
 

 去る5月27日（月）に平成25年度通常総代会が協和総合センターに於いて開催されました。橋本会長

の挨拶の後、議長に関 口恭史氏を選出し慎重な審議の結果、全議案が原案通り承認されました。 

1 通常総代会開催 

2  筑西市長に 

  インタビュー 

3 明野商工祭 

4・5 部会活動レポート 

6 新規加入事業所紹介 

7 ちょっとお得な情報 

金利変更のお知らせ 

8 事務局便り 
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                  総代会承認議案 
第1号議案 平成24年度事業報告及び収支決算の承認について 

第2号議案 商工会定款の一部改正について 

第3号議案 商工会運営規約の一部改正について 

第4号議案 平成25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25年度借入限度額及び借入金融機関の決定について 

報告事項   筑西市商工会服務規程（準則）の全部 改正について 

議長、関口恭史氏 

 

 筑西市商工会は合併してから満３年が過ぎ、自分自

身も昨年の総代会に於いて会長に就任にしてから1年

が経過いたしました。会長として至らない点も多々

あったこととは思いますが、皆様の御協力により無事

に務めさせていただきましたことを厚くお礼申し上げ

ます。 

  さて、連日報道されています通り、アベノミクス

効果により「円安・株高」に推移し景気は上昇傾向に

あります。しかし、原材料・燃料価格の高騰など、

我々中小企業が好景気を実感できるまでにはまだまだ

時間がかかるようです。この様な時こそ会員皆様には

商工会を上手にご利用いただき、厳しい状況を乗り切

り元気になっていただきた

いと思います。 

 商工会では筑西市と連携

し、本年度もプレミアム商

品券事業を行うなど、「会

員皆様のお役に立つ商工

会」を目指しております。

「商工会に入ってよかっ

た」と思っていただけるよ

う、努力して参りますの

で、今後とも皆様のご協力をお願い申し上げます。  

会長 橋本由成 
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 去る4月14日の筑西市長選挙に於いて当選され、新市長となられました須籐茂氏に、下条広報委員長がお話を伺っ

