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 明けましておめでとうございます。 

 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。 

 昨年は、三地区の商工祭開催、プレミア

ム商品券事業、合併して最初となる全会員

対象の視察研修会など、滞りなく商工会事

業を実施出来ましたのも、役員をはじめ会

員皆様のご協力の賜と厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、「大胆な経済政策」「機動的な財

政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」

を3本の矢とした

アベノミクスは、

徐々に効果を見せ

始め、株高・円安

に推移し、昨年末

には給与やボーナ

スをアップした企

業もあったようで

す。しかしなが

ら、これは一部の

企業や業種に限られており、多くの中小企

業は景気回復の実感が得られていないのが

現状です。また４月からの消費税増税も追

い打ちをかけて我々の生活に重くのし掛

かってきます。 

 大震災以降「絆」という言葉が困難を乗

り越えるシンボルとして人々の間で交わさ

れましたが、不況という困難にもみんなの

「絆」を大切に強固なものとすれば、迎え

た「午年」を駿馬の如く乗り越えて行くこ

とが出来るはずです。 
 ６年後に開催が決定された「東京オリン

ピック」。その頃にはアベノミクスが本当

の意味で効果を上げ、デフレ脱却に成功

し、賃金も上がり、きっと国民全体が心の

底からオリンピックを歓迎できる様になっ

ていることでしょう。今年こそは、そして

未来は明るいと期待し、希望を抱いて仕事

に商工会事業に精一杯励んで参りますの

で、相変わらずのご支援ご協力をお願い申

し上げます。  
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 茨城県商工会連合会 

    会長 外山 崇行 

 
明けましておめでとうございま

す。平成２６年の新春を迎えるに

あたり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 我が国経済は、アベノミクス効

果により先行きに明るい兆しが見え始めてきましたが、

地方の小規模企業には消費税率の引き上げや原材料価格

の高騰など、景気回復を実感できない状況にあります。 

 さて、このような状況の中で、地域と共に歩み、小規

模企業を支えているのは、我々商工会であると自負する

ところでです。 

 しかしながら、昨年度施行された「中小企業経営力強

化支援法」により、税理士・金融機関等が新たに支援機

関として認定されるなど、環境に大きな変化が生じてき

ています。 

 そこで商工会は、皆様に選ばれる組織になるため「商

工会の顧客は小規模事業者」とい

う設立原点に立ち戻り、自らの改

革を推進して参ります。 

 高度化・専門家する会員のニー

ズに的確に対応できる支援体制づ

くりや商工会業務の見直し、職員

の意識改革等に取り組み始め、その一つとして、昨年６

月、人事権の一元化に踏み切りました。これらの取り組

みにより、商工会組織の活性化と会員サービスの充実を

図っていく所存です。 

 また、小規模企業への支援に特化した小規模企業基本

法（仮称）の制定を実現させ、我が国全企業の約９割を

占める小規模企業が真に地域の主役となり、地域に再び

輝きを取り戻すため、関係各方面への要望活動など行っ

て参りますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

 結びにあたり、筑西市商工会会員の皆様並びに関係各

位にとりまして今年が明るい一年となりますよう心より

ご祈念申し上げます。 

         

 

