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宮山公園付近より撮影。すすきの向こう側の筑波山も少しずつ秋化粧をはじめています。
第２９号の紙面

台風15号・19号などの大雨により、河川の越水、堤防の決壊、土砂崩れが起こり
浸水や道路の寸断、鉄道設備の崩壊が連日報道されています。台風19号では、死者８
８名、行方不明8名（10月３０日 NHK調べ）という大勢の方が犠牲になりまし
た。農産物の被害額は収穫期のリンゴなど、2500億円を超える予想であることも、
農水省から発表されました。
（11月5日付）
茨城県におきましても、水戸市や大子町など浸水し、コンビニエンスストアやホー
ムセンター・スーパーが水に浸かった映像が報道され、本当に驚かされました。
筑西市商工会管内では、調査の結果、幸い大きな被害は報告されませんでした。し
かし、直接的に家や店舗が浸水したとか、土砂災害にあったということはなくても、
取引先が被害に遭ってしまい売上に影響が出た
り、道路の寸断や鉄道の運休により、少なから
ず営業に支障のあった事業所もあるのではない
かと思います。
商工会では、指導員が巡回を行っておりま
す。災害関連のみならず、困った時の商工会。
融資・各種共済・労働保険・記帳などお気軽に
ご相談下さい。皆様のお悩み解決にお役に立ち
ます。
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関城中学校吹奏楽部の演奏でステージが始まりました。

ソーラクッカーのご紹介

歌のゲスト

北条きよ美さん

ステキなダンス！見とれちゃいますね

アンパンマンはみんなの人気者！
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11月3日に行われた筑西市関城商工まつり（中村勝美
実行委員長）は例年を上回るお客様にご来場いただき、
盛大に開催されました。特に今年初めて開催されたアン
パンマンショーは子供たちに大人気。その他、ステージ
イベント、テント模擬店、みんなの明るい笑顔をご覧く
ださい。
ご協力いただきました皆様、お疲れさまでした。

筑西観光大使はお菓子配布のお手伝い

あじさいメール
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10月9日、下妻市体育館で、県西地区商工会女性部主
催のビーチボールバレー大会が行われました。筑西市か
らは1チームだけの参加でしたが、15チームの中で熱戦
を繰り広げてきました。試合終了後の懇親会も又楽しい
ものでした。
女性部のビーチボールバレーには20年来の歴史があ
ります。まだ合併前の関城商工会の頃から、当時部長
だった西村さんの時代にはじめたものです。八千代町商
工会主催のビーチボールバレー大会に招待されたことが
きっかけで、毎週火曜の夜を練習日と決め、開始しまし
た。始めはわからなくて、八千代町の体育館に夜の練習
に行き教えてもらいました。週1回、適度に体を動かし
汗をかき、リラックスして発散し肩こりの予防にもな
り、そして合間のおしゃべりと、私も率先して参加して
きました。夏も冬もよく20年も続いたものです。
今回練習してきた体育館が耐震判断の結果、使用でき
なくなり、今年が最後のビーチ大会となりました。少し
寂しいですがメンバーの皆様大変お疲れさまでした。

女性部長

県西女性部ビーチボールバレー大会

大畑陽子
菊地さん、魔球サーブ！！

茨城レディースカレッジ２０１９
いばらきレディースカレッジ2019に参加し、講師の野
老真理子さんの講演を聞き驚くこと山程、次は何を始めら
れたのかなと話に引き込まれて行く。野老さんが代表を務
める大里総合管理㈱は、不動産業・建築業・土地管理（年

