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芸術の秋・読書の秋・スポーツの秋…でもやっぱり食欲の秋！

第２３号

梨も柿も栗も新米も美味しい季節です。

山も里も秋色。散りゆく紅葉や冷たい風は、冬の到来が間近であることを感じさせます。今年も残りわずか…

第２３号の紙面

本年度も地元の消費拡大や地域経済の活性化を目的とし「プレ
ミアム付商品券」を販売いたします。昨年大好評で即日完売して
しまったことを受け、今年は発行額を倍増しました。また一人４
セット（40,000円）までという購入限度額が設けられ、より多
くの方に商品券をご利用いただけるようになりました。
10月には衆議院議員解散総選挙があり、政局の勢力図も変化
してきました。消費税増税・北朝鮮問題など、これからの景気に
どう影響してくるのか、政府はどういっ
た対策を講じるのか、注意深く見守定め
ていかなければならないところです。ま
ずは地域経済の活性化から。身近な「プ
レミアム商品券」で消費を喚起し、地域
から経済を盛り上げていきましょう。
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プレミアム付商品券
販売開始
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関城商工まつり報告
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経営革新セミナー
WEBセミナーのご案内
会員健康診断のお知らせ
協和商工祭予告
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部会活動報告
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梅の花飾り巻き寿司レシピ
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結城信用金庫関城支店
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イバライガーと一緒にポーズ

去る11月3日、ペアーノ南側特設会場にて関城商工まつ
り（実行委員長 中村勝美）が開催されました。
当日は申し分のない晴天に恵まれ、沢山のお客様にご来
場いただきました。今年は筑西観光大使2名が来場、お菓
子や草花の無料配布、ラッキー抽選会などに花を添えてく
れ ま し た。ヒ ー ロ ー は ご 当 地 キ ャ ラ ク タ ー「イ バ ラ イ
ガー」、子供たちはかっこいいポーズを決めて一緒に写真
を撮っていました。青年部のちっくんバルーンも初めての
試みでしたが、大人気で一日中子供たちの歓声で賑やかで
した。
ステージも今年はリニューアル。毎年恒例のキッズダン
スやラッキー抽選会などに加えて、午前は中村雅子さん、
午後は谷島明世さんと、歌のゲストを2人お迎えしまし
た。また下館工業高校のジャズバンドにも初めて参加して
いただきました。会場に響く歌声や軽快なジャズのリズム
はお客様に喜んでいただけたようです。前日当日とご協力
いただきました役員・会員・関係者の皆様、お疲れさまで
した。ご協力誠に有難うございました。

あじさいメール

Page 3
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平成２９年度地域活性化事業

去る８月２２日に筑西市商工会と桜川市商工会の主催によ
る経営革新セミナーが開催されまた。
講師は中小企業診断士の阿内利之氏。新商品の開発・生
産、新サービスの開発・提供、商品の新たな生産・販売方
法やサービスの新たな提供方法の導入について、分かり易
く講義され、参加者２０名も熱心に耳を傾けていました。
小規模事業者・中小企業が生き残っていくためには厳し
い時代ですが、現状を見直し視点を変えることによって、
まだまだ事業拡大のチャンスがあることを認識したセミ
ナーになりました。

インターネット
で経営支援

あなたの
健康チェック

筑西市商工会では、当会の会員限定サービスとして、会
社や自宅に居ながら、インターネットで受講したいセミ
ナーがいつでも視聴できる「商工会ＷＥＢセミナー」の提
供を試験的に開始いたします。
このサービスは、忙しくてセミナーや研修会に参加でき
ない方などが、『経営実務』『社員研修』『労務』『経
理』などのセミナーをパソコンでお気軽にご視聴いただけ
るものです。
実務家，一般経営，税務，人材育成，環境など、ジャン
ル別にタイトルを検索することもできますので、知りたい
情報がすぐに見つかります。
自己啓発や社内研修として，また経営支援情報の入手な
どに是非ご活用ください。
ご利用は無料です。（androidからも視聴できます。）
* URL
http://chikusei.org/

一年で一番寒い季節がやってきました。インフルエン
ザも流行の兆しをみせています。健康第一！一年に一度
は健康診断を受けましょう。今年度の商工会会員健康診
断予定は下表のとおりとなりました。健診費用の一部を
商工会が負担しますので、事業主様や従業員の健康管理
にお役立てください。

