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公民館に展示された大輪の菊、手前の黄色三輪は金賞（主席）
。気品高い香りは日本の秋の象徴です。
真っ青な空、爽やかな風がコスモス畑を吹き抜けていきます。秋は「自然の中に出かけておいで」と私たちを誘います。
真っ青な空、爽やかな風がコスモス畑を吹き抜けていきます。秋は「自然の中に出かけておいで」と私たちを誘います

皆様もテレビや新聞のニュース
でご存知の通り、去る9月10日の
台風18号豪雨は、鬼怒川の堤防を決壊させ、常
総市に甚大な被害をもたらしました。皆様の自
宅・事務所・車などはご無事でしたでしょう
か。激甚災害に指定されたこの水害は、家屋や
車の水没だけでなく、水が引いた後も、ゴミ処
理や衛生管理、農作物への被害、被災者の住居
不足など、問題は山積しており、完全な復興と
なるまでにはまだまだ時間がかかりそうです。
天皇・皇后両陛下、被災地へ。
復興を祈る「黙礼｝

常総市では、鬼怒川水害義援金を受
付けています。申込・振込口座等は常
総市ホームページをご覧になるか、常
総市財政課にお問い合わせください。
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11月3日は晴れの得意日。
前日から明け方まで激しく
降っていた雨もすっかり上が
り、絶好の商工祭日和となり
ました。
開会式を皮切りに、ステー
ジでは毎年恒例のウルトラマ
ンショー・地域皆様の演技・
歌謡ショー・抽選会などが催
され、ご来場の皆様は、写真
を撮ったり抽選で名前が呼ば
れるかドキドキしたりと楽し
んでいらっしゃいました。ま
た今年はお菓子やパンジーの
無料配布数を増やし、大変喜
んでいただきました。

商工祭ステージ日程
9：00 開会式
9：30 大和太鼓 （大和保育園）
10：00 ｱﾌﾘｶﾝﾀﾞﾝｽ（ﾌﾞﾚｽ・ｵﾌﾞ・ｱﾌﾘｶ）
10：20 よさこい（筑西よさこい花咲会）
10：50 商工祭歌謡ショー（筑西市有志）
11：30 新舞創作舞踊（凰流「世津光会」）
12：00
昼食・休憩
12：30 ｿｰﾗﾝﾎﾞｰｲｽﾞ&ｶﾞｰﾙｽﾞ（ 協和中学校）
13：00 「水城なつみ」歌謡ショー
14：00 フラダンス（ アロハ・カナナカ）
14：30 閉会式
14：40 福撒き

部会テントに目を移します
と、それぞれが企画した模擬
店が大盛況で一日中客足が絶
えませんでした。また、久々
に会う面々が話に花を咲か
せ、商工まつりは会員交流に
も一役かっていたようです。
ご協力いただきました商工
会役員や関係団体のお蔭で滞
りなく商工まつりを開催する
ことが出来ましたことを厚く
お礼申し上げます。
関城商工まつり実行委員長
中村勝美

北風に枯葉が舞う季
節になりました。年賀
状を書いたり、大掃除
や新年の準備となんと
なく気ぜわしい年の
瀬。ちょっと一息つい
て「協和商工祭」にお
出かけください。今年
も皆様に楽しんでいた
だけるよう、精一杯準
備いたしました。
関係者一同、
心よりお待ち申
し上げておりま
す。
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表彰された皆様
受

賞

茨城県商工労働部長賞
茨城県
商工会連合会会長賞

10月9日金曜日小美玉市四季
文化会館「みの～れ」にて、商
工会法施行55周年記念茨城大
会が挙行されました。地域に密
着した総合経済団体として、地
域商工業の振興発展と地域の活
性化に努めている商工会のその
長きにわたる原動力として、中
心となって活動されている役
員・青年部・女性部リーダーを
始め職員を含めた４４８名の個
人や団体に対し感謝の意が伝え
られ、今後のさらなる活動に期
待が寄せられました。

また橋本昌茨城県知事、鍜治
克彦関東経済産業局長らが祝辞
を述べられ、
１，小規模企業に対する伴走型
経営支援の推進
１，小規模企業の事業の持続的
発展を通した地方創生への貢
献
１，小規模企業に対する県及び
市町村の支援の充実
を大会決議として確認しまし
た。
事務局長