 外山会長の指揮の下、商工会では経営革新の推進に

力を入れています。経営革新とは、「中小企業新事業

活用促進法」により経営環境の変化等に対し、新商品

の開発や生産新サービスの開発、提供新分野への進出

など、経営に前向きで積極的な「やる気」のある中小

企業を支援するものです。 

 筑西市商工会では下記の事業所が茨城県よりこの制

度の承認を受けて具体的な事業展開を

図っています。本年度は最終的に7事

業所が承認を受ける予定で、これは県内でトップクラ

スの数です。今の経営から一歩踏み出そうとお考えの

方は、商工会の経営指導員に是非ご相談下さい。きっ

と良きパートナーとしてあなたの力になります。 

“経営革新計画承認制度”について 

☆外山会長は昨年秋の叙勲に於いて「旭日小綬章」を授与されました☆ 

事業所名（代表者名） 経営革新テーマ 承認日 

㈲蛯澤住建 

（蛯澤勝也） 

ぬくもりを感じさせるプライベート空間を安価で提供する 

    『ドリームハウスミニ』 

平成25年10月28日 

ベーカリーハウスヤジマ 

（谷嶋和男） 

低脂肪で糖質制限にこだわった 

    『プルーンパン』の新商品開発と販路拡大 

平成25年11月26日 

岡埜栄泉 

（海老澤重久） 

消費期限の長い 

     『筑西フルーツ饅頭』の開発 

平成25年11月26日 

㈲プラックス 

（大吉 誠） 

ボルトオン方式採用の殿堂射出成形機とT字型5軸サーボ取出

機の新規導入による加工能力及び品質の向上 

平成25年11月26日 

筑波ドロウイング㈲ 

（中村 勝美） 

ネット販売を活用したプリント基板試作品受注体制の構築 平成25年12月13日 

春 水 亭 

（飯田尚樹） 

季節感を大切にした焦がしプリン 

   『クレームブリュレ・シリーズ』の開発 

平成25年12月24日 
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  サービス業部会長 小幡勇  

 新年明けましておめでとうございま

す。皆さま方には、すがすがしい新年

を迎えられたことと心からお喜び申し

上げます。 

 サービス業部会では昨年同様、部会

員同士の繋がりを大切にし、商工祭を

はじめとした様々な事業に取り組んで

いく所存ですので、なお一

層のご支援とご協力を賜り

ますよう、よろしくお願い

致します。   

    建設業部会長 戸頃實 

 新しい年を迎えまして皆様に新年のお

慶びを申し上げます。 

 昨年は当部会の運営にご協力をいただ

き誠にありがとうございました。本年も

建設業部会では部会企業に対し、現場管

理者や作業員の資格取得を行うことによ

る作業知識の向上と、労災事故防止を目的に、建設業資格

取得奨励金制度を実施しております。 

皆様のお役に立てる商工会を目指して事業を企画してま

いりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

また、どんな小さな事でもかまいませんので、ご相談等

ございましたら筑西市商工会をぜひご利用ください。 

 商業部会長 金沢稔 
新年明けましておめでとうございます。 

 昨年 商業部会は、各地区商工祭・プ

レミアム商品券事業・学童野球大会など

の事業を行って参りました。役員をはじ

め皆様には、多大なご協力をいただき有

難うございました。 

 「今年度は景気が上向きになる」との

予想がメディアでは報じられています。まだその実感はあ

りませんが、景気回復は心から願う所であります。今年は

「午年」。天翔るペガサスの如く、平成26年が飛躍の年と

なるよう、商業部会事業を推進して参りますので、相変わ

らずのご協力をお願い申し上げます。 

   

 

 

 青年部長  

 小幡清美  

 

 

 

 新年明けましておめでとうござい

ます。  

 青年部では、今年も若手後継者の

ための各種事業を実行していきたい

と考えております。早速２月には

「あさがお会婚活パーティー」を開

催し、新しい出会いのお手伝いを致

します。そして、昨年より引きつづ

き行っております、筑西市の銘柄豚

キングポークを使った「食の開発委

員会」ではグルメマップを作成し、

幅広く地域の皆様にアピールしてい

きます。その後も講習会・講演会

等、様々な事業を行っていきますの

で、部員の皆様のご協力をよろしく

お願い致します。  

   

 

 

 女性部長  

 大畑陽子 

 

 

 

