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今年度の通常総代会は会場を協和多目的研修
センターに移し５月２７日に開催されまし
た。議長に鈴木宣育氏が選出され、慎重な審
議の結果、全議案が原案通り承認され、役員

の補充については、会長に大畑良雄氏、副会
長に下条正男氏、理事に津田明氏、外山寿彦
氏、広瀬宏一氏、監事に小竹義明氏がそれぞ
れ選任されました。
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この度、再度の会長任命をいただき身の引き締
まる思いであります。皆様のご期待に、お応えで
きますよう誠心誠意努めさせて頂きます。
アベノミクスの３本の矢が放たれ全体としては
緩やかな景気回復へと向かっております。しか
し、私たち中小零細企業には恩恵が届いてないの
が実情であります。そこで政府、県、市挙げて私
達商工会会員の事業発展の為にさまざまな諸施策
を出して頂いております。 一例を挙げますと、
小規模企業基本法を制定、地域商業自立のための
補助金、ものづくり中小企業小規模事業者の連携
に対しての補助金、マル経融資貸付上限２０００
万への引き上げ、県借換融資（最長10年、低金
利）の実施、ものづくり（製造業）補助金１００
０万（補助率２/３）、業務改善助成金（賃金改
善、業務改善）等々今までに無い支援体制が組ま
れております。どんな小さな事でも是非一度商工
会職員にご相談いただければと思います。是非こ
のチャンスを生かして共々に繁栄し、地域に再び
輝きを取り戻しましょう。

鈴木宣育氏
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商業部会では３月25日に東京台場のフジテレビと浦安千
鳥の産経新聞の印刷工場へ視察研修に行ってまいりまし
た。
フジテレビ見学は一般の方は入れないスタジオの案内や
裏方の仕事の説明をして頂きました。生放送が終わったば
かりの「とくダネ」のスタジオに入ることができ、セット
の椅子に座るなど生放送の雰囲気を味わってきました。ま
た、普段テレビで観ている綺麗な画像も、裏方の大変な仕
事があってのことということもわかりました。
場所を移し、産経新聞の印刷工場では大規模な印刷機が
動いている所で新聞の製作工程を説明していただきまし
た。紙の交換や色々な工程が自動化されていてそのスケー
ルの大きさに驚きました。
今回の研修では、規模こそ違いますが、我々の仕事の効
率化や人件費を抑える機械化を考えさせられました。
レポート

商業部会

建設業部会副部会長

レポート 工業部会副部会長

川澄 克人

小竹義明

桜が咲き始めた東京のビックサイト会場で「住まいの
耐震博覧会」が開催され、私達建設業部会は、最新技術の
研修に出かけました。
東京ビックサイトの会場には、多くの企業が、我が社の
技術を…とばかりすばらしい商品が展示されていました。
昭和初期の建築構造から現在の耐震構造が対照的に設置さ
れ、ガイド付きで説明されていた所、又地震の起こりうる
地殻構造等、日本全体が大きなパネルに写し出され専門的
な説明がなされ、多く観客の関心を集めていました。さら
に壁の耐震構造や建物全体への免震構造のしくみ等、実物
のサンプルが展示されている所もありました。その他、設
備材、電化製品、銘木板など様々な技術の結集した見所の
多い展示会でした。見学後、近くの浅草寺周辺を散策しま
した。また、往復の車中ではカラオケなど楽しい交流が出
来、有意義な研修成果が得られました。ご参加の皆様のご
協力、大変ありがとうございました。
レポート

「どうも，おめでとうございます。」「本年もよろしくお願
いします。」ひと月遅れの正月のあいさつの中、我々工業部
会一行は横浜へと出発しました。
まず、最初に絹の歴史を伝えるシルク博物館へ。係員の
方の詳しい説明を聞きながらも「この機械いいね。」「い
や，装置もすごいよ。」など、さすが商売柄の話が至るとこ
ろで聞けました。
博物館を出て、次に中華街へと。老舗のお店で本日メイン
の月遅れの新年会。中華料理フルコースを堪能しながら、会
員の皆様が良い年になりますよう記念し、大いに盛り上がり
ました。
今回、残念ながら参加できなかった皆様も楽しい企画を
これからも計画しますので、ぜひご参加ください。

