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今年の梅雨明けは観測史上最速だとか。筑波山にかかる雲も紺碧の空も、早い夏の訪れを感じさせます。

会長
昨年度、当商工会は経
済支援団体として経産省
の認定を受けることが出

おります。3点目は「ものづくり補助金」
の申請。当商工会員でも、この補助金を利
用し設備を充実させ近代化している事例が

来ました。これはひとえ
に皆様のご支援の賜物と
感謝申し上げます。また
経営革新計画の申請・承
認件数は県内商工会で
トップの成績を収めるこ
とが出来ました。これも会員企業皆様と職
員の「やる気」が結実したものと感じてお
ります。今後も商工会は様々な情報を発信
し、それぞれの企業発展に寄与できるよう
努力して参ります。

ありますので「難しい」「面倒」などの先
入観を持たず、上手に利用していただきた
いと思います。4点目は経営革新計画の申
請・承認、フォローアップ。経営革新計画
が頓挫せず確実に前進できるよう最後まで
お手伝いいたします。皆様のご相談には職
員がきめ細かく丁寧にご説明・ご支援致し
ますので、是非ご活用いただきたいと存じ
ます。

本年度も筑西市商工会は、中小・小規模
企業の経営安定推進のために伴走型の支援
さて、今年度におきましては次の4点に 体制を強化し、また地域経済団体としての
重点を置き事業を展開しく所存でございま 使命と責任を果たすために積極的な事業を
す。ひとつは経営発達支援計画事業。昨年 役職員一体となり推進して参りますので、
度は調査事業を中心に進めて参りました
なお一層皆様のご支援ご協力をお願い申し
が、今年は更に発展させ5年計画で推し進 上げます。
めていきます。2点目は小規模事業者持続
化補助金の申請。この補助金に関しては近
年、使い勝手が良くなり補助金額も増えて
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なり、新役員選が選出されました。その他
の議案も原案通り承認され、新年度事業が
いよいよスタートです。
5月２2日（火）協和公民館に於いて、第
筑西市商工会では、経営革新推進・各種
58回平成３０年度通常総代会が開催されま 補助金の紹介、会員にお得な共済の勧誘、
した。大畑良雄会長あいさつの後、小幡清
記帳代行や労働保険の手続きなど煩雑な事
美氏を議長に選出し慎重な審議が行われま
務処理のお手伝い、研修会の開催、資金繰
した。本年度は3年毎に行われる役員改選の りの相談等、今年度も会員皆様に寄り添っ
年であり、第6号議案に於いては谷嶋和男
た事業を展開して参ります。皆様のご参加
氏、小幡将豪氏、大吉均氏、渡辺重行氏、
ご協力をお願い申し上げます。
池上比佐夫氏、小野沢博司氏が選考委員と
議長 小幡清美氏

総代会承認議案

本年４月１日付で事務局長に
就任しました吉原則行です。当
商工会に勤務して早いもので２
年が経過しました。最初は不安
もありましたが、会長をはじめ
役職員、会員各位の温かいご指
導やご協力によりすぐに落ち着

くことができ、大変感謝してお
ります。
現在、いろいろな場所でAIや
ロボットの導入が進み、より便
利な社会になっているように感
じますが、人情や感情までは感
じ取ることはできないと思いま
す。や は り 仕 事 を し て い く 上
で、一番大事な人間関係を円滑
にし、いま商工会に求められて
いる経営発達支援計画をスムー
ズに実施できるよう全職員で取
り組んでいきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願い
します。

第１号議案
第２号議案

平成29年度事業報告及び収支決算の承
認について
運営規約の一部改正について

第３号議案

筑西市「道の駅」管理運営会社（第三セク
ター）への出資金について

第４号議案

平成30年度事業計画及び収支予算の決
定について

第５号議案

平成30年度借入限度額及び借入金融機
関の決定について

第６号議案

任期満了に伴う役員改選について
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このたび、通常総代会にて理事を
仰せつかりました、篠崎日出男と申
します。
現在、協和地区にて家電販売及び
電気工事業を営んでおります。微力
ではございますが、少しでも商工会
運営に貢献できますよう努力して参
ります。また、商工会皆様のご指導
ご鞭撻を頂きながら商工会事業活動
篠﨑日出男 に努めて参りたいと思いますのでよ
協 和
ろしくお願いいたします。

