
 2018年も残り1ヵ月半足らず。平壌オリンピックでのフィギュアスケート羽生結

弦選手や、スピードスケートの高木美帆・菜那選手、小平奈緒選手の金メダルなど日

本選手のメダルラッシュから始まり、将棋の藤井総太7段の活躍、つい最近では本庶

佑教授がノーベル生理学・医学賞を受賞するということなど嬉しいニュースがたくさ

んありました。 

 その一方で、着物レンタル業者「はれのひ」の詐欺事件、ラグビーや体操・レスリ

ングなどスポーツ界におけるパワハラ・セクハラ問題、度重なる台風による豪雨強風

災害、北海道胆振東部地震などの自然災害、そして官僚による様々な不正の発覚など

暗いニュースも少なくありませんでした。 

 経済に目をやると、ホテル・旅館業界をはじめとして企業収益は増益傾向にありま

すが、地域の中小企業にはまだその実感がないことが現状のようです。また、スー

パーマーケットやファーストフード業界や流通業界では人手不足が深刻な問題となっ

てきています。筑西市商工会において実施した「事業調査アンケート」に於いてもそ

の傾向は顕著に表れており、売上の停滞や不振、労働力不足を感じているという回答

が多く寄せられました。 

当商工会では事業所のこういった

不安を解消するため、各種セミ

ナーを開催し情報を提供したり、

資金の面から各事業所の体質に

あった融資の斡旋などを行ってお

ります。商品開発や事業承継、設

備の充実などをお考えの際はお気

軽にご相談ください。 

 

1 
困ったな、と思ったら商

工会にお任せ下さい！ 

2・3 関城商工まつり報告 

4 元気いっぱい女性部 

5 
セミナー開催報告 

協和商工祭予告 

6 

メディカルセンター開院 
婚活パーティーのお知らせ 
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台風シーズンも過ぎ、気が付けば秋から冬にと季節は移り変わりつつあります。さぁ、少しずつ新年を迎える準備をしないと！ 
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11月3日に関城商工まつり（中村勝美実行委

員長）が開催され、たくさんのお客様にご来場

いただき盛大に開催されました。 

今年も地元の皆様に日頃の感謝の気持ちを込

めてお菓子プレゼントや草花の配布、ラッキー

抽選会、部会テントの模擬店など来場者に嬉し

い企画がいっぱい。また、ステージでは、子供

たちに人気のイバライガーショー、よさこいや

関城中学校吹奏楽部・桜塚おはやしなど地元の

皆様の演技、華やかな歌謡ショーなどで、お客

様に大変喜んでいただきました。 

 
 

中村実行委員長の挨拶。今年も快晴です。 

子供たちはいつも元気！ 

谷島明世さん民謡・歌謡ショー 

桜塚おはやし保存会は今年初出演 ステキなダンス！見とれちゃいますね 

日頃の練習成果を発表 

大畑会長はデュエットで会場を盛り上げました。 

観光大使がお手伝いに来てくれました 
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  朝から行列ができたり、午前

中に売切れてしまったり、と今

年も部会模擬店は大盛況！ 

 ご協力いただきました皆様大

変お疲れさまでした。 

 

  

 

 

 

商業部会は揚げ物中心に販売 じゃがバター・お煎餅はいかがですか 

手打そばの実演もありました 「井上さつま」の焼き芋はホクホクでとても甘い 

ちっくんバルーンの優しいお兄さんたち 

地球環境を守る大切さを伝えます 

女性部テントは忙しそうで、でも楽しそうです 
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 １０月１１日、県西地区商工会女性部連絡