飯田良三

３月２６日、サービス業部会の研修
会に初めて主人共々参加しました。
朝から天気も良く、目的地は軽井沢
のアウトレット、プリンスホテルで
ランチということで、女性の参加も
多く、車内はとてもにぎやか、おいしいお酒の差し入れがあ
り、ふだん飲めない私もちょっといただきました。
軽井沢の方はまだ雪も残っていて、特に今年は大雪で大変
だったそうです。アウトレットは、いつ来ても若い人達で
いっぱい。ランチはさすが一流ホテル、応対も気持ち良く、
おいしく大満足でした。鬼押しハイウェー、工事中の八ッ場
ダムを車中からながめ帰路につきました。
日帰りでも充実した一日。会員の皆様とも楽しくさせてい
ただき、来年が今から楽しみです。
レポート サービス業部会 小野沢静子
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この活動は現在から遡ること7年前、
当時私は青年部に所属していた時、当
時青年部ＯＢで現在部会長の島田氏が
地球環境問題、日本のエネルギー問題
などの話を熱く語っていたのを覚えて
います。
その話に共感した我々はこの問題を
一人でも多くの人に知って考えてもら
おう、どう伝えればいいか会議が終
わってもみんなで話し合い色々な事業
を計画し、色々なイベントに参加出展
し、学がなく行けなかったと言うより
勉強が嫌で行けなかった筑波大学や
茨城大学にも、出展や発表をするなど

精力的に活動していました。
青年部も卒業のころ、この活動を終
わりにすることはできないと皆で考
え、部会を立上げようと声を上げたの
が、全国初目的別部会「エコの木プロ
ジェクト部会」の誕生です。
平成２１年の部会発足式には、現在
茨城大学の三村副学長（次期学長）に
講演を聞き盛大に開催されました。
エコの木プロジェクト部会副部会長
武井昭二

ＩＴ委員会では、昨年青年部で
行ったフェイスブック講習会第１
弾に続く第２弾として、去る２月
１８日に「フェイスブックで企業
ページを作ろう！」と題して講習
会を開催しました。第１弾は個人
ページを作成する講習会でした
が、第２弾は企業ページの作成で
す。前回と同じ㈲ピュアメイトの
土屋恵子先生による講習会はとて
もわかりやすく、丁寧に教えて頂
きました。企業のホームページと

いえば、作成や更新に難しいイ
メージがありますが、フェイス
ブックはとても簡単に無料で企業
ページを作成、更新することが出
来ます。また、フェイスブックを
通して様々な方々と交流できるこ
とも最大の魅力ではないでしょう
か。皆様もフェイスブックを上手
に使い、商売繁盛につなげていき
ましょう！
ＩＴ委員会 篠崎栄一

今回、青年部が主体となり
キングポークを使った地域活
性化につなげる活動をしてき
ました。私は委員であると同
時に、食品にかかわる仕事に
就いており料理加盟店として
も関わり、貴重な体験をさせ
ていただきました。
委員会として、どのように
すれば地域発展につながるか、継続的
な活性化が期待できるかなど様々な意
見をぶつけ合い、煮詰めたりしながら
多くの飲食店に参加していただけるパ

ンフレットを考案したり、
料理のヒントとなるよう講
習会の開催などで広げる活
動をしてきました。また、
加盟店の料理もどれも力の
入ったものばかりで私の店
の商品をもっと改良してい
かねばと考えてしまいまし
た。
提案する側も作る側も地
域を良くしようという熱を
感じる委員会でした。協力してくだ
さった皆様ありがとうございました。