日

時

場 所

平成30年1月15日

関城事務所

平成30年1月16日

明野事務所

平成30年1月17日

協和事務所

ステージ日程
9：00
9：30
10：00
11：00
11：30
13：00
13：30
14：30
15：00
15：30

開会式
大和太鼓
大和保育園
商工会歌謡ショー
ガマの油売り
筑波山ガマ口上保存会
創作舞踊
凰流「世津光会」
昼休み
ソーランボーイズ＆ガールズ
協和中学校
マジックショー
「河奈さちこ」歌謡ショー
アフリカンダンス ブレス・オブ・アフリカ
フラダンス
アロハ・カナナカ
閉会式・お楽しみ「福まき」

筑西市商工会、今年最後のイベント「協和商工祭」。ス
テージや模擬店も工夫をこらし皆様をおまちしております。
ご家族皆様でおいで下さい。

今年は「河奈さちこ」さんがゲスト。お楽しみに！
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「ANA機体工場と羽田空港」視察研修会
我々、工業部会は視察研修先の選定をする際に以前か
ら、「飛行機体工場を見学したい！」と言う意見が出てい
たのですが、やはり人気が高くなかなか予約が取れずにい
ましたが、担当事務局さんから予約が取れた旨を聞いたと
きは、やっとこの視察研修が実現できる事がとてもうれし
く、旅行前の「あのワクワク感」を久し振りに感じた一方
で、平日の開催なので「参加者が集まるかな？」という不

安もありました。
そして視察研修当日、平日にも関わらず沢山の部会員さ
んに参加いただき、先ずは一安心。
予約時間の都合上、羽田空港併設のホテルレストランに
て早めの昼食、私にとっては軽食（冗談です）を食べて、
いざ「ＡＮＡ機体工場」へ！すぐに見学と思いきや映像に
よる事前説明や注意事項説明など、やはり大勢の人命を預
かる乗り物を扱うだけあり、見学者にも安全管理が徹底さ
れているのには、流石だなと思いました。
そしてやっと機体工場内へ入りその大きさにビックリ！
あの大きな飛行機が入る工場なので予想はしていたのです
が、その予想以上の広さに只々唖然。更にメンテナンス装
置の大きさにもビックリ！とても大きなジェットエンジン
もカバーが外され、内部の配管等がむき出しの状態で、手
の届きそうなほど近くで見られてとても感動。
作業工具も機械も整然とされていて、作業の品質管理も
徹底されている所は見習うべきであり、「より良い製品づ
くりのためには、より良い環境づくり」を感じ、業種は違
えど、ものづくりの奥深さを感じることが出来て、とても
有意義な視察研修になりました。

工業部会副部会長

武井昭二

間近で見学する旅客機の大きさ・精工さに感嘆

記念艦三笠・小田原城へ

東京消防庁本部防災館前にて

日露戦争の解説もあり歴史の勉強になりました。もう少し
時間が欲しかったです。
軍艦巡りクルーズでは船内ガイドを聞きながら、多彩な
海上自衛隊の潜水艦や米海軍のイージス艦を間近に眺める
ことが出来、極上の45分間でした。
2日目のＭＯＡ美術館は、相模灘を見渡す高台に建ちメイ
ンロビーからは海に浮かぶ初島や伊豆大島が一望できてす
ばらしかったです。また、リニューアルオープンという事
で屋久杉や黒漆喰、畳など日本の伝統的な素材
にこだわりつつ、現代的で美術品が美しく映える空間造り
に別の角度からも楽しむ事が出来ました。
2日間参加させていただきありがとうございました。