協議会主催によるビーチボールバレー大会が

八千代町総合体育館で開催されました。AコートからEコー

トまで、６０名以上の大勢の参加者があり、各商工会2～３

チームの参加でしたが、筑西市商工会からは１チームだけの

参加となりました。 

 筑西市商工会はDコートで、古河市商工会・八千代町商工

会チームとのトーナメント戦。相手が上手になったのか、私

たちの力がなくなったのか、なかなか思うように点が取れま

せんでした。結果は１位・古河市、２位・下妻市、３位・桜

川市、坂東市、となりました。その後、懇親会は９０名以上

の参加で行われ大いに会場が湧きました。 

 合併前の関城商工会の頃から週に１回の練習を重ね、１０

年以上ビーチボールバレーに携わっていますが、今では部員

の平均年齢も７０歳近くになり、体の衰えを感じるようにな

りました。このあと何年くらいビーチボールバレーに参加で

きるのかな、と思うと感慨深くなりました。 

   女性部副部長 菊地みち子   

県西女性部ビーチボールバレー大会 

MOA美術館にて芸術鑑賞 

万能梨だれ作り 

９月７日（金）に生涯学習セン

ターペアーノに於いて「万能梨だ

れ」の試作をしました。作り方は

簡単。材料をミキサーにかけて適

度に煮詰めれば出来上がりです。

甘口で、ほんのり梨の香りと食感

が残り、焼き肉・サラダ・炒め物

など、どんな料理にもマッチする

万能たれの出来上がりです。 

右記、材料ですので梨の季節に

是非お試しください。 

醤油1Lに対しての分量 

  砂  糖   300ｇ 

  梨（中玉）    3～4個 

  玉ねぎ（中玉）2～3個 

      しょうが   1かけ 

  にんにく   1かけ 

   すりごま     お好みで 

 

    (しょうが・にんにくはチュ 

   ーブで代用OK） 

茨城レディースカレッジ 

するどいアタックがさく裂！ 

 今回のレディースカレッジに参加して、若い方達が創って

いくいく未来を感じることが出来た座談会、自身の若い頃に

想いを馳せることが出来た歌謡ショーなど貴重な体験をさせ

ていただきました。 

 座談会ではがん転移への処置手術や、生活習慣病を緩和す

る微生藻類について話を聞きました。日頃、自分の体調はも

ちろん、老婆心ながら子や孫の健康を心配している私です

が、医療に関する貴重なお話を聞けて、安心しました。 

 また、歌謡ショーでは、若い頃、何度も聞いた思い出の歌

を直に聞くことが出来、とても感動しました。最近は歌に限

らず、次々と新しいものが流行してはすぐに消えていき、目

まぐるしく変わっていきます。歌謡ショーで懐かしい曲を聴

くことができ、ゆっくりと時間が流れていた働き盛りの頃の

自分を思い出しました。 

 これからも、自分の健康に留意し、自分のペースで、自分

らしく過ごしていきたいと感じ、帰路に着きました。 

       

   女性部副部長 稲見さち子 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540622933/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvLmpwLyVFNiU5OCVBRCVFNSU5MiU4QyVFNiVBRCU4QyVFOCVBQyVBMS0lRTUlODclQkElRTMlODIlOEIlRTUlOEQlOTgtMTAwOCVFOCVBQSU5RS0lRTYlQUQlOEMlRTglQTklOUUlRTMlODIlO


 今年も小栗判官まつりと同時開催の協和商工祭！

師走の忙しい時期ではありますが、協和商工祭で一

息入れてお楽しみください。 
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 働き方改革という制度がどれだけ大切な

制度か分かりました。。 

 今回「労務管理・働き方改革セミナー」

を開講するという話を頂き、どの様な制度

なのか聞かれたら、正直説明出来る自信が

無かったので、これから会社を大きくする

為に、必要不可欠な知識だと思い受講しま

した。 

 このセミナーを受講し、従業員が会社にとってどれだけ

大切な存在かを改めて考え直し、会社を経営していく中

で、時には従業員のことを一番に思わなければ、会社に

とっても従業員にとっても良いことはひとつも無いと思い

ました。そのひとつが長時間労働です。長時間労働をすれ

ば、従業員のストレス・疲労が溜まり、長期に渡り休ま

なければならず、病気の診断をされた場合、従業員・会社

双方に全くメリットがありません。その点からもまず長時

間労働の是正を行いたいと思います。 

      ㈱ASK専務取締役 浅香修平 

 

 

 

 

 

 

 