て参りました。施政方針などは、市報等をご覧になって皆様ご存知のこと思いますので、今回は、市長個人の思い出

話や、商工会に対してのご要望などを伺いました。 

Q、須藤市長の若かりし頃の思い出話・苦労話などお聞かせ

ください。  

Q、須籐市長は市役所1階に「小玉スイカ」のＰＲブース

を設けるなど、すばらしいアイディアで農業の活性化

にお力を注がれていますが、商工業の活性につきまし

てもお考えがあればお聞かせください。 

Q、須藤市長は、国会議員秘書・市会議員・市長と政治の道

をひとすじですが、少年の頃から政治に興味をお持ちだっ

たのでしょうか。 

Q、市長というのは、同じ政治家でも議員秘書や市会議員と

異なると思いますが、どんな点が今までと一番違っています

か。  

 新聞配達をしながら通った学生時代が一番の思い出であ

り、苦労した時期ですね。早朝2時に起床しチラシを折込

み、朝刊を配る。それから大学に行き、また午後4時頃から

夕刊を配る。当時はチラシの折込みも全部手作業でしたので

大変でした。勧誘や集金も担当していましたので、お風呂に

入れるのは夜11時くらいになってしまう。ですから就寝す

るのは12時くらい。当時の睡眠は平均２時間程でしたね。

今考えると、若いからこそ出来たのでしょうね。今でも当時

の夢を見ることがあります。 

 小玉スイカのブースは担当職員のアイディアです。商

工業のPRにつきましては、公用車に農業・商工業の特徴

あるPRステッカーを貼って走らせたいと考えています。

外山市議の車を御覧になったことがあるとおもいます

が、小玉スイカなどのステッカーが貼ってあり人目をひ

きます。以前からよいアイディアだな、と思っていまし

た。来年度の予算で是非実施したいと思います。もちろ

ん市長の公用車にも貼ります。その他には、企業誘致・

商業の活性化に力を入れていきます。  

Q、筑西市ホームページ、市長挨拶を拝見いたしました

が、その中の「行ってみたい・住んでみたい・住んで

よかったと思える「筑西市」の実現」という言葉に感

銘を受けました。我々商工会も、そういった理想の街

作りに少しでも貢献できればと考えております。筑西

市の補助をいただき「プレミアム商品券事業」「各地

区の商工祭」などを実施して参りました。市長から筑

西市商工会に対してご要望などございますか。 

父方の祖父が大和村会議員（現桜川市）でした。また、母

方の祖父が政治に興味を持っており、テレビの国会中継をよ

く見ていましたが、私は両親が不在の時に祖父母に預けら

れ、一緒に国会中継を見ていた記憶があります。今、政治の

世界にいるのはそういった環境で育ったからだ

と思っています。DNAということですかね。 

議員秘書・市会議員とも、それぞれの立場で苦労があると

思いますが、市長とは、決断力・責任力を求められる仕事だ

と感じています。  

 商品券事業を行う中で、一般消費者との意見交換会な

ども実施したいと考えています。消費者の一番望んでい

ることがわかれば、販売側の答えも見つかるのではない

でしょうか。また、小規模事業所の中には、活性化しよ

うとする意欲が乏しくなっている方も少なくないのでは

ないでしょうか。そのような事業所のために、モチベー

ションを上げる勉強会などを行うなど、何かお役に立て

ればと思っておりますので、お声かけ下さい。  



あじさいメール Page 3 

 

 本来であるならばタイトル～桜まつり～の通り、筑西市

の桜の名所である明野公民館中央広場で行われるはずだっ

た「明野商工祭」。例年より早い開花も伝えられ、期待が

高まった当日まさかの「春の嵐…」最悪の条件になってし

まいました。  

急きょ体育館にシートを敷き、机やイスを並べ室内での

開催となりましたが、参加者皆さんは悪天候にもかかわら

ず予定通り集合

して下さり、素

晴らしい演奏や

ダンス等を披露

して下さいまし

た。ゲストの椿

欣也ショーや上

野さゆりショー

の頃になると観客の数も徐々に増え、一般の来場がないの

では、との心配も吹っ飛んで一安心。無料配布のとん汁も

下条支部長のご協力により大好評で、皆様に「温かくてお

いしい」と喜んでいただきました。ひとつ残念だったの

は、火も水も使えないことで各部会や出店者の皆様が準備

していたメニューが出来なかったことです。 

それでも滞りなくプログラムは閉会式まで進み、模擬店も

完売した様子で体育館の中には達成感と安堵感があふれて

いました。 

役員・部会関係者の皆様には、突然降り出した大雨の中

での後片付けまで、本当に最初から最後までご協力いただ

き厚くお礼申し上げます。有難うございました。 

   

    筑西市明野商工祭実行委員会 

           委員長 鈴木健一 

明野中学校吹奏楽部の演奏で商工祭のスタート！ いよ！ポーズが決まったねぇ！ 

かなづちでトントン…上手にできました。 

部会模擬店ブース。準備も整い開会を待つばかりです。 

ベストショットを狙って！ 
事務局長、ジュースをお買い上げです。 
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 1月26日（土）に恒例となりました学童野球大会が、協和