協和支部役員会にて協議、１０月１３日
（火）～１４日（水）石川県山代温泉へ視察
研修会を開催。
秋晴れとはまさに今日のことだろうという
ような、素晴らしい秋の朝です。桜川筑西IC
より旅がスタート、長旅にも関わらず、バス
の中は和気あいあいと優しい笑顔や話し声が
飛び交い、窓の外は豊かな自然が流れゆく
中…山代温泉へ。
宿の温泉では日々の疲れを癒し、夕食では

役 職

氏

名

理

金沢

稔

事

副会長

下条 正男

〃

理

事

中村 勝美

〃

理

事

中山

栄

〃

理

事

前田

勲

〃

理

事

〃

理

事

川澄 克人
島田

敏

〃

青年部長

篠崎 栄一

〃

前青年部長

小幡 清美

〃

女性部長

中島とく子

〃

経営指導員

吹野 建夫

篠嵜亮

石川県の秋の味覚を堪能しながら、会員相互
の親睦、交流を深め楽しい時間を過ごした。
研修先の永平寺、東尋坊、兼六園等を巡り、
風情豊かな景色、美しい自然に触れ、驚きや
感動を感じることが出来た。
2日間ではあったが、充実した旅を終え帰
路に着き、土産話に花が咲いた。
㈱海老澤精機製作所

表彰

（敬称略）

海老澤

茂男
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歴史的建造物
善光寺・海野宿・富岡製糸場を探究

最初の研修地は善光寺。奈良の東大寺・京都の三十三間堂とならび
最も大きな木造建築と称えられているようです。屋根は入母屋がT の
字形に連なった撞木（しゅもく）
撞木（しゅもく）造り、また三重塔その他多くの下寺
撞木（しゅもく）
の立派な伽藍などもあります。枝ぶりの良い松の木や紅葉し始めた
木々をながめ、代々の回向柱に願をささげそこを後にしました。
二日目の最初の研修地は海野宿、ここは江戸時代には宿場で栄え、
明治には養蚕で栄えた街並みを今に残しています。特徴は、格子戸二
本の長い桟(さん）次に二本の少し短い桟を重ねた格調高い海野格子
海野格子、
海野格子
形の良い本うだつ
本うだつと袖うだつ
気抜きを付け換気機能
本うだつ 袖うだつ、蚕を飼うために気抜き
袖うだつ
気抜き
を付けた特徴のある屋根。多くの家には今も人が住んでおり生活して
いますが、訪れた月曜日の朝はとても静かで、江戸と明治の時が止
まっているようでもありました。
次は富岡製糸場。明治初期に建てられた官営の製糸場で
最近世界遺産にも登録されました。大きな木の柱で骨組み
を作り、その間を煉瓦で積み壁を造った日本最初の建造
物。多い時には千人もの工女が働き、住んでいた建物群が
並んでいます。
善光寺と富岡製糸場のにぎやかさ、そして静けさに癒さ
れた海野宿、素晴らしい研修でした。
㈲中山商店 中山 栄

木造建築技術の粋を集めた善光寺

建設業者にとって富岡製糸場建築様式はとても興味深い

いばらき
視察研修会

富岡製糸場にて。遠き明治の工女たちに思いを馳せます。

１０月６日秋晴れの中、３４名の参加で研修会が実施され、東
北・北関東・上信越道を経て、最初の視察地、国指定の名勝楽山
園へ。400年前の石垣、江戸時代初期に織田氏によって造られた
庭園で、京都の桂離宮鵜と同じ特色があり、春には山桜を借景に
野村萬斎による狂言、夏には蛍の鑑賞会など四季折々の催しが実
施されているそうです。
昼食はアミューズメントホテルにてバイキング。お腹いっぱい
の中、こんにゃくパークに移動。また、こんにゃくを頂き、次の
研修地、富岡製糸場へ。世界遺産に登録されたこともあり、入場
者の多さに驚かされました。音声ガイドによる場内の説明案内に
よると、明治５年にフランス積み木造煉瓦造りで東置繭所は建て
られたそうです。繰糸所はトラス構造で、建物内部は広い空間で
自動繰糸機が保存されていました。最後にこのような研修に参加
出来た事を嬉しく思いました。
女性部常任委員 深見洋子

