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「関城商工まつりは雨が降らない」というジ
ンクスが崩れてしまうのかと思うような天気予
報が続き、心配された空模様も当日は抜けるよ
うな青空。やはりジンクスは破られなかったと
一安心しました。
朝早くから、部会をはじめ、会員、各団体の
テントでは準備が進められ会場は活気づいてき
ました。9時からのお菓子配布の頃にはお客様
もたくさん来場され、賑やかになってきまし
た。ステージでは、毎年恒例のラッキー抽選会
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やウルトラマンとの撮影会をはじめ、ダンスや
歌謡ショーなどが披露され一日中お客様を楽し
ませました。
最後になりましたが、ご協力いただきました
関係各位皆様には心よりお礼申し上げます。
関城商工まつり実行委員会
委員長 中村勝美
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今年度も１1月１日より、10％のプレミアムが付い
た商品券の販売が始まりました。今年のテーマは「あ
したにジャンプ！」プレミアム商品券事業により地域
経済の活性化を目指し、景気が大きくジャンプし回復
することを願っています。
年末年始・進学進級準備の時期に発行されるプレミ
アム商品券はお客様に大変好評で、昨年度は１月初め
に完売となりました。本年度も多くの事業所にご登録
をいただき、お得で楽しいお買い物をしていただける
こと必至。お早目にお買い求め下さい。

小規模基本法・小規模支援法が成立
～支援機関の伴走型支援により小規模企業の持続的発展を目指す～
背

景

全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える重要な
存在であり、経済の好循環を全国津々浦々まで届けて行くためには、その活力を発揮させることが必要
不可欠です。
しかしながら、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷といった
構造変化に直面しており、売上や事業者数の減少、経営者の高齢化等の課題を抱えています。このよう
な課題を克服し持続的発展を図るため、両法案が平成26年6月20日に成立いたしました。

小規模基本法
（１）基本原則

（２）基本施策

小規模支援法
①小企業者を含む小規模事業者につい
て、事業の持続的発展を図る。
②小企業者の円滑かつ着実な事業の運営
を適切に支援する。
①多様な需要に応じた商品・サービスの
販路拡大、新事業展開の促進。
②経営資源の有効な活用及び個人の能力
の発揮の促進
③地域経済の活性化に資する事業の推進
④適切な支援体制の整備

（１）伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制整備
(需要開拓、経営承継等)
（２）商工会・商工会議所を中核とした連携の促進
(市町村、地域の金融機関、公的機関)
（３）独立法人中小基盤整備機構の業務追加
（先進事例、高度な経営支援のノウハウ）
(詳細は商工会事務局まで)
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商工祭ステージ日程

歌のゲストは

麻生けい子さん
筑西市商工会開催の商工祭、今年最後を締めくく
る「協和商工祭」は、地域の皆様に愛され２８回を
迎えます。商工会合併後からは、明野・関城地区の
皆様にもご参加いただき、より盛大に開催されてい
ます。本年度も、各部会テントは役員皆様が会議を
重ね準備して下さり、わくわくするようなメニュー
がいっぱいです。また、ステージも「大和太鼓」を
皮切りに「歌謡ショー」「フラダンス」他、華やか
で充実した内容となっております。
年末の何かと慌ただしい中ちょっと一息。ご家族
皆様で「協和商工祭」にお越しいただき、楽しい休
日をお過ごしください。

筑西市協和商工祭実行委員会

出費がかさむ年末年始、「今年も貯
金が出来なかった」と落ち込む人は少
なくないと思います。年収の多い人の
ほうが貯金が出来るのかと思えば、そ
うではないようです。
お金の貯まる人とは、周囲に流され
ず、自分の収入の中で「これで満足」
と自分自身の欲望にブレーキをかける
ことが出来る人だと、ある本で読んだ
ことがあります。
私達は、
「時間」も「お金」も限り
あるものを使って生きています。この

9：00
9：30
10：00
10：20
11：00
11：30
12：00
12：30
13：00
14：00
14：30
14：40

開会式
大和太鼓
大和保育園
太極拳演舞
協和太極拳クラブ
商工祭歌謡ショー
筑西市有志
新清流五段囃子
西蓼沼お囃子会
新舞 創作舞踊
凰流「世津光会」
昼食・休憩
ｿｰﾗﾝﾎﾞｰｲｽﾞ&ｶﾞｰﾙｽﾞ
協和中学校
「麻生けい子」歌謡ショー
フラダンス
アロハ・カナナカ
閉会式
福撒き

