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  新年明けまして

おめでとうござい

ます。 

 会員の皆様に

は、健やかな新年

をお迎えのことと

お慶び申し上げま

す。 

昨年の日本経済は

緩やかな回復基調

といわれ、雇用環境の改善を背景に個人

消費の緩やかな回復といわれる一方、業

種によっては慢性的な人手不足も懸念さ

れ、私ども中小零細企業にとりまして、

まだまだ厳しい経営環境がつづくと思わ

ざるを得ません。 

 そのような中、私ども筑西市商工会が

作成した経営発達支援計画が国の認定を

受け、経営革新等に取り組む会員企業の

皆様に、少しでもお役立ちできるような

事業展開に取り組んで参ります。 

 また、昨年暮れより取り組んでおりま

すプレミアム商品券事業も消費者の皆様

にご好評をいただいております。地域経

済の活性化の一助になるものと期待して

おります。 

 そして迎えた平成30年、節目の年であ

ります、新たな期待に胸ふくらませなが

ら皆様にとりまして明るい一年と成りま

すことをお祈りいたします。 
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戌年生まれの有名人 

堺 正章  

西川きよし 

大谷翔平 

森 昌子 

吉田沙保里 

小栗 旬 

羽生結弦 

深田恭子   

   櫻井 翔 など 

 ㈱ヤ ハ タ 

  代表取締役 増淵一夫 

 
 新年明けましておめでとうございま

す。 

 (株)ヤハタは、創業５５年を迎えるバ

フ研磨と仕上げ加工を行う金属加工会社

です。創業当時は、一眼レフカメラの外

観に使われる金属プレス部品の皺(しわ)

や、切削部品の表面研磨を、研磨砥石や布バフを使って磨

きを行うカメラ専門の二次加工会社

でした。当時は、まだ一眼レフカメ

ラが非常に高額で会社員の１ヶ月分

の給料以上したそうです。その頃、

当社の協力会社の中には創業５年で

家を建てた人もいたそうです。 

 しかし、そのような順調な時は、

長くは続かず、金属部品が二次加工

無しやプラスチック部品に変わった

りとしていく中で、当社もカメラの

アルミダイカスト部品の仕上げ加工

を行うようになりました。その後カメラがフイルムからＳ

Ｄカードと変化していき、当社もデジカメの筐体のバフ研

磨や日本国内であまり取り扱っていないマグネシウム部品

のバフ研磨、仕上げ加工に特化しながら、会社を維持して

いましたが、デジカメの中国への移行やスマホの普及など

があり、カメラから自動車用ライトの部品加工へと事業内

容を変えていきました。 

 現在のように経済変化の激しい時代は、常に過去の栄光

引きずって事業を継続するよりも、現在の技術を使って少

しずつ事業を変えながら、常に新しい事業にチャレンジ

し、大中企業が手を出

さないような隙間的な

事業で、オンリーワン

な技術を身に付け、収

益を上げられる様に

ホームページやユー

チューブを活用し、一

工程の仕上げ加工から

切削加工まで、一括で

行える会社になるよう

に挑戦していきたいと

思っています。 

 

平成３０年 金 利 情 報 

  戌年生まれ性格は？  
     

一途で真面目、誠実。言われたことはしっかりと実行するので、まわりからの信頼も高

いです。用心深いところがありますが心を開くと献身的に尽くします。

また正義感が強く思いやりがあり、人をいじめたり差別することがな

く、誰に対しても優しいことが特徴です。 

 しかし、真面目がゆえに精神的にダメージを受けやすくうつ病になっ

たり、思いやりがあるゆえに優柔不断だったりすることがあるので気を

つけたいところです。 

  

 

 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 ７年以内 
年１．１６％～２.４０％ 

経営改善貸付 

（無担保無保証人） 
２，０００万円 

設備資金１０年以内 

運転資金 ７年以内 
年１．１１％ 

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１．０１％ 

東日本大震災復興緊急融資 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％ 

パワーアップ融資 
５，０００万円 

（設備５，０００万円） 

設備資金１０年以内 

運転資金 ７年以内 
年１.３％～１.６％ 

経営合理化融資 
３，０００万円 

（設備５，０００万円） 

設備資金 ７年以内 

運転資金 ５年以内 
年１.９％～２.１％ 

茨 

 

城 

 

 県  

設備投資支援融資 １０，０００万円 設備資金 １０年以内 年１.２％～１.５％ 
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 商業部会長 木村賢之 
  

