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  新年明けましておめでとうございます。   

 会員の皆様には、清々しい新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。 

 昨年の最大ニュースは、何といっても

「令和」という新しい年がスタートした事

です。御即位礼、パレード、大嘗祭など、

皇位継承の行事は滞りなく執り行われ、世

紀の式典に胸が熱くなる思いでした。また

筑西市におきましては7月に道の駅「グラ 

ンテラス筑西」がオープンし連日駐車場が

満車になるほどの大盛況。当会会員も多く

出店され、売上が向上しているということ

であります。日本経済全体も拡大方向にあ

り、総括的に「回復している」という判断

がなされました。 

 一方、消費税増税による購買意欲の低下

労働時間削減・サービス業の慢性的な人手

不足など課題が残

る一年でもありま

した。小規模事業

者には景気回復の

実感も薄く、まだ

まだ厳しい状況が

続いております。 

 本年、2020年はオ

リンピックイヤー。世

界中から人が集まり、

インバウンドによる経

済の活性化が期待され

ます。国内に於いて

も、人や物が大きく動

き、経済活力の向上が

図られることでしょ

う。 

経済に明るい兆しが見られそうな今年。

筑西市商工会は、地域経済の活性化に努め、

小規模事業者においても景気が「回復してい

る」と感じられる1年になりますよう、“行き

ます・聞きます・提案します”というスロー

ガン通り、訪問活動などを中心に、会員に寄

添った様々な事業を行って参りますので、相

変わらずのご支援ご協力をお願い申し上げ

ます。 

  

令和最初のお正月。筑波山神社に参拝の人々は年の初めに何を願ったのでしょうか…  幸多い一年でありますように！ 



 

１月２５日（土） 
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〶300-4541  

筑西市松原1997-3 

  ㈱齊藤塗装工業  

 代表取締役 齊藤 智 
    （TEL 52-1128） 

 

 新年おめでとうございま

す。 

 皆様におかれましては健やかに新年をお迎えのことと

お慶び申し上げます。 

   ㈱齊藤塗装工業は、平成１９年に創業、５年後の平成

２４年に法人化し、今年で１４年目を迎えました。 

 経済変化の激しい時代ですが、安さだけではなく高品

質の施工を求めているお客様に対して、最新材料や最新

技術の勉強をするために全国へ出向き情

報を収集し、常に新しく豊かな住宅環境

を提供できるよう、日々努めておりま

す。 

 これからも、皆様に愛され地域密着の

信頼される会社を目指し、社員一同、努

力を惜しまず自分を高めていきたいと

思っております。 

 また、昨年より理事を務めさせ

ていただいておりますが、昨年同

様、商工会会員の皆様とともに地

域の発展のため商工会事業活動に

も率先して取り組んで参りたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

商工会の講演会・相談会、お気軽にご参加ください 

齊藤塗装工業は常に豊かな住宅環境を提案いたします 

知っていると 

いざという時役に立つ！ １月２８日（火） 
女性ならではのきめ細かさ

で相談にお答えします。 

お問い合わせ・参加申込みは 筑西市商工会まで！ 
    T E L 52-2511    F A X 52-5397 

商工会へお電話ください。 
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   ㈲増光製作所 

  増渕 享 さん 
（蓮沼1608-3 ☎57-3874） 

 

 皆様、明けましておめでとうござ

います。 

 昨年は会社の経営も順調に推移

し、趣味の旅行やゴルフも楽しむこ

とが出来、充実した一年となりまし

た。そして今年２０２０年は、私が

２２歳で会社を引き継いでからちょうど５０年目になりま

す。お蔭様で後継者にも恵まれ、今年は事業承継の準備に

追われそうです。自分の時間も大切にしながら、広い視野

で自社の経営を見守っていきたいと思っています。 

  整体院 心星   

    齋藤鉄也 さん 
（藤ケ谷1608-4 ☎37-7561） 

  

 新年を迎え、いよいよ令和への本格

的な幕開けが始まろうとしています。

私も昨年から新たな事業として、整体

院心星(しんぼし)を開業いたしまし

た。これは私にとっても、とても大き

な変化になりました。万物流転とは申

しますが、時代の流れは私たちにも更なる変革を求めてくる

ことでしょう。頭でっかちになることなく、より良い模索を

行い、柔軟に自分を変えていく…。自分が変わることによっ

て、周りにも変化が起きて歯車が動き出す。そして、しっか

りと自分の心の中の道標を、見失わないように進んでいきた

いと思います。心星とは北極星の和名であり、古から船乗り

の道標になっています。皆様も是非、自分の中の「心星」を

見つけてみてくださいね。  

 山口建築  

山口幸子 さん 

（築地265 ☎52-1358） 

 
明けましておめでとうございま

す。 

今年も介護の仕事をやりながら、

手編み・寄せ植え・アレンジフラ

ワー・バラの作り方教室や交通安全

のボランティア活動と時間を見つけ

ながら一年間頑張りたいと思います。 

Yｼｮｯﾌﾟﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ稲田屋酒店  

   稲田ひろ江 さん 
 （黒子81 ☎37-6414） 

 