部 会 テ

ン ト

メ ニ ュ

ー

商 業 部 会

焼きそば・からあげ・ポテト・ジュース・
健康弁当

工 業 部 会

おでん・じゃがバター・せんべい

建設業部会

丸太切り大会・りんご販売・親子いす工作教
室・アルプスの乙女（りんご）つかみどり

サービス業部会

焼いも・水ヨーヨー・ポン菓子

エコの木プロ
ジェクト部会

ロケットキャンドル使用でのポップコーン販売
綿あめ手作り体験

青

年

部

キングポーク串焼き・キングポークうどん

女

性

部

赤飯・豚汁・中華まん・ジュース・バザー

スタンプ会

抽選会

青色申告会

風船配布・イータ君着ぐるみ周遊

『この一分の時間』をどう大切に使お
うと考える人は、お金の使い方も意識
的になり、それが自ずからよい結果に
なるのです。
また、
「消費」と「浪費」は違うの
です。戸棚の中に、昨年半額セールで
購入したお皿が使われずにしまい込ん
でありました。これは無駄な「浪費」
だったのです。まずは反省して使った
お金を振り返る事が大切だと思いま
す。
さあ！ わが家の家計、わが商売

も、もう一度振り返って計画を立てて
みましょう。きっとよい結果を生む事
となると思います。
参考本（パンプキン）

広報委員会 竹沢豊子
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4月 6日 明野商工祭出展・協力
6月26日 役員会開催
7月11日 役員会開催
10月6日 役員会開催
１1月３日 関城商工まつり出展・協力
後期の予定
協和商工祭出展協力・学童野球大会
視察研修会・役員会 他

4月 6日 明野商工祭出展・協力
6月17日 役員会開催
9月19日 役員会開催
１1月３日 関城商工まつり出展・協力
後期の予定
協和商工祭出展協力・講習会開催
視察研修会・役員会 他

10月5日～6日
4月 6日
6月27日
7月18日
8月1日～10月31日
8月 6日
10月5日～6日
11月1日～２月28日
１1月３日

明野商工祭協力出展
役員会開催
総会開催
資格取得奨励金第1期申請受付
役員会開催
視察研修会（鹿沼木工団地他 )
資格取得奨励金第2期申請受付
関城商工まつり出展・協力

建設業部会視察研修報告

研修当日は「西日本に台風が上陸し、関東に近づいている」
とのニュースが流れ、参加者１４名は台風の進路を気にしなが
らの出発となりました。小雨降る中、色付き始めた日光いろは
坂、竜頭の滝を見学し宿に。
翌日は大雨の中の出発。明治３１年大正天皇の避暑のため造
られた「日光田母沢御用邸公園」へ。木造建築と日光の自然、
庭園とが見事に調和していて見事でした。
昼頃には雨も上がり、鹿沼木工団地に到着。㈲市川木工所を
見学し、主に無垢の材料で建具を作っていることを伺い感動し
ました。また、オーダーシステム収納家具専門店「白石物産
㈱」では、家具の材料カットから、穴あけ、接合までオート
メーション化されスピーディに組み立てられていく様子を見学
し帰路につきました。
レポート

建設業部会
副部会長
広沢信雄
後期の予定
資格取得奨励金第2期申請受付
協和商工祭出展協力・役員会 他

4月 6日 明野商工祭出展・協力
6月24日 役員会開催
7月11日 総会開催
10月3日 役員会開催
11月3日 関城商工まつり出展・協力
後期の予定
協和商工祭出展協力・理容美容講習会
視察研修会・役員会 他

4月1日
4月6日
5月8日
5月16日
8月8日
8月18日
8月27日
9月12日
9月25日
１1月３日

全体会議
明野商工祭協力出展・協力
全体会議
総会
全体会議
全体会議
Gデザイン対話審査
全体会議
全体会議
関城商工まつり出展・協力

後期の予定
おひさまドライヤーの活用、改良、促進を中心と
した地域活動 ・協和商工祭出展協力
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あさがお会「婚活BBQ」開催！！
4月6日
4月9日
5月2日
5月23日
6月5日
6月14日
7月16日
7月19日
8月18日
9月21日
10月8日
10月10日
10月15日
10月17日
10月27日
１1月３日