 皆様には晴れやかな新年をお迎えの

こととお慶び申し上げます。  

 昨年は部員皆様のご協力によりまし

て、初めての試みである“市
いち

の市
いち

”の

販売事業を展開しました。事務局長や

職員の方にもお世話になりありがとう

ございました。課題もたくさんありま

すが、私達商工会女性の視点で、出来

る事はとり組みたいと思っておりま

す。 

 本年は、更に、楽しみながら参加で

きる事を念頭に、商工会女性部の、生

き生きと元気な声を地域に発信出来る

よう、頑張りたいと思います。 

    工業部会長 斉藤優 

新年あけましておめでとうございます。 

 さて、昨年は安倍政権が発足し１年を

迎え、アベノミクス効果により円高が進

み、国内の景気は少しずつでありますが

持ち直しているとの見解が出されており

ます。しかし、中小企業、とりわけ製造

業がメンバーである我々工業部会員は未

だ景気の上昇感が見えていないのが実態ではないでしょう

か。景気の回復は国内での生産・消費が内需を拡大させま

す。こういった仕組み作りを国にお願いしたいと思います。 

最後になりますが、今年は皆様にとりまして幸多き年にな

りますよう、心よりご祈念申し上げます。 

   

 

 

エコの木プロ

ジェクト部会長   

  島田敏 

 

 

新年あけましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願い致しま

す。昨年末は、環境省等が主催する

エコジャパンカップ、低炭素杯とい

う大きな2つのイベントへの出場が

きまりました。それぞれ、緑のカー

テンから始まった『おひさまドライ

ヤーを活用したゴーヤ茶づくり』、

地域で実践している『自然エネル

ギー体験教室』での出場です。2月

には、低炭素杯の本選があります。

筑西市エコの木部会は、商工会初の

低炭素社会づくり部会であるため、

全国に積極的に活動をアピールして

きたいと思っています。本年の関係

各位のご多幸を祈念申し上げます。 
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 １２月１日抜けるような青空の下、須籐

筑西市長にご臨席を賜り「協和商工祭」が

開催されました。本年は年末の寒さを考慮

し、開会式を９時からと致しました。３０

分時間を遅らせたことにより、準備にも余

裕が出来たようです。 

 ステージは「協和太極拳クラブ」「凰流 

世津光会」の皆様が初出演でしたが、日頃

の練習の成果を存分に発揮され素晴らしい

演技を披露して下さいました。恒例となり

ました「商工会歌謡ショー」ではプロ顔負

けの歌唱に観客の皆様も感心しきりの様

子。ステージの最後は商工会女性部皆様に

よる艶やかな「フラダンス」そして「福撒

き」で幕を引きました。また 部会テント

では大勢の役員・会員の皆様が協力し合い

模擬店を盛り上げて下さりお客様も楽しん

でおられました。 

 三地区商工祭の締めくくりとなる「協和

商工祭」が盛大且つ華やかに開催出来まし

たのも、役員を始め各関係者皆様のご協力

の賜物と深く感謝いたします。誠にありが

とうございました。 

  筑西市協和商工祭 

     実行委員長 下条正男 

開会式にて 筑西市長 須籐茂様ご挨拶 艶やかな舞「凰流 世津光会」のみなさん 

フラダンスの効果？いつまでもお若い！ 

イータ君、中身は小川さんでした 悠久の時の流れを感じさせる太極拳演舞 
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  筑西市商工会学童野球大会 ☆商業部会☆ 
 下条支部長の発案で