氏 名
地 区
【㈲ｼﾉｻﾞｷﾃﾞﾝｷ】

総代会に於いて理事に選任されまし
た、広瀬進でございます。
これから様々な事業を展開していく
中で、商工会と会員のパイプ役とな
り、お役に立てるよう活動していきた
いと思います。大畑会長の下、誠心誠
意努めてまいりますので、ご協力の程
よろしくお願い申し上げます。

氏 名 広瀬 進
地 区 明 野
【㈱広瀬塗装工業】

この度総会におきまして理事に選任
されましたタグチ刺繍ネーム㈲の田口
でございます
まだまだ社会情勢は人材不足・売上
げの低迷等々厳しい景気が続く中です
が、会員の皆様のご意見・ご指導をい
ただきながら微力ではありますが商工
会事業活動を勤めてまいります。よろ
しくお願いいたします。

氏 名 田口吉信
地 区 協 和
【ﾀｸﾞﾁ刺繍ﾈｰﾑ㈲】

平成30年度通常総代会に於きま
して役員に選任されました、協和地
区の 古谷野正明 と申します。
微力ではございますが先輩役員皆
様のご指導を仰ぎながら、地域の発
展と会員事業所皆様のお役に立てま
すよう、努力して参りますので、ご
指導ご協力の程よろしくお願い申し
上げます。

氏 名 古谷野正明
地 区 協 和
【協栄輸送㈱】

総代会に於いて８名の新役員が選任されました！筑西市商工会
に新しい力が加わり、より活発な事業展開が期待されます。
（ご紹介は順不同・敬称略で掲載されております）

氏 名 飯泉光春
地 区 明 野
【石匠 飯泉】

この度の通常総代会にて理事に就任い
たしました飯泉光春と申します。明野
地区の猫島にて石材加工業を営んでお
ります。
現在は、工業部会の役員を通して商工
会事業活動へ参加しておりますが、こ
の度は理事という大役を仰せつかり戸
惑っております。何分、若輩者でござ
いますが、少しでも商工会運営に貢献
できますようご指導を頂きながら務め
てまいりたいと思いますので何卒よろ
しくお願い申し上げます。

この度の平成30年度総代会にて理
事に就任いたしました篠﨑栄一で
す。現在は、筑西市海老ケ島にて創
業110年の畳店4代目として家業に
励んでおります。
微力非才の身ではありますが、大
任 を お 受 け し た か ら に は、誠 心 誠
意、商工会と会員皆様の発展のため
に尽力いたしますので、宜しくお願
い致します。

氏 名 篠崎栄一
地 区 明 野
【篠崎畳店】

氏 名 大吉 誠
地 区 関 城
【㈲プラックス】

平成３０年度総代会において、筑西
市商工会の理事を仰せつかりました大
吉です。
商工会を通じて、目まぐるしい時代
の変化にも柔軟に対応出来るよう、コ
ミュニケーションを重視した情報の交
換、新しい技術やノウハウの習得など
を積極的に推進して各事業所様の発展
の一端を担えればと思います。筑西市
商工会の発展の為に尽力していく所存
ですので、皆様のご指導ご鞭撻を賜り
たくお願い申し上げます。

この度、再度女性部長の役目をい
ただきました。思えば筑西市商工会
女性部として合併し7年が過ぎまし
た。一カ所に集まるところのしんど
さや、今までしてきたことの違いな
どを乗り越えて来ました。
総会に改めて女性部の持ち味を、
商売人の奥様としてどう生かしてい
くかを局長の話の中で再確認しまし
た。我が家の商売を一番大事にしな
氏 名 大畑陽子 がら女性部として、楽しく賑やかに
（女性部長） 取り組んでいきたいと思います。皆
様のご協力のほど、よろしくお願い
【安全保障㈱】
致します。

あじさいメール
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サービス業部会・商業部会
の合同講演会『生涯顧客を獲
得するために』は、2月20
日、明野公民館において、約
90名もの参加をいただき盛
大に開催されました。講師の
㈱エミー 代表 渡辺満枝先
生が実例を交えた接客例やク
レーム対応例を挙げ、接客の
ノウハウを分かりやすく説明してくださいました。今回の
講演で心に響いたことは、「期待を越えた接客で感動を与
える」ということでした。人工知能の発達等、めまぐるし
く時代は変化していきますが、人と人との繋がりは大切に
していきたいと感じました。また、受講者を代表して壇上
に上がり、先生と一緒に接客方法について実演したことも
良い経験になりました。
講習会をとおして、今後の商売のこと人との接し方等を
考えるいい機会になりました。小手先のテクニックではな