レディースカレッジ2015
レディースカレッジ2015
８月２５日、初めてレディ—スカレッジに参加し
ました。開校式から始まり、第一講座では、タレン
トの山田邦子さんが、番組がきっかけで乳癌が見つ
かったこと、早期発見だったこと、良い先生に巡り
合えたことなどを話されました。とにかく怖がらず
に早期検診を受けることが大切と呼びかける山田さ
んは本当に明るく、癌は治る病気なんだと思わせて
くれました。 第２講座では、㈱ジーアンドエスの
萩原扶未子さんの 女性の感性と発想を経営に活か
すというお話で、様々なシーンでの男性と女性の考
え方と行動の違いについて例をあげながら説明され
ました。現代社会では女性だからできること、考え
られることをどんどん活かし、職場・社会に於いて
輝いている女性がたくさんいらっ
しゃいます。私もその一員となれる
よう頑張ろうと思います。
女性部常任委員 稲川尚美

第17号

Page 5

野田市各青年部と

災害ボランティアで交流
今回グーグルカレン
ダー活用セミナー講師とい
うものに初挑戦させていた
だきました。構成・内容は
大丈夫だろうか、進行はう
まくいくだろうか、参加者
の皆様にお役に立つだろうか、という不安
の中スタートしましたが、時間内には参加
者全員の方がそれぞれの端末で自らの操作
でスケジュールを立てることが出来まし
た。さらに特定の方とスケジュールを共有するまでの設定ま
では習得していただけたかと思います。不慣れな部分、分か
りにくい部分等あったかとは思いますが、皆様の公私ともに
お役にたてる講座が出来ていれば幸いです。また機会があれ
ば、第二弾で別の企画でも挑戦してみたいと思います。とて
も楽しい、いい経験をさせていただきました。

青年部常任委員

平成27年9月10日、台風18号がもたらした豪雨で鬼怒川
が決壊し、歴史に残る大水害となりました。常総市を中心に
茨城の県西地区は各地で水没し、私の住む筑西市でも、旧関
城町の船玉では多くの世帯が床上まで浸水しました。 私は、
筑西市商工会青年部としてボランティアに参加して復興の支
援をしていましたが、マスコミではあまり報道されなかった
船玉地区に、野田市商工会議所青年部、野田市関宿商工会青
年部、野田青年会議所から３０名を超える皆様が応援に来て
くれました。東京直結鉄道実行委員会で交流のあった方々
で、こんなに嬉しいことはありませんでした。全員で力を合
わせ、床下や庭に入り込んだ泥を掻き出す作業が力強く続い
たのです。 このことで「商工会青年部の絆の強さ」を感じま
した。地域で何ができるか一人ひとり真剣に考え、できるこ
とを実行していきたいです。
応援いただいた皆様、ありがとうございました。
青年部副部長 田上純平

瀬尾佳三

作業後、野田市の皆さんと。お疲れ様でした。

△▽△▽△▽△▽△▽△△▽△
経営革新事業所

フォローアップ最終全体セミナー

成果の発表。斬新なアイディアに感心。

私が経営革新計画で取り組ん
だテーマは、低脂肪で糖質制限
にこだわった「プルーンパン」
の商品開発と販路拡大です。
コンセプトは添加物を極力抑
え手作りで美味しいパンを提供
すること。ターゲットは、地域
のパン好きで健康志向が高い主
婦層にしました。商品の特徴は
油脂の代わりにプルーンを使用
することで、美味しくヘルシー
なパン。プルーンは血糖値の上
昇を抑え、また食物繊維が多い
ので消化をゆっくり進めるとい
う特徴を持っています。

今回のフォローアップ講習会
は、承認された事業者さん方の
達成状況や成果の発表という形
での講習会でした。異業種から
のいろいろな報告を聞き、各店
頑張っている様子でしたので、
これに刺激を受けて、又新たな
商品開発を展開して店の効果的
なPR や 新た な客 層の
開拓による集客増、販
売UPにつなげたいと
思います。
ベーカリーハウスヤジマ
谷嶋和男

本年度も経営革新計画承認に向けて、新たな事業所がスタートを切りました。
去る8月25日に、筑西商工会・桜川市商工会の主催
で「経営革新セミナー」が協和事務所で開催されまし
た。新商品の開発や新分野への進出など、経営の向上
を目指す参加者は、熱心に講師の話に耳を傾け今後の
経営計画のヒントをつかんだようです。
計画書を作成し、茨城県の承認を受けると資金調達
など各種の支援を受けることが出来ます。事業の見直
しなどをお考えの事業所は商工会にご相談ください。
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鑑賞券引換のお知らせ