明けましておめでとうございます。輝

かしい幸多い年ととなりますよう

願っています。 

 昨年は自然災害の多い年でした。近

年地震や風水害等が多発して心配し

ています。我家でも3・11の地震の時

には大きな被害にあいましたが、家族で力を合わせて頑張っ

てきました。近況は厳しい経営になっていますが、長男と二

人で笑顔を忘れずに努力しています。 

 昨年までは健康のためにビーチボールバレーをしていま

した。チームの皆さんと過ごす時間が本当に楽しいひととき

でしたが、練習場所がなくなってしまい、とても残念です。 

 健康作りに努めて、皆様に愛される店を続けていきたいと

思います。 

 H&Fコンサルティング ㈱ 

   草間輝之 さん 

（東石田723 ☎52-3298） 

 

 あけましておめでとうございま

す。 

おかげさまで4回目の年男を迎える

ことが出来ました。 

 独立して12年、中小企業向けに

「理念やクレド」の浸透を通して、

業績アップに貢献するコンサルティングをしております。 

この仕事を通して、社長と社員がお互いに「夢」や「人生

観」を語り合える会社を増やすことを目指しております。 

 今年の抱負は、「理念活用」を教育の現場で行っていく

初めの1歩の年にすることです。 

「理念」を活用して、先生たちが「夢」や「人生観」を語り

合い、親子で「夢」や「人生観」を語り合える場を沢山創っ

ていきたいですね。 

 秋山商店（まるや） 

   秋山真智子 さん 
（桑山1772-1 ☎57-2101） 

 

 あけましておめでとうございます。

年号が令和に変わり、時代の変化と共

に商売も厳しくなってきています。

色々と苦労もありますが、お客様に支

えられ続けていられることに感謝して

おります。 

 私は３月に還暦を迎えますが、あっという間に過ぎてし

まった気分です。これからは、ゆっくりと味わい深い人生

が送れるように、心掛けたいと思います。 
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部会テントは大忙し! お疲れ様です。 

上手にヨーヨー釣れるかな？ 

毎年、園児たちの演奏には胸が熱くなります。 

麻生けい子歌謡ショー 

元気いっぱいの中学生。受験も頑張って！ 
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きめポーズ、バッチリ！ 

 １２月1日（日）に筑西市協和商工祭（小幡勇

実行委員長）が開催されました。 

 令和最初の協和商工祭はステージをグレード

アップ！ものまねタレント「安室奈美似ショー」

を迎え華やかな歌とダンスで観客の皆さんを楽し

ませ、最後には「麻生けい子歌謡ショー」でしっ

とりと、また賑やかにステージを盛り上げてくれ

ました。 

 恒例となった大和太鼓や地域の皆様のパフォー

マンスも素晴らしく、一日中 観覧席はお客様で

いっぱいでした。部会模擬店もお客様が絶えず大

盛況！ 

 商工会関係者は何ヵ月も前から、また当日も朝

早くから準備をしてきていたので、大忙しながら

も充実した一日となりました。締めくくりの「福

まき」までお客様に楽しんでいただく事ができ、

素晴らしい商工祭となりました。 

淡いブルーの衣装が映えます 

安室奈美似ショーは、ダンス・ダンス・ダンス！ 躍動感のあるステージ！ 

沢山のお客様、福撒きまで一日中ありがとうございました。 
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 去る12月12日に、筑西市商工会主催の補助金獲得