い、心からのサービスを提供し、誰もがＨＡＰＰＹになれ
る企業と人との繋がりを築いていけるように頑張りたいも
のです。

サカエ印刷

宮城正弘

Microsoft Wordを使ったPOP・チラシ作成
～費用をかけずに販売促進を実践する～
平成30年3月27日に明野事務所にて中村先生ご指導の
下「Microsoft wordを使ったPOP・チラシ作成」の講
習会を行いました。
日頃より使い慣れているはずのwordですが、チラシな
どを作る際には知らなかった手法が学べ、従来の手書きＰ
ＯＰ・チラシではなく、パソコンで作るから初めての方で
もきれいに仕上がりました。キャッチフレーズの表現方法
や、イラストの配置、文字の色や太さを
どのように使い分けるか、実習を中心に
受講でき好評を得ました。

ベジフルフラワー講習会
これまで青年部では、パソコン関連や店づくりなどの講習
会を主に行ってきました。
今回は店づくり関連ではありますが、少し目先を変えて
店頭装飾にも土産にも使える、お花の講習会をみんなで話
し合って行うことにしました。お花と言っても野菜や、果
物を利用して、生け花のようにみせる
「ベジフルフラワーアート」というもの
です。講師のARISA先生は教育の現場
で、小学生などに食育の一環として講習
を行っており、商工会でも、お子様やお
孫さんと事業主の方が参加でき、一緒に
楽しい時間を過ごせる場を提供できるの
ではないかと考えました。

当日は狙い通り、お子様やお孫さんたちも一緒に参加さ
れ、楽しい時間を過ごし、フラワーアートを完成させてい
ました。学問的な講習は多いですが、子供たちの笑顔を見
てたまにはこのような講習もいいなと、感じました。今後
も工夫を凝らした講習を考えていきたいと思います。

青年部長 遠藤初夫
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今年の３月２６日、商業部会会員視察研修に四
度目の参加をさせていただきました。お世話にな
りました。日帰り旅行も楽しみの一つですが、各
お店の代表者とのコミニュケーションの中で、仕
事に対する姿勢、また代表として心の持ち方など
いろいろと勉強をさせていただけることがなによ
り幸せに感じております。今年の視察研修会は川
場温泉悠湯里庵でしたが日頃食べたことのない高
級な昼食や、素晴らしい景色を観ながらの会員相
互の親睦と大変満足で貴重な一日を体験させてい
ただきました。これからも商業部会の発展のため
に微力ながら恩返しのつもりで頑張っていきます
ので、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご
多幸をお祈りいたします。
ファミリ-カラオケ(有)マルイシコ-ポレ-ション
店長 市村真由美

「川場道の駅」と・「川越」

昼食場所の川場、悠湯里庵は懐かしい茅葺屋根でした。

6月26日、山梨県のフルーツ狩
りと桔梗屋工場見学に参加させて
いただきました。今年は果物の生
育も早く、さくらんぼは終わりに
なってしまいましたが、桃は最盛
期ということで桃狩りを楽しみま
した。その後、農園でさくらんぼ
と桃を試食しました。爽やかな甘
みが口いっぱいに広がりとても美
味しく、皆さん至福の時間だったと思います。 昼食は
「ホテル慶山」で美味しい食事をいただき、その余韻を残
しながら、桔梗屋の信玄餅工場を見学しました。清潔で、
作業員の少ない機械化された工場でした。
見学の後、桔梗屋で買い物をし帰路に着きました。お天
気も良く、皆さん買い物もたくさんして満足のいく一日で
した。女性部相互の親睦を図る貴重な一日でした。

女性部副部長

菊地みち子

LINE＠に動画を活用して顧客リピート
を劇的に伸ばす方法 (講師 菅谷信一）
この度は、インターネット活用交流事業委員
会主催の菅谷信一先生による熱い熱い講義を受
講させていただきました。「ＬＩＮＥ＠」に関
する講演ということでしたが、受講前はＬＩＮ
ＥとＬＩＮＥ＠の違いも知らない状態で参加し
ました。東日本大震災以降、様々なＳＮＳが生
活・ビジネスに入ってくる中でインターネット
やＬＩＮＥでどのように勝者になっていくのか
の基本を動画の活用や具体的なツールをあげて教えていた
だきました。
時代の大きな変化の中でお客様の心をつかんでいく為に
は、「段階的な信頼の構築」をしながら既存のお客様のリ
ピートを増やしていく、そしてリピーターからの紹介をい
ただいたりするところにＬＩＮＥ＠が力を発揮することを
学びました。ＬＩＮＥはビジネス・生活のなかで既にイン