 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

事業などの事業を行ってまいりました。役員をはじめとし

て皆様には、多大なご協力をいただき有難うございまし

た。 

今年も部会員同士の繋がりを大切にし、商工祭をはじめ

としたさまざま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。 

サービス業部会長 前田 勲 

 
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。 

昨年は部会員皆様のご協力によりまして、商工祭事業、

プレミアム商品券事業、視察研修事業を展開しました。特

に視察研修事業では数多くの部会員様にご参加いただき、

大変有意義な事業となりました。 

今年も昨年同様、「サービス業部会事業に参加して良

かった」と思っていただけるよう、各種事業を推進して参

りますので、相変わらずのご協力をお願い申し上げます。 

新しい年を迎え、各部会長に本年の抱負な

どを伺いました。会員皆様にとりまして明

るい一年になりますようご祈念いたします 

  青年部長 遠藤初夫 

 

 皆様、新年明けましておめでとうございます。 

 私が昨年部長になってから、早いもので2018年になっ

てしまいました。部長として、部員のみんなを引っ張って

いくかを試行錯誤しながら、活動しました。また、部長と

自分の仕事を両立させる難しさにも直面しました。昨年

は、青年部として、ちっくんバルーンでの活動など新しい

試みをしましたので、今年もまた新しいチャレンジを部員

のみんなと一緒にやっていきたいと思っています。今年も

よろしくお願いします。 

女性部長 中島とく子 

 
 皆様、新年あけましておめでとうございます。 

 昨年は皆様のご協力を得ながら事業をクリア出来ましたこ

と、感謝申し上げます。今年は新しい気持ちで新年をスター

トしたいと思います。まずは新年会（1月11日）合同講演

会（1月25日）さらに商工祭、総会などがあります。相変

わらずの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 女性部の役員になって貴重な体験をさせていただき、色々

な面で勉強になりました。今年は役員改選の年であります

が、新役員の下、女性部が穏やかに事業を進め益々活躍でき

ますことを願っています。 

      エコの木部会長 島田 敏 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございま

した。今年は、エコの木プロジェクト部会発足から10年

目の年となります。部会のメンバーとよく話し合って、

何か記念となるような行事ができればなと思っていま

す。本年も、皆様のご多幸ご発展を祈念申し上げます。

本年もよろしくお願い申し上げます。 

建設業部会長 渡辺政雄 

 
新年あけましておめでとうございます。 

会員各位におかれましてはよき新春をお迎えのことと存

じます。 

さて、昨年の日本経済は「いざなぎ景気」を超え戦後2番

目の長さになりました。建設業全体においてはオリンピック

における受注や大手ゼネコン各社の増収増益等、好要因があ

りますが、それに伴う人手不足問題や材料費の高騰など特に

中小企業おいては手放しでは喜べない状況でもあります。 

このような中、建設業部会の横のつながりを強くし、地

域活性化の一翼になれるよう本年も取り組んでまいりたいと

思います。 

最後になりますが、本年も皆様にとりまして素晴らしい

一年になりますよう心よりご祈念申し上げまして新年のご挨

拶といたします。 

工業部会長 川澄克人 

 
新年あけましておめでとうございます。 

皆様方におかれましては清々しい新しい年をお迎えのこ

とと存じます。 

さて、昨年は安定した第4次安倍政権が発足したことに

より株価の上昇や景気の上向き感が大きくなり雇用も増え

人手不足との状況も聞いております。しかしながら、製造

業においても一部受注の増加など良い話もでておりますが

まだま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。 

今後は、国際情勢の不安的要素も多い中、地に足の着い

た経営をしっかりと進めてまいりたいと思います。 

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して新年のご挨拶

といたします。 



Page 4 あじさいメール 

 １２月３日（日）協和商工祭（小幡勇実

行委員長）が小栗判官祭りと同時開催され

ました。今年もまた快晴、お天気の神様が

ついているようです。 

 開会式が終わると、ステージは一番人気

の「大和太鼓」。園児たちの力強い演奏か

ら始まり、カラオケ大会、今年初出演の

「ガマの油売り口上」、様々な舞踊、歌謡

ショーと賑やかに進行していきました。小

春日和に誘われてお客様もどんどん増え、

部会模擬店も大忙してんやわんや、作って

も作っても間に合わない様子でした。午後

になっても観客は減ることなく、最後の閉

会式・福撒きまで協和商工まつりを満喫し

ていました。 

 役員をはじめ関係者の皆様、本当にお疲

れさまでした。 

ステージの締めくくりは優雅なフラダンス 

協和中学校、はじけるような若い力 

河奈さちこ歌謡ショー 流暢なガマの油売り口上にお客様は大笑い 
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紅葉の高尾山・川越に視察研修会に行って来ました 