発足した筑西市商工会

学童野球大会も四回を

重ね定着してきたよう

に感じます。当日七時

半集合にはすでに児童

父兄が 準備を してお

り、やる気充分な児童達の動作には脱帽しました。特別編

成役員チームの高校野球OBの金沢部会長、外山議員なども

大変な熱が入っていたようです。 

 児童達が日頃の練習成果を出し、果敢に白球に向かって

いく姿は、運動オンチの私でも感動を覚えました。途中、

須籐市長が観戦に来られました。公用のため短い時間でお

帰りになりましたが、是非役員メン

バーとして参戦していただきたかっ

たと思いました。又、お母さん達の

昼食作りのサポートもより一層親子

のコミニュケーションがとれたと思

います。 

 野球をすることにより、健全な体

力がつき、何事にも屈しない精神が

培われることと信じ、生き生きし

た将来ある児童達のために、野球

を通じ商工会一員として協力して

いきたいと思いました。    

    商業部会副部会長 中野久雄 

 今年最後の研修会として、１２月１９日、夜 関城事務

所で、花の講習会を開催しました。 

 平成２３年は明野事務所で行い、平成２４年は協和本所

で、お正月用の生花の講習会を開催しましたが、お正月用

のお花の寄せ植えをやりたいという女性部員の要望に応え

て、ガーデニング講師の石川正子さんを迎

え“寄せ植え”を教えていただきました。 

 ゴールドクレスト・シクラメン・葉ボタ

ン・ビオラ・セキショウなど８品種の色と

りどりの花を使用し、思い思いに高さを決

めたり、左右の位置を確認して

植えたり、参加者は楽しい時を

過ごし、お正月のオリジナル作

品を完成させました。 

 暮れの忙しい時間を過ごしている私達も、こ

の短い時間ですが、花と語らい満足した寄せ植

えの時間だったと思います。 

   女性部副部長 菊地みち子 

エコジャパンカップ2013エコチャレンジ部門入選☆エコの木部会☆ 

 2013年12月12日～12月15日

まで東京ビックサイトエコプロダク

ツ展内で実施されたeco japan 

cup 2013 エコチャレンジ部門

に筑西市商工会エコの木プロジェク

ト部会の『お日様ドライヤーで“湧

く湧く”ゴーヤ茶づくりが入選し、

公開最終審査会(会場内)でプレゼン

テーションを行ってきました。 

 11月末に入選の通知を頂き、急

きょプロジェクトチームを結成し、

全員で仕事を分担し製品の改良（お

ひさまドライヤー）や乾燥品サンプ

ル等を完成させました。チームの連絡にはfacebookを使

い、先日、青年部で開催して頂いた研修会が大いに役立ち

ました。結果

は・・？2月が発

表です。ビック

サイトに初めて

出展し、メバー

全員多くの経験

をさせて頂きま

した。 

    

エコの木部会長 

島田敏 

お正月を寄せ植えの花で ☆女性部 華道講習会☆ 

入選した 

「おひさまドライヤー」 会場にて…受賞に向けてがんばろう！ 

ピッチャー 小竹理事 

セカンド 金沢部会長 

青年部から 婚活パーティー 

  「あさがお会」 

        開催のお知らせ 

 青年部では、２月９日（日）に筑西市藤ヶ谷“グリーンス

ポーツセンター”に於いて婚活パーティー「あさがお会」を

開催いたします。 

 美味しい食事と楽しいスポーツイベントを予定しておりま

す。まずは出逢いから始めましょう。前日まで受付いたしま

すので、是非ご参加ください。 

年末の忙しい中、お花に心和ませたひとときでした。 



買い物や食事に立寄ったお店でステキな笑顔に出会えると、その日一日幸せな気分になります。 

ご存知でしたか？ 「幸せだから笑顔になる」 のではなく 「笑顔だから幸せになる」 そうですよ。  
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 筑西市消防署協和分