集団セミナーを行いました。講師には中小企業診断士の

遠藤先生をお招きしました。商工会が主に会員の皆様に

お勧めする補助金は、販路拡大や設備投資に使える小規

模企業持続化補助金（最大100万円補助）、ものづくり

補助金（最大1,000万円補助）の２種類です。当商工会

はこの補助金支援を、集団セミナー、個別セミナーと順

を追って支援しており、その甲斐もあり県内でも大変高

い採択率を誇っております。今回集団セミナーを受講し

た会員さんは、個別セミナーへと移行し、今後公募が始

まる補助金申請に備えます。今回の個別セミナーは２月

頃まで行っており、まだ若干の空きがあります。興味の

ある方は詳細をご説明しますので、是非商工会までお問

い合わせください。 

 こんな事してますよ！     

我々建設業部会では、去る11月13日、事務局を含め総

勢 18名にて日帰り視察研修会を実施しました。当日は

ちょうど茨城県民の日にあたり、祝日で子供達を含めて多

くの茨城県民が ディズニーリゾートに向かっていて高速

道路が大渋滞するというハプニングが有りましたが、無

事、東京ビックサイトで開催中の「ジャパンホームビル

ディングショー２０１９」の視察研修を行う事が出来まし

た。 

「ジャパンホームビルディングショー２０１９」は、建

設関連において日本最大級のイベントであり、建設に関す

る新技術や資機材が一堂に展示されていました。本物の石

が非常に薄いFR P樹脂のシート状に加工されており、非

常に軽く接着剤で壁に簡単に貼れる建材や金属製の屋根が

樋と一体化しており、落ち葉等のゴミが詰まり難い製品な

ど新築用の製品と共にリフォーム関連の便利な製品が沢山

展示してあり、とても参考になりました。 

その後、新宿プリンスホテルでのランチバイキングを満

喫し、吉本新喜劇を観劇しました。吉本新喜劇には、テレ

ビで活躍中の芸人が多数出演しており、生のお笑いを堪能

することが出来ました。何気ない会話の中からお客を笑わ

せるなど、間の取り方が実に素晴らしく、やはり笑いのプ

ロだなと感心しました。 

交通渋滞などもあり、とても慌ただしい行程となってし

まいましたが、日常を離れてのストレス解消の一助になっ

たのではと思っております。何かとお忙しい中、多くの部

会員の皆さまに参加していただき感謝申し上げます。     

 

 建設業部会長 田中邦明 

 建設業部会 視察研修会 

私は筑西市関城地区において桐下駄製造業を営んでお

ります。今回、工業部会主催の「モノづくり企業の販路

開拓セミナー」を受講しました。まずセミナーの「小さ

いから」「強くないから」こそ、勝てる戦略がある！と

いうタイトルに大変興味が湧きました。セミナーを聞い

ていくうちに、他社と差別化し、技術を向上し、お客様

の立場に立つことが、中小企業が大企業に勝つ方法であ

ると感じました。現在の中小企業、特に製造業を取り巻

く環境は厳しいと言わざるを得ません。しかし、厳しい

からこそ、そこには飛躍のチャンスもあると思います。

当社も「三代続く桐職人の技術」といった大企業にはな

い強みを生かし、今後も一生懸命お客様のために頑張っ

ていきたいと思います。 

 

  猪ノ原桐材木工所  猪ノ原武史 

 

 補助金獲得セミナー 

工業部会 販路開拓セミナー 
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 決算や確定申告に必要な帳簿や控除証明などはそろいましたでしょうか。早め早めの申告をお勧めいたします。 

 商工会での決算・申告指導をご希望の方は、2月21日までに必要書類をお持ちください。それ以降になりますと、3月

16日の提出期限に間に合わないこともありますのでご了承下さい。なお、領収書のみの持参等はお受け出来ません。 

 また、下記日程にて、決算・確定申告指導相談会及び消費税確定申告指導相談会を開催いたしますので、是非ご利用く

ださい。ご希望の方は、事前にご予約いただきますと待たずに相談が受けられますので商工会までご連絡ください。会場

はいずれの日も明野事務所になります。 

 

エコの木プロジェクト部会では、昨年１１月１７日に

「道の駅グランテラス筑西」において、第５回ソーラー

クッカー全国大会を開催しました。当日は天候にも恵ま

れ、全国から１４団体約６０名の関係者が会場を盛り上

げました。道の駅では通常国道沿いの臨時駐車場を開放

していませんが、当日はこの駐車場を開放する賑わいで

した。全国から参加した皆さん押しなべて、会場の素晴

らしさと商工会の対応が細やかで素晴しかったとお褒め

の言葉を頂きました。道の駅での開催は、出資者である

商工会だったからできたことでした。また、事務局や会

長はじめとした商工会役員、職員の皆さんのご協力なら

びに部会メンバーの団結力があったからこそできた大会

でした。 

 都内から来た参加者の方一人が「また来てみたい

なぁ」と言ってくれたのが印象的でした。 

来年は何をやろう？が悩みの種ですが、商工会の仲間と

楽しい活動を続けて行きたいと思います。 

 

  エコの木プロジェクト部会長 島田敏 

月 日 時 間 税理士名（敬称略） 

２月 ７日（金） 10：00～15：00 海老原友紀子 

２月１２日（水） 10：00～15：00 稲葉 修子 

２月２０日（木） 10：00～15：00 塚原 敏 

２月２５日（火） 10：00～15：00 塚原 敏 

２月２８日（金） 10：00～15：00 岩見 忍 

３月 ３日（火） 10：00～15：00 坂入 博 

３月 ９日（月） 10：00～15：00 坂入 博 

３月１２日（木） 10：00～15：00 塚原 敏 

３月１３日（金） 10：00～15：00 藤田 修 

  決算・確定申告指導相談会     

 及び消費税確定申告指導相談会開催のお知らせ 

    

 

 女性部華道講習会は、新年に向けた準備。忙しい年末

の時間をさいて、2６名の参加者がありました。 

 松やシクラメン・デイジーなど、お正月用の花々を寄

せ植えにしていきます。鉢にキチンとおさめて植え付け

るのは思ったよりも難しく、毎年やっていても上手くい

かないものです。 

 あれこれ苦労した寄せ植えは、各自持ち帰り、新年の

事業所に彩を添えます。2020年、幸せな年になります

ように…。 



地 区 等 会 員 数 

協 和 地 区 ３５９ 

明 野 地 区 ２９３ 

関 城 地 区 ３８９ 

定     款 １３ 

合     計 １，０５５ 

定     款 １ 

 

会員の動き R２.１.８現在 

    

 

 