間8500ヶ所）など、地域の魅力
や会社の方針を伝えることで、事
業を拡大しきれいな街づくりに貢
献している。
地域の人たちが抱える課題に気
付き300を超える地域活動へ。
片付け始めた事務所は机がなくな
り、ピ ア ノ が 持 ち 込 ま れ、コ ン
サ ー ト 会 場 に、体 操 会 場 に、夢
フォーラム開催場所などにと使用されている。また3.11の
災害に遭われた地方に、ボランティア活動を継続してい
る。その他、五箇所のクリーンビーチ・13箇所の駅の清掃
とボランティアに多くの時間を費やして会社は大丈夫？な
のか心配でしたが、45年間一度も赤字の年はなかったとの
事。小さなことを積み重ねてきたことで、地域の人たちに
信頼され、沢山の人達がこの会社に喜んで集まり大きな輪
が広がった。大成功に拍手！

女性部

川合時子

「なるほど…」「そうだよね」と感じることばかり。

令和元年10月1
労働者（アルバイト含む）を一
人でも雇っている事業主は、労
働保険（労災保険・雇用保険）
に加入する義務があります！
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今年7月の健康増進法の改
正により、望まない受動喫煙
の防止を図るため、公共施設
での敷地内全面禁煙となり、
令和2年4月より、事業所内禁
煙が義務化されます。さらに
昨今、タバコによる健康被害
が話題となっていることから
健康増進セミナーが開催され
ました。
講師に平間病院長、平間敬
文氏をお迎えし、如何にタバ
コが健康にとって害悪である

か、タバコ会社が営
業のために行ってい
る裏事情など、動画
を使い分かり易くと
ても為になるお話をしていただきまし
た。
また、筑西保健所職員からは健康増
進法改正について説明がありました。
改めて、どんどんタバコを容認しない
仕組みが出来上がっている印象を受け
ました。禁煙は健康に大切なことでは
ありますが、愛煙家にとってはつらい
世の中となったようです。

このセミナーでは、筑西市内に拠点
を構える経営コンサルタントの桑原先生
と日本政策金融公庫職員の方を講師にお
招きし、会員の皆様が融資を希望する
時、相談する時、金融機関がどのような視点で事業所の経
営状態を審査しているかを分かり易く解説していただきま
した。
まずは、貸借対照表をメインに資産や借入金の部分での
評価ポイント、そしてマル経融資制度の説明、その他にも
融資を受ける際気を付ける点などを聴くことが出来まし
た。その中でも「夢のような事業計画はお断わりしていま
す」との言葉が印象的でした。両先生とも「一番大事なの
は、会社の現況説明が出来ること」「現在、業績が良くな
くても将来的に伸びていく可能性を説明出来ること」が大
切であるとおっしゃりたかったのだと思います。今後の参
考にしたいと思いました。

阿内先生を講師としてお招きしているセミナーに過去何
度か参加しておりますが、参加するたびに毎回新たな発見
があり、大変良い学びの場となっております。
今回は【経営支援ツール活用セミナー】ということで弁
護士や会計士などの高度専門家に相談したいが敷居が高
く、なかなか踏み切れないでいる方にも簡単に使えるAIを
使ってオンラインで経営相談ができる『E-SODAN』や、
単語等の必要事項を入力するだけでキャッチコピー案を自
動作成してくれる『コピーメカ』、飲食店向けになります
が外国人の方にもお店のメニューを理解していただける
ツールとして使える多言語翻訳のiPadア
プリ『SmartMenu』、税制や金融支援
にも活用できる『経営力向上計画』の策
定について、経営計画や各種申請書を
作ったことが無い方でも簡単に経営計画
を作成できるアプリ『経営計画つくるく

ん』、そして、年々被害規模が拡大し、今年に入ってから
も多数の被害をもたらしている自然災害による事業停止の
リスクを前もって確認し、自社の事業継続に役立てていく
だけでなく税制優遇や金融支援にも活用でき、ものづくり
補助金申請の際の加点対象ともなる『事業継続力強化計
画』の作成方法についてなど、自分で調べるとなるとかな
りの時間と手間がかかるような経営支援ツールについて非
常にわかりやすく、また取り組み方についてだけでなく、
過去に阿内先生が携わった事例なども踏まえながら具体的
にどうすればそれらの申請書が書けるようになるかという
ところまでもお話していただき、今後の自社の取り組みに
も活かせる大変有意義なセミナーでした。
今後もこういったセミナーがある際には積極的に参加
し、知識を増やして自社の経営に活用していきたいと思い
ます。