映画「十字架」
定期健康診断は労働保険安全衛生法によ
り事業主が労働者に対して一年以内毎に一
回実施することが義務付けられています。
商工会では本年度も会員健康診断を下記
の通り実施する予定です。受診料の一部を
商工会が負担いたしますので、この機会に
事業主や従業員皆様の健康管理にお役立て
ください。

実 施 予 定 表

日

時

場 所

平成28年1月18日

関城事務所

平成28年1月19日

明野事務所

平成28年1月20日

協和事務所

♡ちょっと一息♡

昨年度、筑西市オールロケにより制作され
た、映画「十字架」制作協力券購入にご協力
いただきました会員皆様、誠にありがとうございました。
今年8月の先行上映会を見逃し、まだお手元に制作協力券を
お持ちの方は、一般の映画館で利用できる鑑賞券と下記の
場所にて交換致します。
≪交換場所≫ 筑西市商工会各事務所
他 市観光課・アルテリオ１階・諏訪書店・ファッショ
ンハウスシラ井・㈲太陽商事・栄進堂印刷㈱・㈱ツカ
コシ・テーラー市村
≪交換期限≫ 平成28
平成28年
28年1月29日（金）
29日（金）
＊2016年陽春、イオンシネマ下妻にて全国に先駆け先
行ロードショー決定。またTOHOシネマズ（水戸内原・ひ
たちなか・宇都宮）小山シネマロブレでも順次上映予定。
詳細は決定次第お知らせいたします。

♡お金が貯まるお話♡
お金が貯まるお話♡

「お金持ちになりたぁい」と思っているあなた。お金持ちがなぜお金持ちになってい
るか、その秘訣知りたいと思いませんか。自分でも真似できることを取り入れていけ
ば、お金を増やすことが出来るかもしれません。また、「何だかお金が貯まらなく
て…」という方、残念な習慣に当てはまっていませんか。

大富豪は高価な腕時計を買ったことがない。
腕時計で重要なことは時間がわかることです。必要
な機能にお金をだせばよいので、大富豪と呼ばれるお
金持ちは見栄にお金を使いません。
お金持ちは勉強する。
お金持ちは知恵への投資が最も利回りが良いことを
知っています。あらゆる機会から勉強しようとしてい
ます。

高級ブランド品に目がない
長く大切に使うためではなく、見栄のために無理をし
ていませんか。収入に見合った買い物をしましょう。

流行の物が大好き
今流行っているということは、流行が終わればただの
ゴミになってしまうということで流行物の寿命は短い。

コンビニに行く回数が多い

お金持ちは松竹梅で迷ったら「梅」を選択する。
たとえば天丼の「松竹梅」があった場合、一般人の
多くは「竹」を選びます。普通のお金持ちは「松」。
しかし大富豪は「梅」を選び、美味しかったら次回は
「竹」「松」と選んでいきます。

コンビニ商品の値段はスーパーに比べて少し高め。
１回１回は大した差ではありませんが、積重ねると大き
な差に。コンビニは私たちの生活に欠かせないものでは
ありますが、「一日に何度も行ってしまう」「必要ない
ものまで買ってしまう」というような人は見なおしては
いかがでしょうか。

お金持ちは熱心に人の話を聞く。
お金持ちは、自分の話をするよりも、相手の話を聞
いて情報を収集した方がチャンスを得られることを
知っているからです。

自分の部屋やデスク周りがゴチャゴチャしている人は
お金の管理もルーズなのでは？まず身の回りの整理整頓
から始めましょう。

お金持ちは財布をきれいにしている。
あなたのお財布はカードやレシートで膨れあがって
いたり、傷があったりしませんか。お金持ちはレシー
トを整理しお札の向きを揃えて入れ、財布自体もきれ
いに磨いて使用している人が多いようです。

部屋やデスク周りが汚い
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増税に備えた人材確保・社内の実務強化セミナー
マイナンバー制度導入後の社内実務対応の講習会開催
いよいよ、10
いよいよ、10月からマイナンバー（個人番号）が順次通知され、来年
10月からマイナンバー（個人番号）が順次通知され、来年1
月からマイナンバー（個人番号）が順次通知され、来年1月1日から運用開始となります。
商工会ではマイナンバー制度の基礎知識がわかる講習会を開催いたしました。
最近、テレビや新聞などでマイナンバー制度に関す
る報道をよく目にするようになりましたが、企業として正
しい知識を持って実務をおこなうことができるよう、今回
の講習会に参加させていただきました。
まず制度の概要についての説明では、納税等でメリットが
期待できる一方で、情報漏えい等への罰則が強化され、企
業としては厳正な取扱いが
必要となるとのお話があり
ました。それらを踏まえ、
いつまでに何をしておくべ
きかをわかりやすく教えて
いただき、質疑応答も活発
におこなわれました。
講師の先生は毎日のよう
に各地で同様の講義をされ
ているとのことで、現状と
しては個人レベルでの理解

