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芸術の秋・読書の秋・スポーツの秋…でもやっぱり食欲の秋！

第２０号

梨も柿も栗も新米も美味しい季節です。

地元の消費拡大や地域経済の活性化を目的
とし「プレミアム付商品券」が販売されま
す。今年は、筑西市商工会と下館商工会議所
との合同事業となり、筑西市商工会地域の登
録事業所のほか旧下館地区の登録事業所でも
商品券が使用できます。
預金金利は下がる、ガソリン価格は上が
る、所得は下がる、各種税金は上がる…何か
とお財布にダメージの多い昨今、10％のプレミアムはとて
も魅力的です。
「プレミアム付商品券」チラシ左下の購入申込用紙に必
要事項を記入し販売所（筑西市商工会各事務所・下館商工
会議所など）にお持ちください。一人5セットまでご購入
いただけます。
「ご利用上の注意」をお読みいただき、お買
い物に賢くお役立てください。

第２０号の紙面
1

プレミアム付商品券
販売開始
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関城商工まつり報告
協和商工祭予告

3

補助金・助成金セミナー
マイナンバーについて

4
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部会活動報告

エコの木部会報告
筑西市広域連携バス運行
健康診断のお知らせ
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元気な子供達からパワーをもらっています

艶やかな衣装で商工まつりに華を添えてくれました

歌のゲスト

11月3日当日は、前夜の雨も嘘のように晴れ上がり、絶好
の商工まつり日和。たくさんの皆様にご来場いただき「関城
商工まつり」は賑やかに開催することができました。
ステージの歌や踊りはもちろん、抽選会やお菓子・草花の
無料配布など、関城商工まつりは地域の皆様に日頃の感謝を
込めて、たくさんのお楽しみを用意しました。「毎年楽しみ
にしていますよ」とおっしゃって下さる方もおられ、地元に
根付いたイベントになってきました。今後「商工まつりに
行ってきたよ」といった話題から、お客様に商工会会員事業
所をご利用いただき、その輪が大きく広がっていけば本当の
目的達成と考えています。
最後になりましたが、ご協力をいただきました役員・会
員・関係者の皆様には厚くお礼を申し上げます。

美月優さん

筑西市関城商工まつり実行委員長

関城商工まつりが終わると、い
よいよ今年最後のイベント「協和
商工祭」が開催されます。
小栗判官まつりと同時開催のた
め、毎年たくさんの来場者があり
部会テントもステージもとても賑
わいます。そして今年の歌のゲス
トは「朋条しのぶ」さん。ステキ
な歌声で一層ステー
ジを盛り上げて下さ
ることでしょう。ど
うぞお楽しみに！

中村勝美

ステージ日程
9：00
9：30
10：00
10：20
10：50
11：30
13：00

朋条しのぶ

さん

13：30
14：30
15：00
15：30

開会式
大和太鼓
大和保育園
アフリカンダンス ブレス・オブ・アフリカ
フラダンス
柳田フラスタジオ
商工会歌謡ショー
創作舞踊
凰流「世津光会」
ソーランボーイズ＆ガールズ
協和中学校
マジックショー
「朋条しのぶ」歌謡ショー
よさこい
あけのよさこい
フラダンス
モアニー・サクラ
閉会式・お楽しみ「福まき」
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第20号

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

10月19日（水）筑西市商工会本所に於いて「補助金・
助成金を活用して経営力を高める」と題してセミナーを
開催いたしました。講師に「櫃間霞」先生を迎え、停滞

した景気を浮揚させるための様々な「補助金・助成金」
についての基礎知識、その使い方、申請準備について、
学びました。

以前から「補助金・助成金」制度について、興味を持って
おりましたので、ぜひこの機会に勉強させていただきたく、
このセミナーに参加させていただきました。
「補助金・助成金」の
基礎知識はもとより、
専門的用語の解説や、
ＰＯＳレジシステム導
入の具体例を使って、
補助金の申請から交付
までの一連の流れな
ど、とても分かりやす
く教えていただきまし
た。