青年部

５月14日、女性部では46名の参加
の下、移動総会を兼ねた視察研修会を
行いました。車中では皆様のご協力の
下、議題はすべて可決され総会は閉じ
ることが出来ました。
旧古河庭園を散策し、バラの花の美
しさをカメラに収めている人が多かっ
たです。サンシャイン内のレストラン
「バイエルン」でバイキングの昼食を
いただきました。とても美味しかった
です。
造幣局東京支局博物館を見学しまし
た。館内には、大判・小判・古銭、明
治以降の我が国の貨幣、外国の貨幣・

勲章・金属工芸品等が展示されていま
した。オリンピックで頂くメダルは、
大きくて美しく、とても感動しまし

た。一日楽しく、何事もなく研修する
ことが出来ました。
女性部副部長 中島とく子

食の開発委員会

海老澤

満

あじさいメール
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桜満開の明野公民館中央広場。心配
された雨も降らず、薄日の射す絶好の
商工祭日和。会場では各部会や会員の
模擬店が準備万端整い、開会を待つば
かり。改めて皆様の手際の良さには驚
かされました。
開会式からキッズダンス、明野中学
校吹奏楽部の演奏へとプログラムが進
むにつれてお客様も徐々に増え、模擬

店テントにも活気が出てきました。今
年初めての試みとして、明野地区会員
に、会場内模擬店で使用できる５００
円券を配布しました。ご来場された皆
さんは有効にご使用されたようで喜ん
でいただけましたが、今後は周知の方
法などを再考し、もっと多くのお客様
に来ていただきたいと思っています。
微力ながら、今後も明野商工祭を地

のこぎりを使うのは初めてかな？

域に定着させ、益々盛りあげていきた
いと考えておりますので、皆様のより
一層のご協力ご指導をお願い申し上げ
ます。

明野商工祭実行委員長
鈴木健一
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お待たせしました！ 広報委員会は、前号に引き続き素敵な笑顔を探してきました。
㈲谷島自動車

筑西市蓮沼1541-19

やじま

谷島

みつき

さん

☎57-3528

みつきさんの仕事は、事務と接
客。仕事をする上で心がけている
こ と は「お 待 た せ し な い こ と で
す」と教えてくれました。見積り
などの返事はもちろん、パンクや
事故など、お客様からの急な要望
にも出来るだけ早く対応している
とのこと。思いがけない故障や事
故は不安でいっぱいになります
が、早く処理していただけるのは
本当にありがたいですね。
みつきさんの気配りはお店でも発揮されています。修理
などの待ち時間を事務所内で過ごされるお客様に美味しい
お茶を入れ、待つ時間が長く感じられないように会話にも

㈱齊藤塗装工業
さいとう

ゆうこ

齊藤

友子

さん

筑西市松原1997-3
☎52-1128

㈱齊藤塗装工業は、建物塗装全
般、防水工事などを請け負う会社
です。会社事務所で、友子さんは
主に事務や集金などの仕事をして
います。また、家族は８２才のお
ば あ 様（友 子 さ ん に よ ると ス ー
パーおばあ様だそうです）を筆頭
に９人。会社の仕事、家事、子供
の世話と、大奮闘の毎日を送って
います。
それにも増 して忙し いの が社長である旦那
様。ひと月に一日ほどしか休みが取れないこ
とがしばしばです。そんな多忙な社長の元気
の源は何といっても友子さんの手料理。友子

カサ・デ・ロサ
た が み

あ い こ

田上

愛子

さん

筑西市西保末492-2
☎20-3381

農 家 レ ス ト ラ ン「カ サ・デ・ロ
サ」店の名前である。「ばらのあ
る家」という意味のスペイン語！
その名のとおり、季節には、ばら
の香りが広い庭いっぱいに漂い、
疲れた心も癒してくれます。
店の前の畑では、何十種類もの
野菜を栽培、収穫され、店の食材
としても役に立っています。
なんといっても家族で営み、笑顔
のかわいい若きママが幼子二人と「いらっしゃいませ」と
迎えてくれるあたたかいレストランでもあります。
メイン料理は米と野菜を使ったパエリア。ほかにもフラ
メンカエッグやトルティーヤなどスペインの家庭料理が味