 サービス業部会研修会の秋の高尾山・川越

方面はとても魅力的に感じ、申込みました。

毎年部会研修会は人気がありすぐに定員にな

るとの事、娘と事務員さんにも聞いてみたら

初めてとの事で一緒に参加しました。 

 急勾配のケーブルカーから見える山が、黄

色に彩られ、高尾山に登る様子はとても

綺麗でした。ケーブルカーからまだまだ

歩いて頂上だと聞きがっかり、私は自分

の足を可愛がり上まで行かずに周囲の景

色で満足しました。 

川越市で昼食をとり、お菓子横丁や街並

みを散策。川越には何度か訪れています

が、こんな小さなところに平日にもかか

わらず観光客が大勢訪れる事に、いつも

感心しています。昔ながらの郷愁を誘う

のでしょうか… 

 サービス業部会の研修会は、他の地域

を見て歩き、自分の住んでいる筑西市と

比較したり我が家の商売のことやら、人との接し方等を

考えるいい機会を与えてもらいます。忙中閑あり、バス

の中も楽しい一日の研修会でした。 

 

   安全保障㈱ 大畑陽子 
部 

会 

活 

動 
報 
告 

 １１月２０日、商工会女性部視察研修会は３０名

の参加で、築地商店街散策、東京消防庁本所防災館

の見学に行って来ました。昼食はお楽しみの「つき

ぢ田村」にて懐石料理をゆっくり味わいました。そ

の後築地場外市場へ。平日にもかかわらず大変混雑

していました。研修のメインは東京消防庁防災館で

す。実際の地震や津波の映像を見た後、煙の体験・

震度7の地震の体験・暴風の体験・

消火器の使用方法を学びました。私

は３年前にガスの消し忘れで顔半分

に火傷をしたことがあり、是非一度

防災館に行ってみたいと思っていた

ところだったので、大変勉強になり

ました。 

 私事ですが、９月に孫が登校途

中、体調不良でふらついているお婆

さんを助け、家まで送っていったそ

うです。名前も告げずに帰って来た

そうですが、数日後中学校にお礼の

電話があったという話を聞いて、防

災とは関係することではないかも知れませんが、

困った人に手を差しのべるということが災害の時に

は大切な事ではないかと感じました。昨年は悲惨な

事故や事件が絶えませんでしたが、今年は明るい穏

やかな良い年になりますように。 

       

    女性部副部長 田崎君子 

災害時はまかせて！ 防災のノウハウを勉強しました 

 女性部年末恒例寄せ植えの講習会が、12月22日

明野事務所で開催されました。 

 講師、井桁里美先生の作品をお手本に、葉牡丹・

ガーデンシクラメン・ビオラ・パンジーなど冬に観

賞できる草花と、お正月かざりをバランスよく組み

合わせて植えていくのですが、女性部の皆さんはも

う手慣れたもの！あっという間にステキな寄せ植え

が完成していきます。一時間ほどで講習会は終了

し、旧年の感謝と新年を迎える挨拶があちらこちら

から聞えてきました。 

 女性が元気だと世界は平和で明るくなるというこ

と。今年も女性部の活動を期待しています。 

新年は寄せ植えで華やかに！ 
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COOL CHOICE  LEADERS  AWARD  