マイナンバーの記載が必要となる時期（一部例）

日々の忙しさのなかで、つ
い忘れがちな経営方針・具体
的な数値目標を明確にして、
しっかりとした事業計画を立
てる事の重要性を痛感しまし
た。
今回学んだことを生かし
て、経営力向上に向けて頑張
りたいと思います。

（有）富士精密
渡辺一隆

講師 櫃間霞 先生

平成28年1月から利用開始となったマイナンバー。社会保障
や行政の手続きで必要となり、記入をされた方もいらっしゃるの
ではないでしょうか。
商工会が事務委託を受けている税務申告・労働保険などの手続
きについても順次マイナンバーの記載が義務付けられて行くよう
です。その際には事業主や代表者、場合によってはご家族・従業
員またそのご家族のマイナンバーを伺ったり、記入していただく
事になりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

記載対象

一般的な場合の提出時期

所得税

平成28年度分以降の申告書

（平成２８年度分の場合）
⇒平成29年2月16日～3月15日まで

贈与税

平成28年1月1日の属する年度以降の申
告書

（平成２８年度分の場合）
⇒平成29年2月1日～3月15日まで

消費税

平成28年1月1日以降に開始する課税期
間に係る申告書

（平成２８年度分の場合）
⇒平成29年３月３1日まで

相続税

平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に
係る申告書

（平成２８年1月1日に相続があったことを
知った場合）
⇒平成2８年１１月1日まで

法定調書
＊1

平成28年1月1日以降の金銭の支払い等
に係る法定調書

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収票、平
成28年分、料金、契約金及び賞金の支払調書
⇒平成29年１月３1日まで

申請書・届出書
＊2

平成28年1月1日以降に提供するマイナ
ンバーの記載が必要となる申請書等

各税法に規定する提出期限

＊1

＊2

法定調書の対象となる金銭の支払いを受ける方等の番号も記載する必要があります。
なお、本人へ交付する給与所得の源泉徴収票や特定口座年間取引報告書などへのマイナンバーの記
載は不要です。
平成28年度税制改正より、一部の申請書・届出書について、マイナンバーの記載が不要になりま
した。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
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㈱TASAKI・東京消防庁本所防災館視察研修会
マフラーが恋しい寒い朝。真っ赤なおしゃれなバスに乗
り、楽しみにしていた研修会のスタート。
真珠のTASAKIさんでは、ショーケースの中から上品な
光を放つ真珠や宝石達にため息しつつ、本物を
見れた満足感でいっぱいに。
昼食は「つきぢ田村」さん。このお店でお食
事いただけるなんて、何て幸せ。少しドキドキしながら、
口数少なく日本料理の美しさを堪能。
最後に東京消防庁本所防災館。いただいたタオルを首に巻

き付け、いざ建物の中に。東日本大震災の映像を見てか
ら、5人一チームでの消火活動体験。家事だ！5人一緒に線
の所まで前進。映像に映った火元めがけて、消火器を使っ
ての消火体験。煙や真っ暗な中を移動したり、また地震・
風や雨の強さなど貴重な体験が出来、参加することができ
て本当に良かったです。
この様な体験型・参加型の企画をして下さった役員の皆
様、一日楽しくご一緒して下さった皆様に感謝申し上げ、
来年再び元気でお会いできます様に！
帰りのバスから見えた大きなお月様、美しかった
です。

㈲つくばフーズ 野沢裕子

かっぱを着て風速30M体験中！
東京消防庁本部防災館前にて

LIXILショールーム東京視察研修会
１０月１６日に建設業部会１７名で視察研修会を行い
ました。今回の視察研修は、渡辺部会長の発案により女性
の部会員にも気軽に参加出来る視察研修会にする事を念頭
に、東京方面の日帰り研修会を企画しました。５名の女性
の部会員に参加いただき、バスの車中をはじめ、終始明る
く和やかな視察研修となりました。
当日は、晴天に恵まれ、途中の道路混雑も皆無であり、
まず靖国神社を参拝しました。靖国神社では、日本の古代
から近代までの貴重な歴史資料の展示施設「遊就館」を見
学しました。零戦の実物展示や日本が過去に行った戦争の
犠牲となった若者の遺影や遺書、遺品が数多く展示してあ
り、戦争の悲惨さを改めて考えさせられました。
続いてホテルに移動しランチ
バイキングの昼食で北海道の
味覚を堪能し、その後、本研
修のメインである首都圏最大
規模の「リクシル東京ショー
ルーム」を見学しました。
キッチン・風呂・トイレ等水
回り製品をはじめ住宅用の最
新製品が多数展示されてお
り、住宅新築やリフォームを
実際に検討している家族連れ