㈲蛯澤住建 蛯澤勝也
軍艦三笠を見学。遠い戦火の時代に思いを馳せます。

建設業部会では10月15日、16日に横須賀記念艦三笠、
軍港巡りクルーズとＭＯＡ美術館へ視察研修に行って来ま
した。
記念艦三笠へは以前より一度は行ってみたいと思いなが
ら今回やっと見学することが出来ました。明治時代の船と
はいえ、戦艦ですから相当大きかったです。ビデオによる
MOA美術館にて芸術鑑賞
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主張発表大会
青年部の主張発表大会代表に
なり、青年部活動に参加して感
じたこと学んだことを大勢の聴
衆の前で発表したことは、私に
とって 貴重な 経験 となりまし
た。な に し ろ 私 は 自 営 業な の
で、人前に立って話をすること
など学生の時以来。当日のこと
を考えると緊張してしまう様な
状態でした。
それでも事前練習では部員の皆さんに集まっていただ
き、発表内容の問題点を指摘してもらうことで改良し、繰
り返し練習するうちに少しずつ自信がついていきました。
いざ本番当日。部員みんなからアドバイスをもらった

お蔭で緊張せずに会場に入ることが出来ました。しかしな
がら「参加者控室」の重苦しい空気、会場の熱気に触れる
と発表の時はさすがに緊張してしまいました。壇上から見
回すと「筑西市商工会青年部」ののぼり旗の下で応援して
くれている部員の姿が目に入り、いつもの自分を取り戻す
ことが出来ました。
結果は上位に届きませんでしたが、普段の活動とは
違った青年部仲間の温かな
一面を感じることが出来、
発表とともに貴重な一日と
なりました。

青年部副部長 海老沢満

レディースカレッジ
9 月 19 日、本 年
度事業のひとつ
「い ば ら き レ
ディースカレッ
ジ」が ホ テ ル グ
ランド東雲にて
第一回が開催さ
れ ま し た。開 講
式 の 後、㈱ 日 経
コンサルタントパートナー講師、森川あや子氏による「感
動を創造する！おもてなし」と題して講話を頂きました。
おもてなしをしようと思ったら、まずは自分自身がおもて
なしをされる体験をたくさんすること、そして日々地域の
方やお客様に満足していただけるサービスの提供を心掛け

ることにより、満足と感動をうむ事が出来るといったお話
でした。
第２講座は「可能性への挑戦」と題して元小結、舞の海
秀平さんのお話でした。舞の海さんは高校教師に内定して
いたものの、周囲の反対を押し切って自分の夢であった角
界入りを決意したそうです。新弟子検査では身長が足りな
いため、頭部にシリコンを入れてやっと合格。
1990年に引退するまで、常に「可能性への挑戦」を掲
げて頑張ってきたという講話でした。
人生はいくつになっても挑戦！

女性部副部長

宮島澄子

ソーラークッカー全国大会
「ソーラークッカー全国大会」に参加してきました！
エコの木プロジェクト部会では、8月5日、浜松市で開か
れた「第3回ソーラークッカー全国大会」に参加しました。
部会からは、石匠飯泉の飯泉光春さん、蛯澤住建の蛯澤
勝也さんと島田設備の島田敏並びに事務局の稲葉さんの4人
で参加し、「おひさまドライヤー」を使った天日干し手焼
き煎餅の実演で会場を楽しませました。
本年度も、地元関口醸造の関口社長の御協力で、煎餅生
地の御提供とタレのしょうゆの御指導も頂き、だいぶ皆さ
んに喜ばれることができました。また、思い付きですが市
役所からのぼり旗と市の紹介ができるパンフレットを借り
てきて一緒に展示しよう問い合わせをしたところ快く御了
解頂き、筑西市の旗を浜松市に掲げることができました。
会場のお客さんの中には、『私は筑西市（関城）が実家な
の！』と懐かしそうに話をしてくれた方もおられました。
大河ドラマ“直虎”の舞台となった地で、仲間と活動で

きて、とても良かったと感じております。

エコの木プロジェクト部会長 島田敏

筑西市の幟も持参して市のアピールもしてきました。

あじさいメール
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地域に根ざした金融機関を目指して
支店長 織田昭雄
結城信用金庫は茨城県の県西地区を主な営業基盤
とする唯一の地域金融機関として、本年５月に創立
１１５周年を迎えました。
地域の皆様との「Face to Face」による対話
を重視した信頼関係を築き、お客様本位の良質な金
融サービスを提供するとともに、地域貢献活動にも
積極的に取り組んでおります。私たち関城支店は、
結城信用金庫の初めての支店として昭和２５年５月
に開設し「まるしん」の愛称でご愛顧いただき、今
年で６７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。平成２４年３月には新築移転を
し、店舗屋上に太陽光発電設備を設置したエコ店舗
としてオープンいたしました。
現在の関城支店は職員１１名、パート２名の