の杜運動公園に於いて開催されました。 

 北風の吹きつける寒い一日でしたが、子供達は元気いっぱ

い！保護者席からは、声援を送るお父さんやお母さん達の大

きな声がとんでいました。優勝は「関城ムテンキンズ」「明

野野球スポーツ少年団」の2チームとなりました。 

 朝早くから、グランド整備にご協力いただきました関係者

皆様、温かいトン汁をご用意くださいました新治野球スポー

ツ少年団の皆様、本当に有難うございました。 

 商業部会では1月30日～31日、南房総方面に視

察研修に行って参りました。 

 南房総白浜は暖かいとはいえ、まだ1月ではお花

見には早く、少し残念な気分でした。でも展望台に

上るとその眺望の素晴らしさに、残念な気分もどこ

かに行ってしまいました。目の前に広がる太平洋、

白い波、水平線。日頃のストレスも解消されさわや

かな気分になりました。当日は白浜温泉の湯に浸か

り、ゆっくりと休むことが出来ました。 

 31日は成田空港を見学し、成田山新勝寺を参拝

しました。成田市は空港という新しい顔と、成田山

門前町という昔からの顔があり、そこに商業が成り

立っています。観光資源に乏しい筑西市は別の方法

で商業の活性化を考えなくてはならないと今回の研

修で改めて考えさせられました。 

      商業部会 小竹明美  

 ３ 月24日

～25日、サー

ビス業部会は

伊豆堂ヶ島方

面に於いて視

察研修会を実

施いたしまし

た。 

あいにく天気

は上々とは行かなかったけれど、バスの中は会話もはず

み、楽しい研修となりました。中でも「堂ヶ島洞窟巡り」

では、断崖絶壁の岩々の荘厳さ、天窓洞の幻想的な光景に

目を奪われました。 

 宿泊は堂ヶ島温泉へ。旅の疲れを癒す料理と温泉で、

心からのもてなしを受け、サービス業の原点をみたような

気がしました。お客様に喜んでいただけるよう最善を尽く

すことは、我々にも絶対不可欠なサービス精神である、と

感じました。 

翌日は「いづからや」でお土産を買ってから「柿田川湧

水群」に立ち寄りました。ガイドさ

んから、湧き水の神秘の話を聞き、

今更ながら「水の豊かな日本に生ま

れてよかった」と思いました。 

今回の研修は参加人数が少なかった

ものの中身の濃い研修会になりまし

た。参加されました皆様お疲れ様で

した。  

  サービス業部会長 小幡勇 

子供たちのために 

商 業 部 会 

サービス業部会 

開会式。子供達のドキドキが伝わってきます。 

打つぞ！ 三振取るぞ！ 真剣勝負です。 

柿田川湧水群にて 

房総の日差しの中には早い春が感じられました。 
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「I・T講習会」に参加して                          

          西村 有美子 

 

 先日、商工会主催のIT講習会「売

れる・魅せるデジカメ撮影術」に参

加させて頂きました。商工会主催の

IT講習会に参加させて頂くのは、今

回で二回目となりました。 

分かりやすい内容で、楽しみながら

勉強させて頂くので毎回あっという間に時間が過ぎてしま

います。今回の講習内容は、基本を中心としたものでした

が、自分でも意外と分かっていなかったことや、ホーム

ページに作成などに生かせる撮影方法などを教えて頂き会

社に戻り早速実践しました。また、写真加工に関しては、

前回の講習後、是非教えて頂きたいと思っていたので、今

回の内容は大変役立ちました。写真加工については時間が

足りなかったので、また是非機会を設けて頂きたいと思い

ました。 

このような講習会は、なかなか身近では開

催されないので、今後も様々な角度から企画

して頂きたいと思います。次回もまた、是非

とも参加させて頂き、今後の仕事にも役立て

ていきたいと思いました。 

 

なるほど！ 

これ使える！ 

女性部は毎月一日（変更になる場合もあります）に、

部員手作りの雑貨や、各自のお店から持ち寄った商

品・リサイクル商品・野菜などを販売する定期市「一

の市」を開催しています。   

商品の準備はもちろん、会場作りから、陳列レイア

ウト・広報・役所との打合せなどすべて女性部員の手

で行っています。第1回は関城地区、第2回は明野地区

で開催されましたが、「一の市」は徐々に浸透し、参

加部員もお客様の数も増えてきました。 筑西市の商

業活性化の一翼を女性の手で！という目的で始まった

「一の市」。少しずつではありますが、着実に商業活

性化に貢献できているようです。 

 商工会会員皆様も

ご近所お誘い合わせ

の上、ぜひ「一の

市」にお越し下さ

い。無料のオープン

カフェと、女性部員

の笑顔をご用意して

お待ちしています。  

女 性 部 

青年部では、キング

ポークを使用した特産

品を開発するため、商

工会・筑西市を巻き込

んで「食の開発委員

会」を発足しました。 

第1段階として、3月28日に中川クッキングクラブ代

表、中川一恵先生をお迎えし、キングポークの可能性を

引き出す調理法や食に関する講演会を開催しました。 

講演では茨城県特産品や郷土料理について、また、豚肉

の部位や栄養成分などについて学びました。その後、実

際にキングポークを使用して調理したメニューの試食を

行いました。 

キングポークを使用しているため、どの料理も癖や臭み

がなく美味しくいただきましたが、今回はどのメニュー

を開発の目玉にしていくかは決定されず、次回持ち越し

の課題となりました。 

青年部は、キングポークを使用したメニューで「町おこ

し」を目指します！！ 

青 年 部 

手作りの小物やお菓子の数々 

キングポークを使用した料理はどれも絶品 
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筑西市商工会では平成２５年２月を「会員加入増強運動期間」とし、役員職員が未加入事業所に訪問し商工会加入勧