LIXILの最新製品は魅力いっぱいです。

で溢れていました。その後浅草を散策し無事帰途につきま
した。
この研修を通じて住宅産業の最新事情に触れ、又、部会
員間の親睦を深める事が出来まして、参加されました部会
員の皆様に感謝申し上げます。

建設業部会副部会長

田中邦明

あじさいメール
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親睦バーベキュー会
去る9月18日に、毎年恒例の青
年部親睦バーベキューを西保末の
カサ・デ・ロサで行いました。
当日は部員とその家族の参加で
大いに賑わいました。部員が毎日
の仕事や青年部事業に打ち込める
のも家族の協力があってこそのも
のです。家族へ日頃の感謝の気持
ちを込めた親睦バーベキュー事
業。毎年継続して行っていきたい
です。青年部では他にも多くの事
業を行っていますが、事業ごとに
担当者を決めています。それがス

ムーズに事業が進むことの要因
となっています。
現在、青年部では部員を大募
集しています。若き事業主や後
継者の方、是非一緒に今しかで
きない貴重な体験をしましょ
う！
青年部副部長 仲野良介

レディースカレッジ
8月24日レディースカレッジに参加をしました。第一
講座、最高のおもてなし～感動を売る一流のサービス～敷
田正法さんのおもてなしの基本と実践、いつもお客様の立
場に立って考え行動する事、身だしなみを整え清潔感を、
明るい挨拶や態度、丁寧な言葉遣いや話し方、お客様との
約束を必ず守る、信用信頼の維持、等々、高島屋コンシェ
ルジュ一流のおもてなしの内容でした
が、私達の商売でも同じ事で実践したい
と思います。
第二講座、腸内細菌が寿命を決める、
「きれいで元気になれる腸の健康」辨野
義己先生。はじめにあなたのウンチ毎日
出ていますか？臭くないですか？今後の

健康や寿命を左
右する大切な事
で、便 所 と は
「体 か ら の お 便
りを受け取る場
所」自 身 の 病 気
の 発 信 源 で、大
腸の状態を確認
で き る 場 所。人
は誰でも健康で長生きをしたいと願っています。良い腸内
環境が快適なネクストライフを手にする「はじめの一歩」
だそうで、お話を地域に戻り皆さんに伝えています。

女性部常任委員

嶋山陽子

真田丸展・上州路研修会

女性部は 10月20日、群馬県沼田方面へ視察研修に

行って来ました。今回の研修はNHK大河ドラマで放映中
の「真田丸展」。沼田城・名胡桃城を巡って勃発した真
田家と北条家の戦いや、今なお地元の人に愛され続ける
小松姫のエピソードなど、私たちの知らなかった真田一

族の物語、遠い戦国時代の出来事が大河ドラマ「真田
丸」の名場面とともに展示・紹介されていました。
昼食は「悠湯里庵」で頂きました。お料理そのものも
もちろん美味しかったのですが、何より日本の原風景の
ような茅葺きの建物に懐かしさを感じ気持ちがほっこ
り、より美味しくいただく事が出来ました。
お楽しみの締めくくりはリンゴ狩りです。鈴なりに
実った真っ赤なリンゴをもぎ取り、家族へのお土産とし
ました。帰りのバスの中は、甘酸っぱいリンゴの香りで
いっぱいになり、一日の疲れも癒されていくようでし
た。
参加された皆様にはお世話になり有難
うございました。お疲れさまでした。
女性部参加者

あじさいメール
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今年も、エコの
木プロジェクト部
会では、ソーラー
クッカー全国大会
に出場してきまし
た。今回は、山梨
県の甲府市リサイ
クルプラザで7月
16日に開催さ
れ、エコの木部会
からは、事務局を入れて7名で参加してきました。天気は