明野商工祭出展・協力
食の開発委員会
常任委員会
関城地区会議
常任委員会
総会
全体会議
薫授園納涼祭ボランティア
あさがお会実行委員会
親睦バーベキュー
関城地区会議
明野地区会議
あさがお会実行委員会
協和地区会議
食の開発委員会
関城商工まつり出展・協力

後期の予定
あさがお会「婚活BBQ」・
協和商工祭出展協力
食の開発委員会・常任委員会

他

青年部あさがお会の婚活イベントも今年で第４回になります。
昨年度は大雪のため安全を考慮しやむなく中止となってしまいま
した。その分、今年は盛大なものにしたいと、実行委員は何度も会
議を重ね、納得のいく企画が出来上がりました。参加希望者も昨年
度より多く、定員越えの申し込みがありました。
地域の過疎化、経済の衰退、少子化など昨今社会問題となってい
ますが、すべて「結婚」というキーワードで解決できるのではない
でしょうか。家庭を持つことにより地域に定着し、そこで仕事をし
買い物をする、子供が生まれ町が活気付く。子供を中心に大人もコ
ミニュティが広がる…といったように陽の連鎖が期待できます。
今回はバーベキューをメインにトークタイムなど「素敵な出会
い」が出来るよう配慮しました。カップル誕生を期待しましょう。
青年部あさがお会実行委員会

委員長

齊藤

智

８月１９日 北茨城市商工会女性部との交流会
4月6日
明野商工祭協力出展
5月14日 移動総会（関東造幣局他）
7月3日
常任委員会
7月23日 正副部長会議
8月6日
北茨城市商工会女性部との
交流協会打合せ
8月19日 北茨城市商工会女性部との
交流会
8月28日 常任委員会
9月12日 正副部長会議
9月17日 レディースカレッジ
10月4日 市の市
10月9日 関城地区会議
10月14日 協和地区会議
レディースカレッジ
10月16日～18日 5周年記念視察研修会
10月20日 正副部長会議
１1月３日 関城商工まつり出展・協力
後期の予定
協和商工祭出展協力・華道講習会
常任委員会 他

平成１１年東日本大震災において
は、北茨城市も大被害にあいました。
当時、我商工会女性部は、研修方々、
北茨城市に野菜・くだものなどを持っ
てお見舞いに行き、交流会を開きまし
た。その時、梨の産地の筑西市で「梨
狩りをしたい」とのお話がありました
がなかなか実現が出来ませんでした。
今年になって、関城の方の好意により梨園をお借りできること
になり「梨狩り」の実現となりました。
当日は梨園の方から、梨のもぎ方おいしい梨の見分け方の講習
を受け、皆さんは梨狩りをしましたが、初めての方がほとんどで
大変喜ばれました。梨園の方には本当に感謝したいと思います。
その時、北茨城市商工会女性部の方にいただいたお土産のサン
マ・イワシ・サバなどのお魚加工品の美味しかったこと。後日、
その加工品は「市の市」で販売しました。東日本大震災復興のお
手伝いをしたいという思いと、北茨城市商工会女性部との友情・
交流を大切にしたいという思いを込めました。

女性部副部長
菊地みち子
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販売促進実技セミナー開催のお知らせ

看板広告はお店の顔と言っても過言ではあ
りません。POPによって一言あたたかい
メッセージを添えるだけで印象ががらりと変
わります。商工会ではお客様の目に留まるよ
う、文字・数字・イラストの描き方や表現方
法、マジックの配色、効果的キャッチコピー

の作り方を、実習を通して学べる講習会を開
催いたします。講習会で使用したボードとマ
ジックはそのままお持ち帰りいただけますの
で、すぐに販促品として活躍します。是非ご
参加ください。