すし飯を2
等分にし片方
におぼろを混
ぜ、5つにわ
ける

海苔（半切
り）を3等分
にする。

おぼろを混
ぜた酢飯を海
苔で巻き棒状
にする。

しっとりと
したら巻きす
に乗せコロコ
ロ転がし、形
を整える

この様に、
花の形が崩れ
ないように、
海苔で巻いて
はがれないよ
うにする。

残りのすし飯
からピンポン玉
大の大きさをと
りおきしてお
く。海苔1と
1/3を縦長につ
なぎ置く。

向こう４ｃ
ｍ残して、す
し飯を乗せ
る。

白ごまを
乗せる。

出
来
上
が
り
♡

４
等
分
に
切
っ
て

２人分の材料

計１３名（男性６名・女性７名）です。店舗での窓
口営業に加え、信用金庫ならではの、渉外係による
訪問営業に力を入れ、より多くのお客様とのお取引
を目指しております。
主な取扱商品は、個人のお客様向けの住宅ロー
ン、教育ローン、マイカーローン、中小企業者向け
の運転資金や設備資金などの融資商品、個人向け国
債や投資信託、保険商品などです。また、当店では
貸金庫をお取扱いしております。
当支店は、地域の皆様への感謝を忘れず、これか
らも地域の皆様から真に愛され信頼される関城支店
として歩み続けて参ります。今後とも、変わらぬ、
ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

これを5本
作る。

*巻き終わ
りを下にし
て、花びら巻
きをすし飯の
真ん中に置
く。

左手に巻
きすをのせ、
ピンク5本の
真ん中にチー
ズかまぼこを
入れて花の形
に整える

左右から
巻き上げる。

すし飯
250ｇ
おぼろ
20g
チーズかまぼこ １本
野沢菜漬け 10ｃｍ×５本
白ごま
少々

巻きすを
回しながら、
花びらのくぼ
みに野沢菜を
乗せる。（野
沢菜は押し付
けないこと）

半切り幅1
ｃｍに切った
海苔を写真の
ようにおいて
花をくるくる
回す。

巻き終わ
りがつながら
ない時は取り
置きのすし飯
で間を埋め
る。

巻き終えた
ら、巻きすで
形を整え、外
に出ているす
し飯も手で押
さえ綺麗に整
える。

海苔（半切り）
３枚
*他に 1ｃｍに切った海苔 ２枚
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明るい笑顔に出会うと、元気でHAPPYな一日になりそうで嬉しいですね。商工会の事業所にもみんなに
元気を分けてくれるステキな笑顔がありますよ。ご紹介いたします！

藤 田 青 果
髙田かおり さん

新治2003-2
☎57-2321

藤田青果の一人娘、かおりさんは
昨年まで会社勤めをしていました
が、12月にお母さんが体調を崩され
たのを機に退職し、ご主人の真一さ
んと一緒にお店を切盛りしていま
す。まだまだ不慣れな仕事で戸惑う
こともありますが、配達や事務の仕
事などを引受け奮闘しています。
忙しい毎日ですが、休みの日には
小学生の息子さんのサッカースポー
ツ少年団の応援には欠かさず行って
います。元気に走り回る子供の姿を観ること、大声で応援

美容室 オム
山口まどか さん

海老ケ島963-1
☎52-1949

私が「美容室オム」にお邪魔したの
は木曜日の午後だったのにもかかわら
ず、お客様があとからあとから。すぐ
に地域で愛されているお店なんだ、と
いうことを感じました。
まどかさんは、高校を卒業後、美容
師専門学校に進学し、他のお店で8年
修行したあと実家に戻りお母さんと一
緒に働いています。実は78歳になる
おばあさまも美容師で三人でお店に
立つこともあるそうです。幅広い年
齢層のニーズに応えられる、「美容室オム」の人気の秘
密はそんなところにあるのかも知れません。
三人姉妹の長女であるまどかさんの楽しみは、妹さん

