入し商工会にFAX
しました。
１努力とは目標に向けて元気よく突き進むコト ２苦労
とは努力が報われないコト ３誤作動は性能が優れている
ほど破壊力も大きい！ ３の太字に共感しました。
なぜなら１・２は言葉の通り ３は普通、性能が優れてい
れば誤作動は考えにくいですよね。惹かれましたね。
色々な講演会、セミナーを今まで視聴しましたが全く１８
０度違う話でした。
枠組みを誤ると努
力が誤作動？ピンと
きませんでしたが話
を聞いていくと納得
していきます、社
会・会社にはルール
があります、毎日決
められたルールの中
で生活していきます

が仕事も同様だと思ってい
ました。
皆さん、例えば製造業なら
顧客のニーズに応え良い製
品を決められた単価、納期
にお客様に納めるのが第一
ですよね、それは当りまえの事です。
しかし顧客の言いなりになってばかりだと利益が出ない時
もあります。
需要を私たちが創ればって事をセミナーの中で言ってま
したね、なるほどと思いました 以前、自分もお客様が利
益が出れば自分たちにも利益が出ると思い、頼まれてもい
ないのに今までの試作品の製造工程の見直しで提案させて
もらった事がありました。それは低単価で強度がある試作
製品が出来ると言うものです、もちろん自社にも仕事とし
てメリットがあるからこその提案です。
結果的にはお客様にこの提案は通りませんでしたが挑戦し
た実績は評価されました。
決められた枠の中での思考・行動・手順では
なく枠外での個性を活かせればと・・・中井
先生の話を聞いていて感じましたね。
とても身になるセミナーで参加して良かっ
たです。

㈱ケイセイ

瀬戸井成真

リニアモーターカー・
山梨県方面

視察研修会回想
去る12月13日、筑西市商工会サービス業部会視察研
修に３３名の部会員やその家族と共に参加しました。

当日は心配していた雨も降らず、絶好の研修日和とな
りました。まず、山梨県立リニア見学センターでリニア
モーターカーの最新技術を見学しました。リニアモー
ターカーは有人走行による世界最高時速603km/hを達
成し、約10年後の実用化を視野に入れているそうです。
次のストーンエッグ英雅堂、ハーブ庭園旅日記では、従
業員さんの説明が大変面白く、笑いの絶えない研修とな
りました。
今回の視察研修に参加してみて、参加した皆様の楽し
そうな笑顔が大変印象に残りました。今後もこのような
楽しい研修を計画して頂き、サー
ビス業部会員の絆を深めていけれ
ばと思います。大変ありがとうご
ざいました。

㈲おぬき 小貫 隆
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お客様に「もう一度来たい！」
と思っていただけるお店づくり

夏目先生のセミナーを受講して
私は、普段「女性のためのお顔そり空間カロン」で、女
性のお客様にお顔そりやエステなど美の提供をしている女
性理容師です。
お店のディスプレイは、どこから手をつけたらと迷うの
が正直なところ。普段身近にあるものに手を加え、来客用

のお箸にマスキングテープで色を差し、おしゃれに演出。
昔懐かしい三角牛乳の形に折った「折り紙テトラ」にお菓
子を入れて、お土産として配ったり。ちょっとした事だけ
ど、夏目先生の「おもてなし術」は、来ていただいた方に
「楽しんでもらいたい」「喜んでもらえたらいいな」とい
うもてなす側の思いが、心地よさを与えてくれて、自然に
笑顔になれると思いました。
「可愛い」「何これ？」が「もっと
ここに居たい空間（場所）」になっ
て、お店の価値観につながっていく。
既成品でありふれた世の中だからこ
そ、オリジナルなものは、たとえ
不格好でも可愛らしく、温かい思いが
感じられます。
素敵なおもてなし術とディスプレイ
を私もお店で早速取り入れていきたい
と思います。

株式会社T-Sカンパニー
鈴木 尚子

お正月の寄せ植え
華道講習会でお正月の準備
女性部は12月22日に恒例の華道講習会を関城事務所で
開催しました。参加者は30名でした。
今年は今までの寄せ植えとは趣が変わり、箱庭作りとな
りました。初めての試みでしたが、先生の細やかなご指導
により、楽しみながら完成させることが出来ました。

みごとに赤い実をつけた万両を中心にして、南天・葉牡
丹・オキザリス・リュウノヒゲなどの縁起木を鉢に植え込
みました。店内が華やかになり新年を迎える準備が出来ま
した。

女性部 中野きよ子

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
幸

石

代表者名

所在地

業

H２８.１２．３１現在

種

部

会

田谷

幸司

鍋山538-1

石材業

工

Hair Story SUNRISE

大谷

朋行

小栗5633

理容業

サービス業

直井自動車整備工場

直井

政夫

宮後2201

自動車整備

サービス業

井出蛯沢1644

農業（生産・販売・加工）

商

業
業

㈱WORLD

FARM

枝

晃成

業

㈱M・S・Kファーム

舘野

博

小栗7398

農業（生産・販売・加工）

商

㈲協和ゴルフセンター

小幡

将豪

門井1514-1

ゴルフ練習場

サービス業

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２月２８日です。
換金は下記の通り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１６日（月）

１月３１日（火）

１月３１日（火）

２月１５日（水）

２月１５日（水）

２月２８日（火）

２月２８日（火）

３月１５日（水）

３月１５日（水）

３月２４日（金）

あれあれ？？ これは何？
半年前に枝指導員が買ってきた観葉植物。鮮やか
なグリーンが関城事務所の雰囲気を和らげてくれて
いました。
ところが…ぅん？ その蔓はどんどんのびて写真
の様になりました。そして今でもまだまだ伸び続け
ています。どういった植物なのか、花は咲くのか、
これからも伸び続けるのか、謎となっています。
どなたか、植物に詳しい方がいらっしゃいました
ら、教えてください！

会員の動き
地

区

H28.12.31現在

等

会

員

数

協 和 地 区

３７７

明 野 地 区

３１３

関 城 地 区
定
款

３９３

合

計

１６
１０９９