日 時
会 場
定 員
受講料

平成２６年１２月１５日（月） 午後２時～４時３０分
筑西市商工会本所（協和事務所）
３０名（定員になり次第締め切ります）
２，５００円（教材費） ボード・４色マジックセット（お持ち帰りいただけます）
＊12月5日以降のキャンセルにつきましては返金できませんのでご了解ください。
申込方法 別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、受講料を添えて商工会各事務所にお申し込み
ください。
申込締切 １２月４日（木）
（定員に達した場合は１２月４日以前でも締切らせていただくことがあります。
）
主 催
筑西市商工会・桜川商工会
はしもといずみ

講師紹介

橋本泉

氏

1965年東京都生まれ
青山学院大学文学部卒

中小企業診断士
日本経済品質協議会認定セルフアセッサー
国際短期大学講師
アクションラーニングコーチ
販売士検定１級

年末から正月にかけて、お餅を食べる機会が多く
なりますね。
お雑煮・磯部餅・きな粉餅など定番の食べ方に飽
きたらひと工夫したメニューはいかがでしょう。
簡単に作れて美味しいレシピをご紹介します。是
非チャレンジしてみてください。

いなり餅
材料（二人分）
餅 4個
いなり寿司用油揚げ
紅しょうが 適量
作り方

餅入り焼きトマト

作り方

材料（二人分）
餅 1個
トマト 1個
とろけるチーズ 30ｇ
ピザソース 小さじ2
パセリ 少々

①トマトを上下半分にしてくり抜く。
②ピザソースとチーズを①に入れる。
③オーブントースター半分にアルミ箔を
敷き、②をのせる。もう半分のアルミ箔を
敷いていない部分に半分に切った餅をのせ
て、一緒に加熱する。
④餅が焼けたタイミングで 餅とトマト
を取り出し、トマトの中に餅を入れパセリ
をちらして出来上がり。

①餅をいなり寿司用の油揚げに詰める。
②電子レンジで餅が膨らむ程度に加熱する。
③皿に盛って紅しょうがを添える。

和風焼き鳥ピザ

作り方

4枚

材料（二人分）
餅 4個
焼き鳥缶詰（たれ味） １缶60ｇ
ピザ用チーズ
60ｇ
長ネギ 15
刻みのり・わさび それぞれ少々

①丸皿にクッキングシートを敷き、1/4に切った餅を
丸く並べる。
②焼き鳥缶詰・ピザ用チーズ・斜め切りした長ネギを
のせる。
③電子レンジ（500ｗ）で約５分加熱。
④餅とチーズがとろりとしてきたら、刻みのりをのせ
て出来上がり。お好みでわさびを添えて。
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☆明るい笑顔は何よりの栄養剤！！ み～んなが元気になる笑顔をご紹介します☆
ビューティサロンすずき
すずき

よしこ

鈴木

美子さん

☎

筑西市蓮沼1607
57-2329

美子さんは石岡の美容学校を卒
業後、住込みで先生の美容室で勉
強をし、結婚を機に母親の経営す
る「ビューティサロンすずき」で
働いています。お客様が来やすく
リラックスできる美容室にした
い、「一緒に楽しんじゃうことが
いいみたいですよ」と笑顔で話し
てくれました。「ビュー
ティサロンすずき」のドアを開けるとコーヒーの
香りが漂い、入口のソファーでは、お客様がお茶
を飲みながら楽しそうにおしゃべりしていて、ま
るで家族のような雰囲気です。美子さんの思いが

関口醸造㈱

筑西市海老ケ島1652

みややま

ともこ

宮山

朋子さん

☎

52-3111

朋子さんは、関口醸造㈱に勤務
して５年、主に受注を担当してい
ます。朋子さんにお話を伺ってい
ると、とても優しい口調でこちら
も穏やかな気持ちになります。仕
事でも、お客様にこういう話し方
で接しているのでしょうね。
私たちが人と接する時に、良い印
象を持つか嫌な気分なるかは、相
手の一言で決まってしまうことが
あります。朋子さんの優しい雰囲気は、会社の印象をグッ
と良くすること間違いなしです。