生憎曇りでしたが、全国から集まったソーラークッカー仲
間と楽しい時間を過ごして来ました。
私たちのエコの木では、部会で開発した“おひさまドラ
イヤー”での出場ですが、今年度は、おひさまドライヤー
を使った煎餅生地の天日干しと手焼き煎餅の実演で会場を
沸かせました。これは、商工会会員の関口醸造の協力を得
て実現しました。社長自ら煎餅生地の予備乾燥をしてくれ
たそうです。当日の様子は、“読売こども新聞”やDIY雑
誌“ドゥーパ”でも紹介されました。
商工会には、コラボレーション力がありますので今後と
もこれらの力を活かして地域活性化に貢献していきたいと
思います。

エコの木プロジェクト部会長

島田

敏

エコの木部会で開発した「おひさまドライヤー」がザンビア共和国
でも活躍しています。
JICA青年海外協力隊の中村さんが帰国した折り、ザンビアの食
糧事情についてお話をお聞きし、食べ物の保存が十分でないことを
知って、「おひさまドライヤー」を試験的に使用して頂く事になり
ました。右の写真は「おひさまドライヤー」を囲む現地の方々と
JICA青年海外協力隊の中村さんです。
今後は定期的にザンビアからの報告等受け、乾季における食料の
基本的な不足の改善のため、さらに改良を進めて行きたいと考えて
います。

平成28年10月
1日から筑西市とつ
くば市（明野経由）
を結ぶバス路線の
「実証実行運行」が
開始されました。
下館駅行き、筑波
山口行きとも一日7
便が運行され、朝夕の通勤通学・日中の買い
物や通院・筑波観光などがとても便利になり
ます。一乗車200円均一と運賃もお手頃
で、下館駅からJR水戸線・関東鉄道常総線
への接続にも配慮されています。また、筑波
山口から「つくバス」へ乗り継ぎをすれば、
つくば市中心部、つくばエクスプレスへのア
クセス手段としても便利です。
ただし、今回は来年3月までの「実証実験
運行」です。広域的な移動手段として運行が
継続されるよう地域で支え、みんなで利用し
ていきましょう。

商工会では本年度
も下記の通り会員健
康診断を実施する予
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。
最近、
「健康寿命」という言葉をよ
く耳にいたします。これは寝たきりに
ならずに、健康で長生きしようという
もの。人生80年、いえ今では90年。
健康で長生きするためのは、まず自分
の体を知り、きちんとメンテナンスす
ることが大切です。年に一度は健康診
断を受けましょう。
（詳細・申込用紙は12月に郵送予定）

日

時

場

所

平成29年1月18日

協和事務所

平成29年1月19日

明野事務所

平成29年1月20日

関城事務所
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元気で明るい奥様のページ！大好評につき、またまたご紹介いたします。どんな時も笑顔は大切、周りを楽しく
します。それがステキな女性だったらよりHAPPY♡ 皆様も是非ご本人の事業所へ足を運んでみてください。
レストランふるさと
戸頃節子 さん

桑山2050-1
☎57-6835

レストランふるさと看板ママと
して毎日忙しく働く節子さん。嫌
なことがあった日でも笑顔でお客
様に接することを心掛けていま
す。小 さ な お 子 さ ん か ら お じ い
ちゃんおばあちゃんまで、節子さ
んの笑顔に会いに来店して下さり
「レストランふるさと」は地域の
コミニュティとしてなくてはなら
ないお店となっています。
休日にはお店を手伝ってくれている娘さんとショッピン
グに行くことが楽しみになっています。実際には買い物を
しないこともありますが、母娘二人で出かけることで、心

㈲岡野材木店
岡野洋子 さん

宮後538
☎52-5048

旦那様と二人で切り盛りする岡野
材木店は、木材・住宅資材の販売及
びリフォームの小売のお店です。洋
子さんは事務のほか、時には力仕事
の手伝いなどマルチに働いていま
す。
趣味のヨガは公民館で始めてから
3年～4年目になり、健康の維持に役
立っています。少し前に夫婦で筑波
山に登りましたが、ヨガのお蔭で無
事に登りきることが出来ました。こ
れからも体力維持・健康維持のためにヨガを続けて行くと
いうことです。