署の隣にあるセイコー

マートすずきや店。9

月にリニューアルオー

プンした店内に入ると

「セイコーマートへよ

うこそ！」と明るい声

で迎えてくれます。お

薦めは新装開店と同時に始まった「ホットシェフ」のカ

ツ丼。店内で調理しているので、出来たてのアツアツを

食べることが出来ます。お肉も柔らかく卵もとろとろ、

お昼ごはんにいかがでしょうか。 

 里美さんは毎日お店で、レジ打ち・ホットシェフ

コーナー・商品の陳列など、

休む暇なく元気に動き回って

います。一番嬉しいことは何

ですか？との質問に「お客様

にたくさんご来店いただき、

お客様の笑顔を見ること」と

答えてくれました。本当にお

店が大好きなんですね。コン

ビニはたくさんありますが、

セイコーマートすずきや店

は、どこかアットホームな感

じがします。きっと里美さん

の愛情がいっぱいだからで

しょうね。  

県道132号沿いにある

㈲瀬尾泰三商店はガソ

リン・ガス・石油類・

住設機器販売施工の会

社です。そこで、香菜

重さんは主に事務とガ

ソリンの給油を担当し

ているため、大忙しの

毎日を送っています。 

 スタンドに車を止めると、香菜重さんが「いらっ

しゃいませ！」と元気な笑顔で出迎えてくれます。「お

客様との会話を大切にしています。」と話してくれた香

菜重さん。お客様には些細なことでも必ず一言声をかけ

ることを心がけて

いるそうです。明

るい笑顔と、お

しゃべり。お客様

はガソリンだけで

なく、元気も満タ

ンにしているよう

です。何気ない日

常会話から、時には今、会社で力を入れている住設機器

にも話が及び注文につながる事もあり、ここでも内助の

功を発揮しています。 

お店の情報はホームページでも御覧いただけます。      

   (アドレス http://seoene.net/) 

お住まいでお困りのことが御座いましたらお気軽にご

相談下さい。  

筑波山が美しく見える

筑西市木戸。ここにこ

の地では味わえないよ

うな創作料理があると

いう評判の「春水亭」

があります。オーナー

シェフの飯田さんは素

材を大切にした和風料

理から、フランス・イタリア料理を基本とした洋風料理

まで多種多様のメニューでいつも店は満席です。 

 鮮魚は旬の魚介類で東京中央いちばより、肉は常陸

牛、森林鶏、羊、合鴨など。また野菜は低農薬野菜を使

用し、五感に響く旨さでもあります。 

 美人の奥様が笑顔で迎えてくれ、細やかな接待に

ほっとする時間でもあり

ます。地元の生産した紫

色のサツマイモを使った

フランス菓子「クレーム

ブリュレ」を開発し人気

を集め、新聞にも掲載さ

れました。 

 夫婦で営むわが里の

「春水亭」の料理は生き

る力も与えてくれます。

あなたも是非おいでくだ

さい。 

セイコーマートすずきや店   筑西市門井1973-4 

 鈴木 里美 さん       ☎ 57-2041 

 ㈲瀬尾泰三商店      筑西市中上野121-1 

 瀬尾 香菜重 さん      ☎ 52-0121 

  春 水 亭       筑西市木戸224-2 

 飯田 由美子 さん     ☎ 37-8160 

http://seoene.net/
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今年4月から8％に引上げが決まった消費税。事業を営む者にとっては、価格の設定・仕入れの準備・経理処理など

頭の痛いところです。商工会ではその悩みを解消すべく講師に横山悟一氏を迎え11月12日に「消費税増税価格転嫁

対策セミナー」を開催いたしました。 

 ♡性   格♡  

   華やかな存在感があり情熱的な性格で、才知・  

  才能に富んでいます。独立心が旺盛で、冒険心も強  

  く行動力があります。見栄っ張りで好き嫌いが激し 

  く気分屋なところもありますが、開けっぴろげで正 

  直なので人には恨まれません。 

   恋愛に関しては、好きになると一直線タイプ。 

  情熱的で、明るく楽しい趣味も広いので異性から  

  もてます。 

     ♡平成26年の運勢♡ 
   今年は努力で財運を勝ち取ることが出来ますが、  

  感情が不安定で悲観的になりがちなのでご注意！  

  仕事は多忙になり、収入は上昇します。組織内でも  

  地位や評価は高まりますが、健康面では突発的な負  

  傷があるかも… 

     ♡午年生まれの有名人♡ 

 安部晋三・ジャッキーチェン・有森祐子・東山紀之 

 中畑清・浜崎あゆみ・古田敦也  など 

 