フラ化していますが、普段からのアナログな努力、現実的
な努力で信頼関係をお客様と構築しながらＬＩＮＥ＠で特
別な個別感を抱いていただく中に今後の経営・運営上のあ
るべき姿があるように感じました。

猪ノ原桐材木工所

猪ノ原武史

あじさいメール
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平成30年度の事業重点項目である「経営革新計画」の申請は、昨年度、以下の事業所が県の承認を受
け、新しい挑戦を始めています。商工会は専門家と共に、あなたのアイディアを形にするために全力でお手
伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
事業所名（代表者名）

経営革新テーマ

㈲時野谷製作所（時野谷光雄）
㈱

丸

精（小椋識夫）

えんむすび（斎藤鉄也）
やまぐち薬局（山口浩司）

承認日

プレス加工による独自の穴あけ加工技術の開発による新規
受注の獲得

平成2９年５月10日

*

平成2９年５月10日

健康・癒し・食事など、総合的な身体サポートを提供する
新型店舗への変革

平成３０年1月2５日

運営ノウハウに課題を抱える薬局を対象にしたコンサル
ティング事業の展開

平成３０年1月2５日

北総産業㈱（中丸竜平）

希少価値のある中古輸入車のコンパクトカーを取り揃え、購入
平成３０年1月2５日
時から末永くカーライフをお手伝いする事業者への変革

大塚工務店（大塚文男）

ペットと暮らす家づくり

平成３０年1月2５日

ママさん達の声を取り入れた、使い勝手が良く、空気の良
い健康住宅「ここちーな」の新展開。

平成３０年２月 9日

不良発生を限りなくゼロにする製造プロセスの開発

平成３０年３月2６日

*

平成３０年３月2６日

*

平成３０年３月2６日

㈱アロー住建（四ツ谷明美）
㈲プラックス（大吉
㈱

ヤ

ハ

誠）

タ（増淵一夫）

協和技研㈱（杉山吉彦）
義歯工房

FITBASE（中山

関口醸造㈱

操） 新たな義歯制作体制の構築による付加価値の高い義歯の提供

（関口恭史）

吟醸粉を活用した「減価の低減」および「超微粒子の特性
を生かした独自の煎餅の開発」

平成３０年３月2７日
平成３０年３月2７日

（注：*印は経営革新テーマ非公開）

昨年度実施し、多くの受講者にご利用いただいたWEBセミ
ナー。大好評につき本年度も開講いたします。まだ見ていな
いという方も下記 ID・パスワードから一度覗いてくださ
い。きっとあなたのお役に立つ講座が見つかるはずです。
運営規約の一部改正により、６月１日より各種
手数料は消費税を含んだ金額で徴収させていた
だくことになりました。ご負担をおかけするこ
ととなりますが、商工会が安定的でスムーズな
事業運営が出来るよう、ご理解ご承知いただき
ますようお願い申し上げます。
今後とも、商工会は会員皆様に最適な情報提
供や経営のアドバイスなど、伴走型の支援を心
掛けていきますので、末永くご利用くださいま
すよう併せてお願い申し上げます。

第22号

欧風食堂オラゲ 直井学
桜川市上城231-2
☎0296-85-4119
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さん

子供のころから料理に興味があ
り「いつか自分のお店を」という
夢をかなえ、直井さんが桜川市に
欧風食堂オラゲをオープンしたの
は平成26年7月。今年で5年目に
なります。
店名の「オラゲ」は茨城弁で我
が家を意味する「おらげ」から名
付けました。お客様にオラゲを我
が家の様に感じていただきたいと
いう思いから、心を込めた料理や
奥様の恵美さんと二人三脚 接 客 に 心 が け て い ま す。英 語 の
Restaurant（レストラン）を読み
替えてみるとRest(休憩）とRun（走る）になります。直井

すし厨房「千楽」 神郡浩之
筑西市向上野628-6
☎0296-52-7711

さん

すし厨房「千 楽」、店 名も 外
観 も 和 風 の お 店 で す が、メ
ニューを拝見してビックリ。も
ちろん寿司や刺身等もあります
が、唐揚げやステーキなどの肉
料理も充実しています。これが
千楽のイチ押しポイント。
神郡さんが向上野にお店を開
千楽カウンターにて
いてから15年、常連客のお好
みや、家族連れで来店されるお子様のためにと、どんどん
メニューが増えていったそうです。すべては「お客様に喜
んでいただくために」という神郡さんの思いがメニュー表
に詰まっています。