          優秀賞受賞 
 エコの木プロジェクト部会では、昨年12月9日、東京ビック

サイトで行われた環境省主催のクールチョイスリーダーズア

ワードで優秀賞を受賞しました。受賞内容は、「おひさまドラ

イヤーでエコを広げる7次産業化」というテーマで、プロダク

ツ部門でLIXILの環境大臣賞の次の順位での受賞です。大手

メーカーに並んで、商工会部会の開発した製品が次点を採れた

のは快挙だったかなと思っています。 

 表彰式には特別審査員の漫才師コンビ爆笑問題さんも登壇

し、飯泉さん（石匠飯泉）、事務局稲葉さんと島田（島田設

備）の3人と爆笑問題で製品を囲んで素晴らしい広報写真を撮

影していただくことができました。2月には、会社四季報を刊

行している東洋経済新報社の週刊東洋経済に受賞記事を掲載し

てくれるとのことでした。一流経済紙ですので、はたしてどん

な記事になっているかヒヤヒヤです。   

 おわりになりますが、これまでご支援を頂きました皆様あり

がとうございます。今後共メンバーで力を合わせて行きますの

で、変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。       

   エコの木部会長  島田 敏 

飲酒と肝障害 ～楽しく、ゆっくり、適量を、休肝日（週二日）も～ 

 お酒は食事を引き立て、団らんを

盛り上げ、日常生活には必須のもの

です。しかし一方で飲み方によって

は生命を脅かす、まさにもろ刃の剣

とも言えます。中でも肝臓に対する

影響が最も重要です。肝臓は摂取し

た食物から生命活動に必要な栄養素

を合成し、体に有害な物質を解毒す

る、体内の化学工場と呼べる臓器で

す。アルコールは毒ではありませんが生体に必要なもので

はないため肝臓で分解されます。日本酒を1合飲むと肝臓

はフル稼働してアルコールを分解しようとしますが、なん

と3時間もかかるのです。過量飲酒は肝臓に想像を絶する

負荷をかけます。またアルコール処理の過程でアセトアル

デヒドという非常に有害な物質が出来ます。これが直接肝

臓に相当のダメージを与えます。連日の過量飲酒はこのよ

うに肝臓に極度の疲弊と直接的傷害をもたらします。 

 酒は百薬の長とも言われています。ストレス化社会にお

いて飲酒によりほっと一息つくことにより、自律神経が安

定化し、健康維持の一助になると考えられます。肝臓をい

たわり健康に導く飲み方のポイントを示します。 

①リラックスして明るく、楽しく飲みましょう。 

②一気飲みは厳禁です。肝臓がオーバーヒートします。  

 ゆっくり時間をかけて飲みましょう。 

③適量を守りましょう（日本酒：1合、ビール：大1本、 

 ワイン：グラス2杯、ウイスキー：ダブル1杯、焼酎： 

 お湯割り1杯）。 

④食物繊維豊富なおつまみ（枝豆、海藻、キノコ、野菜） 

 を食べながら飲みましょう。アルコールの吸収が穏やか 

 になります。 

⑤週2日の休肝日を設けましょう。肝臓は回復能力の高い 

 臓器で、休肝でリフレッシュ可能です。 

 以上を念頭に、適正飲酒で楽しく健全な日常生活を送り

ましょう。    

  協和中央病院 副院長 内科部長  

  筑波大学付属病院臨床教授            

        玉野雅裕  

忘年会・お正月・新年会・・・「お酒を飲みすぎたぁ～」なんて方！ 

あなたの肝臓は大丈夫？ 玉野先生にお酒と肝臓についてお伺いいたしました。 

消費税軽減税率対応窓口相談等事業 
 快挙！エコの木部会！ 

受賞者の皆さん、爆笑問題との記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 ブラックボードPOP講習会は、12月12日、明野公

民館で開催されました。 

 店頭に置かれることの多いPOPは、お客様の目に留

まりやすく、集客力を上げる手段としては効果抜群！

上手にPOPを書くということは、そのまま売り上げに

直結します。講師、今村明子氏によればPOPに大切な

事は、「見やすい」「分かりやすい」「印象に残りや

すい」ということ。受講者は熱心に話を聞き、ブラッ

クボードに自店オリジナルのPOPをカラフルに描いて

いました。 

 競合するお店が多い中、各自持

ち帰ったおしゃれなPOPはお店を

アピールするアイテムとしての役

目を果たすことでしょう。 
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 29年の売上・仕入・経費等の記帳、年末の棚卸はお済でしょうか？また、国民年金・各種生命保険料控除証明書・

地震保険料控除証明書・小規模企業共済控除証明書・医療費関係領収書等、所得控除に必要な証明書などはおそろい

でしょうか？商工会で決算や確定申告をご希望の方は、なるべく早く取りまとめてご持参ください。 

 なお、下記のとおり、確定申告指導相談会を開催いたしますので、是非ご利用ください。税務相談ご希望の方は、

事前に予約が必要ですので商工会にご連絡ください。 

確定申告ワンポイントアドバイス 

 

 