ひと工夫しています。
休日は野球をしている子供たち、高校生の男の
子二人と小学５年生の女の子の応援です。中でも長
男は高校三年生になり、甲子園をめざすのも今年が
最後。応援にもひときわ熱が入るところです。また、趣味
のブリザードフラワーのアレンジは、仕事や家事に追われ
てなかなか時間が持てま
せんが、長く続けていき
たいと思っています。
㈲谷島自動車は民間車
検センターです。新車や
中 古 車 の 販 売・オ ー ク
ションの代行・各種保険
代理店なども行っていま
すので、車のことなら何
でもお任せ下さい。

さんは料理が得意で、大家族の毎日の食卓も、その腕前で
賄っています。
今、一番の関心は３人の子供たちのこと。特にスポーツ
少年団で野球とバスケット
ボールを始めた二人のお子さ
んの「追いかけママ」をして
いるときが、一番楽しい時間
です。大声で子供たちに声援
を送りストレス発散！ 時々
は、スポ少のお母さん仲間と
食事に出かけたりすることも
あり、リフレッシュになって
います。
㈱齊藤塗装工業は住まいの
塗り替えの見積りを承ってお
りますので、お気軽にご相談
下さい。
わえます。また店内ではフラメンコやジャズなどの演奏会
も開かれその雰囲気はここでしか味わえない楽しみでもあ
ります。
目の前の広い庭と畑では子供たちの笑い声、大人たちは
食事を楽しみながらおしゃべりとそんなのんびりとした時
間を過ごせるお店です。筑波山が美しい田園風景のなかの
一軒家「カサ・デ・ロサ」にどうぞ！
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筑西警察署

生活安全課より

もうTVニュースだけの話
ではありません。筑西警察署
管内でも、平成２６年１月か
ら５月末現在で認知されてい
る被害額は８００万円を超え
ています。その手口は益々巧
妙になってきており、代理人
を名乗って犯人が自宅におも
むく手口もあります。
高齢者になり、在宅の時間
が長くなると、詐欺にあう可
能性が高くなります。家族は
普段からこまめに連絡を取

る、緊急の連絡先を書いて壁
に貼っておくなどの対策をし
ておきましょう。
非日常的な電話が掛かって
きたらまずひと呼吸。内容
をメモし、一旦電話を切っ
てください。
怪しいと思ったら自分一人
で悩まずに誰かに相談。
そして警察へ
１１０番！！

振り込め詐欺対策室相談
☎ 029-301-0074

商工会は商店や工場経営者・建設
業・サービス業などを営む人しか加入
できない、と思っていらっしゃいません
か？
いえいえ、農業経営者にもご加入いた
だけます。現在、筑西市商工会会員と
なられている方は、稲作、畜産、スイ
カ・トマト・いちご・みつば・椎茸・
きゅうりの栽培など様々です。
加入後は部会の活動に参加されて友
達を増やしたり、労働保険事務組合に

面倒な事務手続きを委託したり、低金
利で融資が受けられる制度を利用した
り、記帳指導で確定申告をスムーズに
行うなど、上手に商工会を活用されて
います。
農業をされている方で、労働保険や
確定申告のことでお困りの方や、事業
資金など必要な方は、是非商工会にご
加入いただきご相談ください。
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経営革新を支援します
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☆さぁ！「経営革新計画承認制度」申請へ…☆
中小企業新事業活動促進法に基づくビジネスプラン（経営
革新計画）を作成し、県による計画の承認を受けると、資金
調達など各種の支援が受けられます。

☆計画承認されると、こんなメリットがあります☆
①税の優遇措置
②保証・融資の優遇措置
③補助金・投資の支援措置
④販路開拓の支援措置
⑤その他の優遇措置
☆｢新たな取り組み｣を考える☆
①新商品の開発・生産
②新サービスの開発・提供
③商品の新たな生産・販売方法の導入
④サービスの新たな提供方法の導入
など