協和技研㈱ 杉山 吉彦

あじさいメール
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10月22日（火） 視察研修会
8月20日（火） 講習会

キャッシュレス決済セミナーを開催して
つくば経営戦略研究所 所長

桑原

務

大阪万博の開催に向けて、政府ではキャッシュレス決済
比率を現在の２０％から４０％に引き上げるという目標を
掲げています。それに向けて、2020年6月までの間、政
府では最大５％のポイント還元が受けられる消費者還元事
業を実施しています。消費者にとっては、新たな決済手段
としてかなりの勢いでキャッシュレス決済が普及すること
が見込まれます。時代に乗り遅れないように、また、せっ
かくのビジネスチャンスを逃さないように、早期にキャッ
シュレス決済の導入を図りたいところです。なお、キャッ
シュレス決済を導入したら、「キャッシュレス・消費者還
元事業」の加盟店として、所定の登録が必要となります。
手続きを失念されている事業者が多いようですので、今一
度ご確認いただきたいと思います。中小企業のための支援
施策は盛りだくさんです。上手に施策を活用しながら、経
営力の向上に繋げたいものですね。

月夜野びーどろパークにて

10月22日「商業部会研修会」に20名を乗せ
てバスは出発。行程は「月夜野びーどろパーク」
「苗場プリンスホテル」「苗場山頂」などのコー
スでした。
最初の目的地はガラス工場で、ガラスで作った工芸品
（一輪挿しやグラス）などなど職人の技術の粋を結集した
すばらしい品々を見学しました。次の苗場プリンスホテル
までの道程は、先日の台風の爪痕が今なお残り、川は濁り
自然という恐怖を思い出してしまいました。バスは五十数
回のカーブやトンネルを抜け苗場プリンスホテルに到着。
昼食を終え「苗場ドラゴンドラ」に乗車。日本最長
5481m、山頂は1346ｍの高さにあり空中より見る紅葉
に感動をしました。帰路「上里カンターレ」にて買い物、
無事に筑西市に着きました。
バスの運転手さん、ガイドさんに見守られながらの旅に
小さな吾が店を守って行こうと思うひとときでした。関係
者の皆様、有意義な一日有難うございました。

竹沢酒店

竹沢豊子

協和商工祭は楽しさアップ！
関城商工まつりが終わると、いよいよ１２月は協和商工祭で
す。今年は、恒例の歌謡ショーに加えて、人気ものまねタレント
「安室奈美似」さんを迎え、ステージがグレードアップ！楽しさ
倍増です。テント模擬店も工夫をこらして皆様をお待ちいたして
おります。

ステージ日程
9：00
9：30
10：00
10：20
11：00
11：30
13：00
13：30
14：30
15：00
15：20
16：20

開会式
大和太鼓
大和保育園
アフリカンダンス
ブレス・オブ・アフリカ
商工会歌謡ショー
筑西市有志
よさこい
あけのよさこい
新舞 創作舞踊
凰 会
昼休み
ソーランボーイズ＆ガールズ 協和中学校
安室奈美似（中森あきない）ステージショー
よさこい
あけのよさこい
フラダンス
アロハ・カナナカ
麻生けい子歌謡ショー
閉会式・福まき

第２９号

Page 7

今年度のプレミアム商品券は、令
和元年度住民税非課税の方と３歳未
満の子供を持つ子育て世帯を対象と
しており、商品券の販売は郵便局で
令和２年２月２８日まで、利用期間
は令和２年３月31日まです。
商品券換金手数料・振込手数料・
のぼり・ポール代は一切かかりませ
んので、取扱店にご登録いただき、
高齢者やママ達が、近所のお店で便
利に買い物が出来る様、ご協力下さ
い。