去る10月29日に明野事務所にて、「プレスリリース作成セ

ミナー」を受講致しました。 

 当日は月末ということもあり、私も少々遅れての入室と

なってしまいましたが、室内は既に講師の阿内利之先生の

実践を踏まえた丁寧な講義内容に聞き入る参

加者の皆さんの熱気に包まれておりました。

弊社は昨年度に阿内先生の「経営革新セミ

ナー」で、商工会の吉澤さんの熱心なご指導

を頂きながら計画の承認をいただきましたの

で、計画を実行するためには是非とも新しい

お客様を獲得して行きたいと考えておりま

す。そのための認知度を上げる具体的な方策

としてとても有意義な内容を受講することができました。

阿内先生並びに関係者の皆様ありがとうございました。 
 

    北総産業㈱ 中丸竜平 

法律の改正や時代の流れにあわせ、商工会では様々なセミナーを開催しています。今回は働き方改革

とプレスリリースについて。どちらも今話題になっているだけに参加者は熱心に耳を傾けていました。 

今後も会員事業所に有意義なセミナーを開催する予定ですので、奮ってご参加ください。 

８月３０日開催 （講師 大芦道子氏） 

労務管理・働き方改革セミナー  

 ステージ日程 
9：00 開会式 

 9：30 大和太鼓            大和保育園 

10：00 アフリカンダンス   ブレス・オブ・アフリカ 

10：20 商工会歌謡ショー   筑西市有志 

11：00 フラダンス      柳田フラスタジオ 

11：30 創作舞踊             凰流「世津光会」 

    昼休み 

13：00 ソーランボーイズ＆ガールズ  協和中学校 

    マジックショー 

13：30 「花山ゆか」歌謡ショー 

14：30 よさこい       あけのよさこい 

15：00 フラダンス         アロハ・カナナカ 

15：30 閉会式 

15：40 お楽しみ「福まき」 

１０月２９日開催 （講師 阿内利之氏） 

プレスリリース作成セミナー  
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紹介状をお持ちの方 
*他院からの紹介状をお持ちの方 

茨城県西部メディカルセンター開院 

 ～ザンビア活動報告会について～ 

 

 
 

 平成30年9月29日につくば市「ホテルグランド東雲」

にて開催。 

 2016年、青年海外協力隊の中村千夏氏に当部会が開

発した「おひさまドライヤー」を使った、ザンビアの栄

養改善任務の報告会を実施しました。 

「おひさまドライヤー」が食糧事情の厳しいザンビア

で、どのように使われたか等を中心に説明を頂き、実際

に使用した状況や、使用したことでどのような改善が図

れたか等、また現地での課題など様々な報告を頂きまし

た。出席部員からも活発な意見交換がなされ、今後も機

会があれば、食糧改善が必要な海外への協力も行ってい

ければと考えております。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 10月1日に開院式が行わ

れ、茨城県西部メディカルセ

ンターが診療を開始しまし

た。外来診療の場合、手続き

は下記の通りです。 

日  時 

  H３１年２月１０日（日） 

場  所 

 カジュアルレストランZAK 

会  費 

   男性 5000円 

   女性 1000円 

*その他詳細は同封のチラシを

ご覧ください。 

 

 青年部は新しい出会いのお手

伝いをします。当日はフルーツ

ケーキを作るなど楽しいイベン

トをたくさん用意していますの

でお気軽にお申し込みくださ

い。 

筑西市商工会青年部第6回婚活パーティー 

予約のある方 
*継続して診察・検査のご予約の

ある方 

予約・紹介状のない方 
*メディカル受診が初めての方 

*メディカルを受診した事はある

が予約のない方 

*紹介状をお持ちでない方 

各
診
察
室
の
前
で
お
待
ち
く
だ
さ
い 

各
ブ
ロ
ッ
ク
案
内
へ
フ
ァ
イ
ル
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い 

発券機で紹介受付の番号札をお取りください。順番で

お呼び致します。紹介受付2番窓口で受付しますので 

  *保険証 *診察券 *紹介状 *画像診断データ 

を窓口にご提出ください。 

自動再来機に診察券を入れてください。 

発券機で初診受付の番号札をお取りください。順番で

お呼びいたします。初診受付3番窓口で受付いたします

ので 

 *保険証 *診察券（お持ちの方のみ） *問診票 

を窓口にご提出ください。 
 

※診察券をお持ちでない方は、あらかじめ診察申込み

用紙をご記入ください。 
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㈲シノザキデンキ 上星谷64-6 ☎57-4403 

鹿野谷久美子 さん㊨  飯泉知子 さん㊧ 

  

  

 

  

 