☆｢経営革新計画｣を立てる☆
新たな取組みを行うことにより、
経営の向上を目指す3～5年の中期計画を立てます。

商工会の経営指導員は、
会員皆様の経営を真剣に考えお手伝い致します。関心のある
方は、下記にて経営革新セミナーを開催いたしますので、是
非ご受講下さい。
記
日 時：8月21日（木）19時～21時30分
場 所：筑西市商工会明野事務所
去る6月13日にホテルレイクビュー水戸にて行われた
「平成26年度経営支援事例発表大会」に於いて、当商工会
の吹野建夫経営指導員が、県西ブロック代表としてプレゼン
を行い、優秀賞をいただきました。

ＩＴ委員会が、一から心を込めて作り上げ、この度、
筑西市商工会のホームページがリニューアルされまし
た。今後はこのホームページを通して皆様に旬な情報を
提供していきます。ご期待ください！

部会活動やイベント情報、
マップもあります。
この列を開けば、商工会の
ことはぜ～んぶわかりま
す。

今回は、新会長のあいさつ
が掲載されています。

会員事業所紹介では、会員
のホームページを紹介して
います。開いてみてくださ
い。あじさいメールのコー
ナーもよろしくね。

どれどれ、最近商工会で
はなにがあったのかな。
一目で確認できます。
「あの時のこと、調べた
い」 なんていう時にお役
に立ちます。

会員だけの有利な共済、低
金利の融資情報などをお知
らせするコーナーです。

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

H２６.

種

６.１６現在

部

会

(有)あんしんライフ２４

福島 拓也

細田669-2

保険代理店

サービス業

公文式市役所通り教室

小野 千香子

海老ケ島1338-8

学習塾

サービス業

東洋農事㈱

大島 伊市郎

桑山2000-1

たね、農業資材の生産販売

商

業

（財）中小企業災害補償
共済福祉財団茨城支局

佐藤 睦樹

水戸市南町

共済団体

定

款

㈱坂東太郎

青谷 洋治

門井1722-1

飲食業

サービス業

セバタ設備

瀬端 伸也

横塚1371-4

水道設備

建設業

(有)おおしま

大島 正晃

桑山3465-3

農業

商

㈱大

大

藤ヶ谷1303

訪問介護

サービス業

ヤマザキ計装

山﨑 亮広

宮後2157

計装業

建設業

カツミ農産

谷島 勝巳

蓮沼9-1

きゅうり栽培

商

業

ひゃくしょうや

名倉 正美

向川澄3-1

農産品直売所

商

業

オートショップミラクル

廣沢 新一

蓬田384-2

自動車修理

サービス業

(有)光樹園

小田部秀樹

藤ヶ谷1763-20

造園業

建設業

㈱アンフィックス

飯泉 忠

井出蛯沢1333-2

映像制作

サービス業

育美

対人賠償

対物賠償

人身事故を起こしたとき

人の物を壊したとき

特色

搭乗者傷害

人身傷害

業

一般車両

車を搭乗中に負傷したとき 過失割合に関係なく怪我の保 契約車両に損害を被ったとき
障を受けるとき

１．安心の示談交渉サービス！
２．夜間.休日も事故受付OK！ ３．ムダを抑えた掛金
４．顧問弁護士による事故相談バックアップ体制！！
５．1事故1担当者による示談交渉！
６．各種割引制度（例：年令条件35歳以上限定特約 安全装置割引 長期優良割引 その他）

会員の動き
地

区

H26.6.16現在

等

会

員

数

協 和 地 区

３８９

明
関
定

区
区
款

３１５

計

１１２６

合

野 地
城 地

４０５
１７

茨城県火災共済協同組合と
茨城県中小企業共済組合が合併します！！
本会が共に代理所となっている「茨城県火災共済協同組合」
と「茨城県中小企業共済組合」は平成26年１０月１日に合併
し、
「茨城県中小企業共済組合」は権利義務一切を「茨城県火
災共済協同組合」に引継ぎ、解散することになりました。この
合併により、組合員及び契約者の皆様のニーズに、従来に増し
て柔軟に対応することが出来るようになります。
なお、両組合ともに、組合員及び契約者の皆様には特に手続
きをしていただくことはございません。