奨を行いました。結果、下記の通りたくさんの事業所にご加入いただきました。 

 

平成25年6月17日現在（順不同・敬称略） 

事業所名 代表者名 所在地 業種 部会 

㈲國松緑建 國松良三 蓬田351-1 造園・土木 建設業 

島電気管理事務所 島義雄 下星谷756-3 電気設備管理  サービス業 

岩平屋 仁平友左右 海老ケ島884-1 呉服・用品小売 商業 

㈲クリーンワールド 松本広美 藤ヶ谷1648-8 中古タイヤ販売 商業 

㈱片平測量設計 片平忠志 中上野754 測量業 サービス業 

ケアタクシーA（エース） 赤城正広 赤浜115 介護タクシー サービス業 

㈲コスモス介護サービス 鈴木冨美枝 宮後2237-3 介護サービス サービス業 

㈱カネトモ 野尻智春 犬塚206-11 運送業 サービス業 

幸田庭園 幸田豊次 関本肥土342 造園業 建設業 

ファミリースナック嶌 石嶌京子 辻1367-1 飲食店 サービス業 

総合衣料ナカ美 小貫タカ子 関本分中198 衣料品販売 商業 

やすら木” 坂入よし子 梶内816-1 酒類販売・飲食店 商業 

森永ミルク筑西東センター 海老沢正 門井1470-5 乳製品販売 商業 

㈱エスケイシーツーリスト 大島勝二 横塚907 旅行業 サービス業 

内田設備工業 町井智 三郷213 設備工事 建設業 

比企工務店 比企正信 海老江598 一般建築 建設業 

リズムサービス㈱ 松本敏行 藤ヶ谷1500 倉庫業・時計修理業 サービス業 

そば舗 砂場 上倉淳人 舟生110-65 飲食店 サービス業 

㈱おぐりケアサービス 浦井航 小栗3754 通所介護 サービス業 

安全保障㈱ 大畑良雄 西保末158-3 警備保障 サービス業 

㈱アイテイケイ・アスタック 大畑良雄 西保末158-3 保険代理店 サービス業 

そば割烹 大むら 関沢武 梶内909-3 飲食店 サービス業 

茨城県メンテナンス事業協同組合 井上洋祐 寺上野630 建設工事業 建設業 

へあーはうす みなば 皆葉利夫 海老ケ島1661 理容業 サービス業 

永全電気工事㈱ 永田正治 江986-1 電気工事 建設業 

鈴木石材 鈴木勘市 桑山980-1 石材加工 工業 

加藤木タイル 加藤木健児 田宿174-2 タイル工事 建設業 

遠藤設備 遠藤初夫 向上野275-1 住宅設備 建設業 

㈱トモズ 瀬尾佳三 海老ケ島2159-35 住宅資材販売 商業 

居酒屋 咲 石田みゆき 犬塚483 居酒屋 サービス業 

㈱真心 鈴木真由美 倉持1160-5 通所介護 サービス業 

丸精ねじ製作所 小椋識夫 板橋520-12 金属加工 工業 

皆様、はじめまして。筑西市中上野（旧明野町）に本社を構える 

『㈱片平測量設計』です。 

設立は昭和５８年。今年３０年目を迎えます。 

弊社の主な業務内容は、 

＊測量登記業務 … ①境界設定、分筆測量②土地分筆、合筆  

          ③地目変更登記申請④建物新築、増築、滅失登記申請 

＊行政書士業務 … ①農地転用許可申請②開発行為許可申請 

          ③相続関係書類作成④各種契約書 内容証明書作成  

                             等です。 

何かお困りの際は、お気軽にご相談ください。 

今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

   〒300-4524 筑西市中上野754 ℡0296-52-5306 
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                                  お見積は無料！まずはお電話から！ 

                                お気軽にご相談ください  
                             茨城県火災共済 (協 )                               
                                        TEL029-224-0610（代） 
                                       （筑西市商工会 57-2124） 