下記日程にて税務相談会を開催いたします。どうぞご利用下さい。 

 「消費税増税価格転嫁対策セミナー」に参加して 

            旬彩遊膳かねきや 海老沢誠 

 

 私たち商工業業者に

とって、消費税増税は最

も大きな関心ごとのひと

つです。なぜなら、売り

上げに対する消費税の比

率はとても大きく、軽く

考えるとそのことで大き

く商売が傾いてしまうこ

ともあるからです。以前

からこの事はとても気になっており、商工会主催でこう

いった内容のセミナーがあると聞き参加に至りました。 

 講師の先生はとてもわかりやすく消費税の仕組みを説明

してくださいました。自分で勘違いしていた部分があるこ

とも分かり、非常に役に立つ講演内容

でした。また、商売をする上でのアド

バイス的な内容も随所にあり、増税後

と言わずすぐにでも実践していきたい

と思いました。 

月 日 時 間 地区 税理士名 

2月27日 10：00～16：00 関城 板倉 克巳 

 

3月 4日 
13：00～17：00 

10：00～16：00 

10：00～16：00 

協和 

明野 

関城 

大和田伊一郎 

武井 宏樹 

川崎 丈夫 

3月11日 13：00～17：00 

10：00～16：00 

協和 

明野 

稲見 正雄 

野口 洋司 

3月12日 10：00～16：00 明野 池田 利毅 

3月14日 13：00～17：00 

10：00～16：00 

協和 

関城 

岩見 忍 

藤田 修 



地 区 等 会 員 数 

協 和 地 区 ３８６ 

明 野 地 区 ３１９ 

関 城 地 区 ４１３ 

定     款 １６ 

合     計 １１３４ 

H２５.１２．３１現在 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 業  種 部  会 

メモリーテック㈱ 工場長 佐藤仁 宮後2193 光ディスク製造 工 業 

J・SPEED 百目鬼ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 百目鬼 理広 関本中1083-1 自動車修理・板金塗装 サービス業 

Sekijyo Auto 松村 宣明 船玉69-15 中古車販売 商 業 

大塚瓦店 大塚 桂次 舟生770-8 瓦工事 建設業 

㈱船翔 平井 あゆみ 船玉287-65 建設・運送・飲食・中古車販売 サービス業 

会員の動き H25.12.31現在 

    

 確定申告の季節です！！ 
 

 早いもので、お正月休みが明け、もう確定申

告の時期となりました。下館税務署より下記の

通り、確定申告相談会のお知らせがありまし

た。有効に利用し期限内早めの申告を致しま

しょう。 

 3月15日まで、商工会は一番忙しい時期となります。決算

や確定申告の仕事をしていると、ここ数年、売上高や収入の

数字に不況が見てとれ、経営者の嘆きの声も少なくありませ

ん。平成25年度の決算・申告はこれから。今回の数字は少

しでも良くなっていますように、そして平成26年は経営者

にたくさんの笑顔がみられますように。   

 残業をして帰路に着くころには商店街のシャッ

ターも降りています。街路灯の明かりが続く通り

を運転しながら、今年は明るい年になるよう祈り

ます。             事務局 

◆所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を

次の通り設置致します。 

 

[会場] スピカビル６階  

      コミニューティプラザ 

[期間] 平成26年2月17日（月）から 

     3月17日（月）まで 

      （土・日を除く） 

    ＊スピカ申告会場の開設期間中は、下  

     館税務署庁舎では申告相談を行って 

     おりませんので、ご注意下さい。 

[時間]（受付）午前8時30分から午後4時まで 

    ＊会場が混雑している場合は、受付を 

     早めに締め切る事がありますので、 

     あらかじめご了承ください。 

   （相談）午前9時から午後5時まで 

 

詳しくは、下館税務署にお問い合わせください。 

    TEL 0296-24-2121 

    ＊児童運勢が流れますので「0」番を選  

     択してください。 

 