松

尾
園

枝

田

中

吉

山

澤

木

吉原局長

村

小

大

槻

10月1日をもちまして、協和
事務所・関城事務所は閉所とな
り、職員は明野事務所へ！
全員が揃ったことにより、事
務の伝達や処理がスピーディー
になりました。また職員間のコ
ミュニケーションも円滑になり
明るい雰囲気となりました。
会員皆様も事務所へおいでい
ただき商工会を上手にご利用く
ださい。

倉

青年部「あさがお会実行委員会」は婚活パーティーを開催します。
今年度は
た
♡
こ
♡
パ
（楽しく
恋する
パーティー）
きっと素敵な出会いがあります♡お気軽にお申込み下さい。
日時
会場

令和2年2月23日（日）
農家レストラン「カサ・デ・ロサ」
筑西市西保末492-2 ☎：0296-20-3381
時間 16：00～19：00
参加条件・参加費
男性 20歳～40歳くらいまでの独身の方 25名 参加費 5,000円
女性 20歳以上の独身の方 25名 参加費 1,000円
＊参加希望者が定員を超えた場合は、男女とも筑西市在住の方を優先
させていただきます。
お問い合わせ先 筑西市商工会 ☎52-2511（園田）

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

R０１.１０．３１現在

業

種

部

会

まひろ整骨院

松本紘輝

三郷798-4

整骨院

サービス業

㈲マイクロヘブン

斉藤

豪

井上1262

婦人服販売

商

つくば経営戦略研究所

桑原

務

玉戸170-15

経営コンサルティング

サービス業

㈲ランサービス

正根寺照夫

花田102-7

運送業

サービス業

Misia

中山ゆかり

藤ヶ谷2398-3

エステサロン

サービス業

尾見喜信

吉田762

農業（きゅうり）

商

業

吉原農場

吉原

中上野1703-2

農業（栗）

商

業

学習塾リリイ

清水和彦

海老ケ島725-1

学習塾

サービス業

㈱ 絆

武井

押尾24

飲食店

サービス業

壱

豊

業

「ワークステーションちくせい」は、インターネットを活用し、市内企業の
製品・サービスなど魅力ある企業情報や求人情報の発信や検索ができるサイト
です。また、就職支援情報や事業者向けの補助制度などの発信もしています。
【市内に事業所を有する事業者のみなさんへ】
・登録・利用料無料で自社のページを作成することができます。
・求人情報はもちろん、イベントやセールのお知らせ、自社製品、新商品・新
事業のPR、特許情報・受賞作品など、様々な情報を自由に掲載できます。
・登録事業者になると、面接会や企業説明会の企業募集等のメルマガ配信を

内容

受けることができます。
対象
費用
登録方法

市内に事業所を有する個人事業者又は法人
無料
①Yahoo！などの検索サイトで「ワークステーションちくせい」と検索
URL：http://www.ws-chikusei.jp/
②ホームページ内「企業新規登録」ボタンをクリック
③規約に同意＆基本情報入力
④市で確認し、本登録完了です

※URLはこちら。
問い合わせ

商工振興課 54-7011

会員の動き
地

協

地

会

員 数

区

３６０

明 野 地 区
関 城 地 区
定款・特別会員

２９３

合

和

区 等

R01.10.31現在

計

３９０
１４
１０５７

本年度も会員健康診断を
実施致します。詳細につき
ましては後日ご通知いたし
ます。
日時を確認し、都合の良
い日を選択してお申し込み
下さい。右記日時内での変
更はできますが、それ以外
の代替受診はできませんの
で、ご了承下さい。

日

時

場

所

令和2年1月21日
（火）

筑西市協和公民館

令和2年1月22日
（水）

筑西市立生涯学習
センターペアーノ

令和2年1月23日
（木）

筑西市明野公民館