 ㈲シノザキデンキは地元の

お客様に愛され、今年４２周

年を迎えました。従業員の鹿

野谷さんは勤務歴８年、飯泉

さんは５年、毎日忙しく働い

ています。お二人は「シノザ

キデンキで買い物をして良

かった」と思っていただけるような接客を常に心掛けてい

るということ。明るい笑顔はきっとリピーターを増やして

いることでしょうね。 

 休日の過ごし方や楽しみを伺うと、鹿野谷さんは、ご主

人と日帰り温泉に行ったり食べ歩きをしたり、と かなり

アクティブ

派。一方、

飯 泉 さ ん

は、家にいてこまごまとした事を

していることが好きで、たまに娘

さんと買い物に行く程度、という

ことで、趣味は正反対のようでし

た。 

 地元の電気屋さんとして長年に

わたりお客様から信頼される「シ

ノザキデンキ」は、季節ごとに年

４回の家電フェアを行っています

ので、是非ご来店下さい。鹿野谷

さんと飯泉さんが心を込めてお迎

えいたします。 

 

㈱アロー住建 藤ヶ谷1769-5 

四ツ谷明美 さん ☎37-6785 

美容室 CRu CRu（クルクル）松原1258-4 

齋藤知子 さん  ☎52-6565 

  

 

 

 

 齋藤さんご夫婦は、長い間、

海老ケ島で「aｔ ifa」という名

前のお店を営んでいましたが、

今年の４月、松原に店舗を移転

し、店名も「CRu CRu」に変

更しました。移転後も以前から

の常連のお客様が足を運んで下

さり、感謝しています、とのこ

と。知子さんは、以前のお店と

変わらず、アットホームで、お

客様が家族と一緒にいるような

楽しい気持ちになる雰囲気作り

を心掛けています。そういった

気持ちがお客様にも伝わって、

沢山のお客様に愛されているので

しょう。 

 知子さんの休日の楽しみは買い

物に行くことだったのですが、今

は１０月７日に生まれた娘の「麦

羽」ちゃんのお世話で大忙し。パ

パも麦羽ちゃんにメロメロだとい

うことです。大きなクリクリした

お目々の麦羽ちゃんは本当に可愛

くって将来美人になること間違いなし！ 

 CRu CRuには高齢のお客様もいらっしゃるので、平日

であれば送迎のサービスをしています。そういった心遣い

も魅力のひとつですね。知子さんは１１月

から仕事に復帰する予定だということ。子

育てに仕事に、ますます忙しい毎日になり

そうです。 

 

 
  

 ㈱アロー住建は、住宅建築業を請け負う会社です。昨

年、創業者のお父様から会社を引き継ぎ、四ッ谷さんが代

表取締役に就任されました。新社長をはじめスタッフの皆

様は大変明朗で親しみやすく、まるで家族のようにお客様

に接してくれます。 

 設計士、住宅ローンアドバイ

ザー他、いくつもの資格をもつ

四ッ谷社長。女性ならではの視点

を生かし、それぞれのお客様の身

になって経営をしており、代表的

なものが家を建てていただいた先

輩ママさんから意見を聞く、『マ

マ座談会』という試みです。その

『ママ座談会』で得た意見で昨

年、心機一転事務所兼ショールームをリニュー

アルされました。『ここちーな』という自社ブ

ランドを立ち上げ、お客様に健康で心地よい住

まいを提供されています。 

 新築、リフォームのご相談はもちろんです

が、毎月講師をお呼びして

開催されているワーク

ショップやイベントにも是

非参加してみてください。 

先輩ママたちの意見を取り

入れたショールームはいつ

でも見学できますのでお気

軽にお越しください。 

大好評の「HAPPY SMILE」コーナー！ 

２６号もあなたの近くのステキな笑顔をお届けいたします。 

アットホームな明るい店内 

四ツ谷社長と社員の沼口美津子さん 

42年間の感謝を込めて 



地 区 等 会 員 数 

協 和 地 区 ３６４ 

明 野 地 区 ２９４ 

関 城 地 区 ３９０ 

定     款  １５ 

合     計 １０６３ 

H３０.１０．３１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 

JIN（ジン） 仁平智也 関本中107-6 外構工事（土木） 建設業 

居酒屋やま彦 飯村彰彦 海老ケ島1110-1 飲食店 サービス業 

会員の動き H30.10.31現在 

    

  

 

 

 本年度も会員健

康診断を実施致し

ます。 

 日時を確認し、

都合の良い日を選

択してお申し込み

下さい。左記日時

内での変更はでき

ますが、それ以外の代替受

診はできませんので、ご了

承下さい。 

会員健康診断のお知らせ 

日 時  場 所 

平成31年1月15日 関城事務所 

平成31年1月16日 明野事務所 

平成31年1月17日 協和事務所 