ラーメンとん太関城店
筑西市井上335
☎0296-37-7040

店長

宮城義昭

さん

「いらっしゃいませ！」ラーメンとん太関城店に入ると店
長をはじめとした従業員さんの元気なあいさつが響き渡り
ます。お店は創業30年を越えており、オープン時の大行列
は今でもはっきり覚えています。地域になくてはならない
存在であり、地元の
団体客も多く訪れま
す。店長オススメの
メニューは創業時の
味を守り続けるとん
こつ醤油風味のとん
太麺とスタミナ餃
子・しそ餃子・一口
餃子といった3種類の
餃子です。その日の

さんはその言葉通り、オラゲで一日の疲れを癒し、明日へ
の活力を養っていただけるようなお店を目指しています。
食材にもこだわりを持ち、旬のものを美味しくし召し上
がっていただくため自家製野菜も提供しています。
仲間とのランチに、ちょっとお洒落なディナーに、20
名程入れる個室もありますので、是非オラゲをご利用くだ
さい。直井さんが人懐こい笑顔で迎えてくれます。

趣味は、野球。学生時代からの仲間とチームを作り、汗
を流しています。今年は県大会に出場するなど、成績もな
かなかのものです。その仲間たちは千楽の美味しい酒と料
理で、疲れを癒し絆を深めています。
小さい子供を連れて食事をしたいとき、仲間と賑やか
に飲みたいとき、もちろん一人でもOK！どんなシーンに
も千楽はベストマッチです。35名程の大宴会場もあります
ので、是非ご利用ください。

気分によって注文するのも良いでしょう。
そんな宮城さんの趣味はキックボクシングで、店舗隣の
ジム「ドージョーシャカリ
キ」において練習を重ね、
過去には試合にも出場し見
事勝利を収めたそうです。
現在ではジムのイベント等
のお手伝いも行っていま
す。
宮城さんが普段心がけて
いることを聞いてみると、
「お客様を家族のように
思っています。」とのこと
です。これこそが地域から
愛される理由だと感じまし
た。皆様も宮城さんがつく
る心のこもった料理を是非
ご賞味ください。

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

H３０．７．１０現在

所在地

業

種

部

会

㈱クスリのアオキ

青木

宏憲

海老ケ島787-3

ドラッグストア

商 業

㈲興 和

箭原

裕晋

蓮沼52-1

建築業

建設業

笛田電設

笛田

悟

下郷谷９６

電気工事

建設業

㈲あけぼの交通

松崎

健一

海老ケ島1614-4

旅客運送

サービス業

明治水戸南宅配ｾﾝﾀｰ

大塚

秀明

門井737-1

乳製品販売・宅配

サービス業

仲野建築板金

仲野

正昭

関本上1257-1

建築板金業

建設業

川田自動車車体整備工場

川田

弘

舟生1034-2

自動車板金塗装業

サービス業

長澤電気管理事務所

長澤

佳市

上野867-3

電気保安管理

サービス業

事務局異動のお知らせ
篠嵜前局長の定年退職に伴い、吉原則行が局長に
就任しました。また、松尾賢太郎が経営指導員とし
て、新採用の大槻幸夫が記帳専任職員として配属に
なりました。
本

所

吉原則行（事務局長）
松尾賢太郎（経営指導員）
大槻幸夫（記帳専任職員）
枝 忠男（補助員/再任用）
小倉俊江（記帳指導職員/再任用）

関城事務所

吉澤 功（経営指導員）
永盛清美（補助員）

明野事務所

稲葉誠一（経営指導員）
中山典子（記帳指導職員）

新規職員挨拶
4月より筑西市商工会勤務になりました大槻幸夫と
申します。
私は、3月末まで製造業に携わっておりました。この
生産現場での20数年間は、様々なことを体験すること
ができ、自分にとって良い経験となりました。
商工会に勤務してからは、仕事の内容が変わり戸惑
いながらも充実した日々を送っています。これからは
一日も早く会員事業所や地域のことを覚え、自分の経
験や知識を生かせるように努力していきたいと思いま
すので、ご指導の程よろしくお願い致します。

お盆期間中の業務対応について
お盆期間中、8月13日・14日・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
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