運転資金・設備資金

等、それぞれのケース

にあった融資をご案内

いたします 

 今回は、私共県信で力を入れ

ている新たな取組み「しんくみ

ネット」というサービスをご紹

介します。 

 これは、全国の信用組合に出

資金を加入されている組合員様

による相互交流の一環として展

開しているもので、組合員の皆様がしんくみネット加盟店

のステッカーを掲示してあるお店でお買い物やお食事等を

された時に「組合員証」を提示することで、価格の割引や

特別なサービスを受けることができるネットワークです。 

 このサービスは当組合のしんくみネット加盟店だけでな

く、全国の信用組合のネット加盟店でもご利用いただけま

す。「しんくみネットホームページ」には、平成25年6月

10日現在、全国加盟店が約5,000件掲載されております。 

(http://www.shinnkuminet-kameiten.jp) 

旅行やレジャー等の折にでも、検索しお出かけ下さい。 

 売上げアップの一助となるサービスですので、全国の商

工会会員様の加入も数多く見られま

す。本件については、茨城県信用組

合の協和支店、明野支店、関城支店

の窓口、渉外担当者にお問い合わせ

ください。 

 

《加盟店特典の例》 

①筑西市関本中 製麺店 ➩ 

      1,000以上のお買い上げで5％OFF 

②筑西市向上野 すし店 ➩ 

   お一人様1,000以上で挽きたてコーヒーサービス 

③秋田県仙北市 温泉宿 ➩ 宿泊料金1泊2,000割引 

④中央区銀座  すし店 ➩ お通し鉢一品サビース 

茨城県信用組合 協和支店長 大曾根 猛 

 資金の種類 貸付限度額 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１.９５％（基準金利） 

（Ｈ２５．６．１２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１.６５％ 

（Ｈ２５．６．１２現在） 

市 自治金融 
１，０００万円 

 

設備資金 ７年以内 

運転資金 ７年以内 

年１.５５％ 

（Ｈ２５．６．３現在） 

東日本大震災復興緊

急融資 

８，０００万円 設備資金 １０年以内 

運転資金 １０年以内 

 

年１.２％～１.５％ 

茨 

 

城 

 

 県  

パワーアップ融資 
３，０００万円 

（設備５，０００万円） 

設備資金１０年以内 

運転資金 ７年以内 
年１.５％～１.８％ 

経営合理化融資 
３，０００万円 

（設備５，０００万円） 

設備資金 ７年以内 

運転資金 ５年以内 年２.１％～２.３％ 

金利が変わりましたのでお知らせします。 



平成２５年度事務局体制 
 

本 所（協和事務所） 

 筑西市門井1942-4 Tel 0296-57-2124 

 事務局長 菱沼 茂 

 経営指導員 吉澤 功 吹野建夫 

 記帳専任職員 松尾賢太郎 

 記帳指導職員 小倉俊江 

明野事務所 

 筑西市新井新田41-2 Tel 0296-52-2511 

 経営指導員 稲葉誠一 

 補助員  永盛清美 

関城事務所 

 筑西市舟生1023 Tel 0296-37-6621 

 経営指導員 枝 忠男 

 記帳指導職員 中山典子 

事 務 局 便 り 

地 区 等 会 員 数 

協 和 地 区 ３９１ 

明 野 地 区 ３１９ 

関 城 地 区 ４１２ 

定     款 １３ 

合     計 １１３５ 

「ネットｄｅ記帳」で優良商工会に！ 

 

商工会では、めんどうな帳簿付けの代行をし、確定申告

のお手伝いをしています。毎日忙しくても、出納帳や領

収書等を整理しておくだけで、大丈夫！！ 

 毎年、確定申告の時期になってあわてている人はい

ませんか？是非商工会にご相談下さい。 

     （但し、個人事業所に限ります） 

 

 

 H25.6.28現在 

職員異動のお知らせ 
 

 6月1日より、経営指導員の配置換えのた

め左記の体制で平成25年度の業務を行うこ

ととなりました。会員皆様にご不便がないよ

う、引継ぎ等を早急且つ入念に行いますので、ご協

力ご指導をよろしくお願いいたします。尚、部会等

担当は下記の通りです。 

   

    商業部会    枝 忠男 

    工業部会    稲葉誠一 

    建設業部会   吹野建夫 

    サービス業部会 吉澤 功 

    エコの木部会  吹野建夫 

   青 年 部   吉澤 功 

   女 性 部   松尾賢太郎 

    

   

 

 広報委員 

   下条正男 

   藤田秀子 

   小竹明美 

   竹沢豊子 

   田中孝幸 

商工会員とその家族・従業員だからこそ加入できる

特別な制度です。 お問合わせ・資料請求は 

     

    筑西市商工会へ！！     