セブンイレブン筑西藤ヶ谷店
まつむら

めぐみ

松村

恵美さん

☎

筑西市藤ヶ谷1633-8

37-3083

２００８年に「セブンイレブン
筑西藤ヶ谷店」がオープンした当
初から、レジ打ち・接客・品出
し・事務や裏方の仕事と恵美さん
は大忙しの毎日です。でもどんな
に忙しい時でも「元気に、明る
く、笑顔を絶やさず」をモットー
に、お客様に喜んでいただけるお
店作りを目指しています。
「セブンイレブン筑西藤ヶ谷店」
に入ると、「いらっしゃいませ」「○○はいかがでしょう
か」と、恵美さんはもちろん、従業員からも元気な声が飛
んできます。そんな明るく活気のあるお店の雰囲気につら
れて、ついつい予定外の買い物をしてしまうお客様もい

皆さんに伝わっているのでしょうね。
そんな美子さんも家に帰れば中学三年生を筆頭に、三人
の子供を持つお母さん。子育てに追われる毎日で、なかな
か時間は取れませんが、趣味で続けているのがプリザーブ
ドフラワーです。出来上がった作品はお店に飾ったり、お
友達にプレゼントしたり、今の時期は地区の文化祭に出展
したりしています。
「ビューティサロンす
ずき」ではマッサージ
サービスも行っており、
喜ばれています。皆様の
ご来店をお待ちしており
ます。

仕事が休みの日はよく買い物にいくという
朋子さん。友達と出かけることもあります
が、ひとりでゆっくりショッピングをする
のが好きなんだそうです。また「時々、ラ
イブに行ったりもします」と独身生活をエ
ンジョイされているようです。
これからは新米の
美味しい時期です。そ
の新米を使用して作る
おせんべいもまた美味
しい季節になります。
ご家族の団らんに、年
末年始のご贈答用に是
非ご利用ください。

らっしゃるのでは？
休日の恵美さんの楽しみは、バスケット
ボールをしている３人の子供さんの応援に行
くこと。ミニバスでは県大会出場が決まり
益々応援に力が入ります。それ以外の楽しみ
は、季節や行事に合わせてお店のPOPアレンジや飾りつけ
などをすることです。趣味と実益を兼ねて一石二鳥といっ
たところです。
セブンイレブンで
は年末を迎え、クリ
スマスケーキ、お歳
暮、おせち、年賀状
の印刷など承ってお
りますので、ご用命
ください。

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

H２６.１０.３１現在

業

種

部

会

ORAGE

直井 学

門井1979-17

レストラン

サービス業

オヌキメディカル㈲

小貫 賢二

井上882-1

医療機器販売

商

㈲明野ビル管理

廣瀬 秀次

寺上野1236-11

建物清掃メンテナンス

サービス業

大島工業

大島 秀彦

関本上605-3

金属加工業

工

栗原電気

栗原 昇

海老ケ島2156-26

電気工事

建設業

フジリース

藤倉 進

中上野1649-4

建機レンタル

建設業

田崎工業

田崎 栄

花田271-1

ブロック工事

建設業

㈱DAIZEN

長谷川

向川澄21

建築土建業

建設業

カジュアルレストランZAK

堀江 俊一

門井1515-1

飲食業

サービス業

真吾

業

業

平成26年1月から 記帳・帳簿等の保存制度の対
象者が拡大されました！！

個人の白色申告者のうち事業所得（農業所得を含む）、
不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての
方（所得申告の必要がない方を含みます。）に記帳と帳簿
書類の保存が平成26年1月から必要となりました。
詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。また、
下館税務署個人課税部門（0296-24-2121）
にお問い合わせください。
下記にて決算説明会も開催されます。

青色決算説明会
開催日時

開催場所

平成26年12月1日（月）
（⒕:00～16:00）

結城市民文化センター
アクロス

平成26年12月2日（火）
（⒕:00～16:00）

茨城県
県西生涯学習センター

平成26年12月3日（水）
（⒕:00～16:00）

下妻市立下妻公民館

白色収支作成のための決算説明会
開催日時

開催場所

平成26年12月10日（水） 下妻市立
（⒕:00～16:00）
千代川公民館
平成26年12月12日（金） 茨城県
（⒕:00～16:00）
県西生涯学習センター

会員の動き
地

区

H26.10.31現在

等

会

員

数

協 和 地 区

３９０

明 野 地 区
関 城 地 区
定
款

３１２

合

計

４０７
１７
１１２６