斉藤建築工業㈱ 辻1510-3
斉藤美幸 さん ☎37-4541
斉藤建築工業㈱は住宅建築を請け負
う会社です。会社に行くと明るい女性
スタッフの皆様が迎えてくれます。そ
んな中で社長の娘さんである美幸さん
はお客様への基本営業、建築プラン作
成、アフターフォロー等をこなしてい
ま す。建 築 士 を は じ め、ホ ームヘル
パー、美容師、書道師範等の多彩な資
格を持つ美幸さんはその才能を日々発
揮されています。
また、プライベートでは旦那様と週末に登山を楽しみ、
リフレッシュしているとのことです。そんな美幸さんに
日々心がけていることを聞いてみると、お客様それぞれ考
えは違うので、お客様が求めているものや過ごし方を察

することで日頃の疲れ
を吹き飛ばしていま
す。かおりさんにとっ
て子供達の成長が何よ
りのスタミナ源になっ
ているようです。
今後は、「栄養士の
資格を生かし、新鮮な
果実や野菜を利用して
のジュースバーやフ
ルーツパーラーなど若い人向けのお店が出来たら」と夢は
広がります。「まだまだ、実現するには遠い夢ですけど」
と笑顔のかおりさん。いえいえ、私にはすぐに叶う夢のよ
うな気がします。頑張ってください！

たちと会うこと。特に、埼玉に住む姪子さんにメ
ロメロで「可愛くって可愛くって」と、ご自分の
お子様の話をするようにニコニコと話してくれま
した。姪子さんは三歳ということで、洋服を買ってあげた
りと溺愛中のようです。
また、先日は土浦に住む妹さ
んの所に泊まって来たというま
どかさん。妹さんも美容師をし
ているということで、仕事の悩
みなども共感できるのでしょう
ね。一緒に出掛けたり買い物し
たりおしゃべりしたり、姉妹は
いつも仲良しです。ここにも、
地域の皆さんに愛される
「美 容 室 オ ム」の 理 由 が ひ
とつ見つかったような気が
しました。

し、思いやりのあるご提案を心がけています。という返事
が返ってきました。
家を建てることは一生に一度の大イベントです。そうい
う私（事務局・吉澤）も先日斉藤建築工業㈱で家を建てま
した。引き渡し時の美幸さんの笑顔がとても印象的でし
た。素晴らしいスタッフに囲まれた美幸さんは、これから
もお客様と素晴らしい家を作り上げていくことでしょう。

斉藤建築工業㈱の皆様と引き渡し時。向かって一番左が美幸さん。

新しい仲間が増えました！宜しくお願い致します。(敬称略)
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業

H２９.１０．３１現在

種

部

会

協和技研㈱

杉山吉彦

門井1970-19

加工業

工業

飯島玩具

飯嶌 勇

辻1264

ビニール加工

工業

大吉陸運㈱

大吉総司

藤ヶ谷1250-7

運送業

サービス業

相沢祐次

相沢祐次

関本分中84-2

農業

商業

オートサイドガレージ

横田裕一

門井111-8

自動車販売・修理

サービス業

睦

小林一巳

海老ヶ島2089-6

産業廃棄物処理

サービス業

キッチンMOCO（モコ）

塚田良江

舟生44-4

飲食店

サービス業

隼

鈴木隼人

久地楽486-25

建機オペレーター

建設業

大畑自動車整備工場

大畑 茂

辻1585-2

自動車整備・販売

サービス業

㈲水柿商会

水柿孝之

松原3431-1

自動車整備・販売

サービス業

㈱山口設備工業

山口隆宏

倉持472

水道施設工事

建設業

JT.AutoTrade㈱

ｸﾗｲﾃｨﾝ

船玉79-27

自動車輸出販売

商業

和

㈱

正

会員の動き
地

区

等

ｼﾘﾃﾞｯﾄ

H29.10.31現在

会

員

数

協 和 地 区

３７４

明

野 地

区

３０４

関
定

城 地

区
款

３９６

計

１０８９

合

１５

つくば地域「図柄入りナンバープレート」
に関する住民アンケートにご協力ください。
筑西市を含むつくばナンバー地域の13自治体は「図
柄入りナンバープレート」導入することになりました。
図柄はアンケート結果により決定します。詳しくは「広
報筑西ピープル」11月1日号をご覧ください。