はまだまだこれからのようです。今後、制度に便乗した詐
欺も想定されるとのことでしたので、今回学んだことを活
かし、職員のみならず、私共の老人ホームを利用いただく
高齢者の方々にも正しい情報をお伝えしていければと思い
ます。
社会福祉法人県西せいかん荘 袖山昌弘

年末・
年末・年始資金のご
年始資金のご準備
みですか？
のご準備はお
準備はお済
はお済みですか？

金利が有利な商工会へご相談下さい！
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１．２５％～２.９０％
（Ｈ２７．１１．２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１．１５％
（Ｈ２７．１１．２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１．０５％
（Ｈ２７．１１．２現在）

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％

関東・東北豪雨災害緊急対策融資 ８，０００万円

設備資金 １３年以内
運転資金 １０年以内

年１.２％～１.６％

東日本大震災復興緊急融資
茨
城
県

パワーアップ融資

３，０００万円
設備資金１０年以内
（設備５，０００万円） 運転資金 ７年以内

年１.５％～１.８％

経営合理化融資

３，０００万円
設備資金 ７年以内
（設備５，０００万円） 運転資金 ５年以内

年２.１％～２.３％

下館税務署からのお知らせ！（豪雨被害関連）
【平成27年9月関東・東北豪雨により
被害を受けた皆様へ】
今般の災害により、国税について申告、申請、請求、納税
などを期限までにできないときは、所轄税務署長に対し申
告・納税の期限の延長を申請ずることが出来ます。
詳しくは関東信越国税局のホームページをご覧になるか、
最寄りの税務署へお問い合わせください。

○関東信越国税局ホームページ
http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/
○下館税務署電話番号
０２９６－２４－２１２１
（自動音声でご案内いたします。）

新しい仲間が増えました！宜しくお願い致します。(敬称略
新しい仲間が増えました！宜しくお願い致します。 敬称略)
敬称略
事業所名
㈱ホーリング

代表者名

所在地

H２７.１０．２９現在

業

種

部

会

山本

禎子

関本下1753-1

介護事業

サービス業

肥田

二郎

花橋280

飲食店

サービス業

㈲大吉産業

大吉

勝己

吉田769

建築業

建設業

日向造園

日向

晴夫

築地1641-1-1

造園業

建設業

麺処

大木

昭幸

藤ヶ谷2206-9

飲食店

サービス業

真岡電気工事

真岡

宗次郎

小栗5748-3

電気工事業

建設業

居酒屋

小久保

倉持1123

飲食店

サービス業

関本下84

二輪販売、修理

サービス業

脱サラ蕎麦屋

猫のしっぽ

大木

綾

グレアモーターサイクル

鹿村

和雄
展弘

茨城県の最低賃金が平成２７年１０月４日
より ７４７円 に引き上げられました。

火 災

落 雷

物体落下･衝突

水ぬれ

破 裂･爆 発

風災･雪災

盗 難

水 災

充実の各種特約
新 価 共 済 特 約 ；『使用による消耗分』を控除しないため、
共済金だけで建物の修理・再取得が可能です。
類焼見舞金担保特約 ； お隣近所に類焼してしまったときに、
相手方のお見舞金として1件あたり最高300万円
のお見舞いができます。

筑西市商工会

TEL57-2124 FAX57-4942

明野事務所 TEL52-2511 FAX52-5397
関城事務所 TEL37-6621 FAX37-4642

会員の動き
地

茨城県火災共済協同組合
茨城県中小企業共済協同組合
〒310－0801

関東自動車共済協同組合

水戸市桜川2丁目2番35号

茨城県産業会館8階
ＴＥＬ

029-224-0610(代)

ＦＡＸ

029-231-3704

区

H27.10.31現在

等

会

員

数

協

和 地 区

３８４

明
関
定

野 地 区
城 地 区
款

３１２
４００

合

計

１１１２

１６