柴製作所
柴 友美 さん

黒子200

☎37-3321

柴製作所は金属プレス加工を行う会
社で、主に自動車部品、建設機械部
品などを手がけています。工場に
行ってみると、その精密プレスの技
術力に目を奪われます。それはまる
でドラマ「下町ロケット」
のようです。そんな柴製作
所で友美さんはプレス加工
はもちろん、経理、検品、
納品といった全ての業務を
こなしています。社長の旦那様と夫婦力を合わせ
て会社経営をしています。
今、友美さんの一番の関心は２人の息子さんた

も体もリフレッシュされ、翌日は「仕事を頑張るぞ！」と
いう気持ちになるそうです。
また、節子さんは「神様の存在を信じている」という
こと。テレビのニュースなどで気になった神社に遠出して
行ってみることもありますが、自宅の「トイレの神様」、
子供の頃に遊んだ「神明神社」と身近な神様を大切にして
います。毎日トイレのお掃除は欠かさないこと、何か節目
には神明神社にお参りする
ことを心掛けています。そ
のお陰か、お客様にも恵ま
れ「神様に守られている」
と感じることがあるといい
ます。
洋食の美味しいお店「レ
ストランふるさと」是非、
お食事においでください。

最近は寄せ植えにも興味を持ち、四季の花
を楽しんでいます。寄せ植えは、鉢や花の選
び方・植物の組合わせ方・水やりなど奥が深
く、まだまだ初心者なので花屋さんに色々と
教えていただきながら勉強しているところだ
とか。今回は仕事場におじゃましましたが、寄せ植えの花
は自宅にあるということで、洋子さんの作品を見ることが
出来ずに少し残念でした。
岡野材木店は、お客
様のどんなご要望にも
出来るだけお応えする
こと、そして迅速な対
応、をモットーとして
います。 木造住宅や
リフォームのことなら
お任せください。

ちのこと。上のお子さんは中学校の部活で、下のお子さん
はスポーツ少年団で兄弟
で剣道を習っており、稽
古の送り迎えや大会の応
援等大忙しです。その中
でも夏の土用稽古や冬の
寒稽古、日本武道館での
大会が一番心に残ってい
るとのことです。
柴製作所で加工され
た金属部品は私たちの
暮らしの目に見えない
ところで大変役に立っ
ています。今後益々の
発展を祈念します。

新しい仲間が増えました！宜しくお願い致します。(敬称略)
事業所名

代表者名

所在地

業

H２８.１０．２５現在

種

部

会

泉宝

小圷

一夫

横塚13-1

飲食業

サービス業

鈴木鉄筋工業所

鈴木

勲

松原3473-2

鉄筋加工

工業

手つむぎ糸

坂入

貞夫

関本下112

結城紬・糸販売

商業

ウェルシア薬局筑西協和店

水野

秀晴

新治1996-26

ドラックストア

商業

滝沢整骨院

滝澤

満

関本下2257-3

整骨院

サービス業

テックオートサービス

寺内

強

宮後1071

自動車販売・修理

サービス業

商工会では福祉共済をお勧めしています。
少ない掛金で「ケガ」
「病気」「死亡」をカバーします。
詳しくは筑西市商工会各事務所へお問い合わせください。

会員の動き
地

区

等

H28.10.25現在

会

員

数

協

和 地

区

３７５

明

野 地

区

３１１

関
定

城 地

区
款

３９７

計

１０９９

合

１６

…広報委員会からのお知らせ…
つい最近まで「暑い暑い」と思っていたの
に、あっという間に木枯らし一号のニュース
が流れる季節になりました。月日が経つのは
早いもので、前委員長の下条さんが亡くなっ
関口委員長
てから間もなく一年になります。
今年度からは当商工会副会長である、関口恭史氏が広報
委員長となり「あじさいメール」を発行しています。これ
まで築き上げてきた事を土台に、新しい企画を考え、より
良い会報誌にするため、委員一丸となって取り組んでいま
す。これからも皆様のご意見・情報などをお待ちしており
ますので、ご協力をお願いいたします。