医療費控除との選択適用になります！ 

 セルフメディケーションとは「自

分自身の健康に責任を持ち軽度な軽

度な身体の不調は自分で手当てする

こと」（WHOの定義）です。 

 セルフメディケーション税制は、国民のセルフメディ

ケーションを推進するため、一定条件のもとで医療控除

が受けられる制度で従来の医療控除と選択適用となりま

す。 

従来の医療費控除は主に医師や歯科医師の治療による診

療費、治療費、医薬品等が対象でしたが、セルフメディ

ケーション税制は健康増進に努めている人にも医療費控

除を使えるようにした制度で２０１７年１月１日から４

年間適用されます。 

この制度は確定申告をするものが定期健康診断等（後述)

を受けることが必要で、その者やその者と生計を一にす

る配偶者その他の親族が購入した特定のOTC医薬品（後

述）の合計が年間１万２千円を超えた場合、超えた金額

（８万８千円限度）について医療控除を受けることが出

来ます。 

 定期健康診断等とは①特定健康診断（いわゆるメタボ

健診）②インフルエンザの予防接種③勤務先で実施する

定期健康診断④国保組合等が実施する健康診査⑤市町村

が実施するがん健診などをいいます。 

 OTC医療品とは要指導医薬品及び一般医薬品のうち医

薬品から転用された医薬品のことで、特定のかぜ薬や湿

布薬などがあり、具体的な本制度の対象医薬品は厚生労

働省のHPに掲載されており、一部の医薬品には

パッケージにこの税制の対象である旨の識別

マークが掲載されています。 

 

税理士 檜佐光信 

月 日 時 間 会場 
税理士名 

（敬称略） 

２月１６日（金） 10：00～15：00 関城事務所 坂入 博 

２月２０日（火） 10：00～15：00 明野事務所 塚原 敏 

２月２１日（水） 10：00～15：00 協和事務所 岩見 忍 

２月２８日（水） 13：00～16：00 協和事務所 檜佐 光信 

３月 １日（木） 10：00～16：00 明野事務所 塚原 敏 

３月 ２日（金） 10：00～16：00 関城事務所 坂入 博 

３月 ６日（火） 10：00～16：00 明野事務所 中里真紀子 

３月 ７日（水） 13：00～16：00 協和事務所 岩見 忍 

３月 ８日（木） 10：00～16：00 関城事務所 藤田 修 

３月１３日（火） 10：00～16：00 明野事務所 塚原 敏 

３月１３日（火） 13：00～16：00 協和事務所 稲見 正雄 

３月１４日（水） 10：00～16：00 関城事務所 藤田 修 

決算・確定申告指導相談会 

及び消費税確定申告指導相談会開催のお知らせ 



地 区 等 会 員 数 

協 和 地 区 ３７１ 

明 野 地 区 ３０２ 

関 城 地 区 ３９８ 

定     款 １５ 

合     計 １０８６ 

H２９.１２．３１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 

義歯工房 FIT  BASE 中山 操 井上972 歯科技工士 サービス業 

㈱高橋製作所 杉山 典孝 藤ヶ谷1180-1 金属加工業 工 業 

㈲ツダ米穀 奥村 友三 辻1541-1 肥料・農薬販売 商 業 

会員の動き H29.12.31現在 

プレミアム商品券換金について 
 プレミアム商品券の利用期限は２月２８日です。 

 換金は下記の通りですのでお忘れなくお引換をお

願いします。 

    

締め日 換金支払日 

１月１５日（月） １月３１日（水） 

１月３１日（水） ２月１５日（木） 

２月１５日（木） ２月２８日（水） 

２月２８日（水） ３月１６日（金） 

３月１６日（金） ３月２３日（金） 

今がチャンス！！ 
火災共済 

木造建物の掛金が、 

  お安くなりました！！ 
平成28年12月1日の制度改定により木造物件の掛金がお安くなりました。 
 
例えば・・・ 
【 木造の事務所や店舗15,000千円のご契約(普通火災共済)の場合 】 
年額掛金が 

 変更前33,450円     変更後26,700円 なんと－6,750円！  
             
さらに、建築年や契約期間・掛金払込方法によって割引ができます！！ 
※木造でも、建物内の職作業によっては安くならない場合もございます。 

 

是非、お見積りを！！  まずはお電話を！！ 

お見積り、お問合せは・・・ 
   筑西市商工会へ 

      協和事務所（本所） TEL 57-2124 

      関城事務所     TEL 37-6621 

      明野事務所     TEL 52-2511 
 
  ≪元受先≫ 茨城県火災共済協同組合  

029-224-0610 029-231-3704 
   〒310-0801 水戸市桜川2-2-35 産業会館8階 


