○発行 筑西市商工会 筑西市門井1942-4 ○発行責任者 大畑良雄 ○平成３１年１月２１日発行 ２７号
info@chikusei.org TEL 0296-57-2124 FAX 0296-57-4942

毎年一番人気の「大和太鼓」。空を見上げる子供たちの目には何が映っているのか？それが明るい未来であることを願う。

第２７号の紙面
新年明けましておめ
でとうございます。会
員の皆様には、清々し
い新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げま
す。
昨年、商工会事業を滞
りなく遂行出来ました
ことはひとえに役員を
はじめ会員皆様のご協
力の賜物と感謝申し上げます。
さ て 迎 え た 平 成 31 年、筑 西 市 で は、
「道の駅」の開業・国民体育大会の開催と
大きな事業を抱えています。昨年の茨城県
西部メディカルセンター開院と併せて、人
やお金の流れが少しづつ変わりつつありま
す。商工会はこれを契機ととらえ、会員事
業所が時流に乗った事業展開ができるよう
お手伝いをしていきたいと考えています。
また本年は平成天皇ご退位による元号の

改正、消費税10％引き上げに伴う税制改
正など、私たちの暮らしに直結する様々な
ことが変わっていきます。商工会は講習会
を開催したり、随時チラシなどを提供する
ことによって、日々変化する情報を会員皆
様にご案内して参ります。
イノシシは猪突猛進などといわれます
が、広く周囲を見回し時代に沿った経営を
するためにも、存分に商工会をお役立てく
ださい。
私事になりますが、今年は年男。健康に
留意し会員皆様と共に素晴らしい一年を過
ごせるように努力していきたいと考えてお
りますので、相変わ
らずのご協力をお願
い申しあげます。

新年の挨拶

1 会長 大畑良雄
2 時代に合わせる経営力！

坂入博税理士事務所 坂入博

金利情報
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〶308-0126 筑西市関本中1062-1

坂入博税理士事務所
所長 坂入 博
（TEL

37-5575

FAX 37-5585）

新年明けましておめでとうござ
います。本年も宜しくお願い致し
ます。
当事務所は先代の父から事業継
承をし、顧問先のお客様のお役に
立てるよう記帳代行・税務申告・税務相談・保険代行業
務等の業務を行っております。そんな中、人工知能の発
達により、税理士業が将来なくなる職業に挙げられてお
ります。キヤノンでは、数千人規模の人数を割り出す人
工知能システムを開発し、今年度中に公共施設における
警備の効率化等への実用化を目指しているそうです。税
理士業界においても、人工知能を活用し、通帳の内容を
自動で仕訳化出来るシステムや、レシートなどをスキャ
ンして自動に仕訳化出来るシステムなど、様々なシステ
ムが開発されています。
これからの時代は、今までの常識が通用しない時代が

やってきます。そして、今までの時代の流れよりも何倍
も速いスピードで流れていくこれからの時代に合った
サービスを提供していかなければ、経営自体が成り立た
なくなってしまいます。ブレない経営理念を持ちなが
ら、自分たちが時代に合わせていく経営を行っていき、
顧問先のお客様により良いサービスを提供していきたい
と考えております。今後ともよろしくお願い致します。

坂入博税理士事務所オフィス

平成３１年１月１０日現在の貸付金利は下記の通りです。詳細は商工会にお尋ねください。

平成３１年
資金の種類

金

貸付限度額

利

情

報

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％～２.６５％

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
運転資金

７年以内
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
運転資金

１０年以内
１０年以内

年１.２％～１.５％

１０，０００万円 設備資金

１０年以内

年１.２％～１.５％

茨

設備投資支援融資

城
パワーアップ融資
県
経営合理化融資

５，０００万円

設備資金１０年以内
運転資金 ７年以内

３，０００万円 設備資金
（設備５，０００万円） 運転資金

７年以内
５年以内

亥年生まれ性格は？
イノシシ年をあらわす「亥」の字は「核」つまり、物事の中心といった意味があります。
つまり、イノシシ年生まれの特徴は、自我をしっかり持ち、何ごとに対しても自信にあふれ
た態度で接することができる指導者タイプです。すべての行動に冷静沈着であ
り同時にひたむきで、リーダーシップを発揮します。しかし、そのひたむきさ
はときとして周囲との融和に欠けることにもなりますので注意が必要です。
また、イノシシ年の女性は機知に富み、世話好きですので、家庭の主婦とし
て申し分ありません。ただ行動性にあふれるあまり、ご主人を差し置いて家庭
を切盛りしてしまう傾向があります。

年１.３％～１.６％
年１.９％～２.１％

亥年生まれの有名人
宇多田ヒカル
松本潤（嵐）
蛭子能収
山口百恵
美輪明宏
ビートたけし
西田敏行
片山さつき
泉ピン子 など
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イノシシと言えばやはり「猪突猛進」のイメージが強いのでは？年男・年女の
みなさんも突っ走りますよ!「人生は夢だらけ」というじゃありませんか!

大塚工務店
大塚 昌弘 さん

居酒屋 味柑
髙橋芳子 さん

（三郷989-2 ☎57-9883）

（横塚914-1 ☎57-3707）

昨年は色々な出来事が多かった年
だと思います。異常気象による自然
災害、地震と各地で不幸な出来事ば
かり起きました。今年は年号が変わ
る平成最後ということで良いことや
明るいことが多い年であればと思い
ます。
自分は大塚工務店という建築会社を営んでいます。地震
や自然災害に負けない家づくりをめざし、自分自身猪年生
まれですので、前向きに猪突猛進で色々な事に挑戦できる
年に出来たら良いと思っています。

食楽 味あん
白石和子 さん
（関本肥土23-1

森
森

☎37-4475）

あけましておめでとうございます。
今年は，元号も変わり，いろいろな分
野で革新の年になろかうと思います。
私は，昭和53年から飲食業を営ん
でまいりました。時には忙しさのあま
り，体調を崩した時期もありました。
その後体調を整えることを考え，ゴルフと水泳を始めまし
た。ゴルフは30年以上続けており，80台のスコアでまわ
ることが目標です。悪くても，92～93ぐらいでまわれる
ように精進して参りたいと思います。水泳は，始めてから
まだ4年程で，バタフライの初級です。こちらもしっかり
と泳げるように覚えたいと思います。
運動以外の趣味ももちたいと考えていますが，あまり得
意ではないので少しずつ取り組んでいきたいと考えていま
す。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

㈲野手利一商店
野手 満 さん
（海老ケ島893-1

皆様、明けましておめでとうご
ざいます。この場所に店を開いて
から早いもので、４２年になりま
す。色々と辛い時期もありました
が、長い間営業を続けてこられた
のは、ご来店下さるお客様のお蔭
と感謝しております。休日は映画
観賞やショッピングなど自分の好きなことをして過ごして
いますが、何が一番楽しいかと聞かれたら、私は迷いなく
「お店に出ているとき」と答えます。
今年も健康に注意しながら、お客様を大切にし、どんな
ときにも笑顔を絶やさず、「居酒屋 味柑」を楽しいお
しゃべりの出来る場所にしていきたいと思っています。

☎52-3131）

明けましておめでとうござい
ます。旧明野町でガソリンスタ
ンド、ＬＰガス、上下給排水工
事、住宅設備販売などを営ませ
ていただいております野手と申
します。
昨年はガソリン価格の高騰で
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしましたが、このところ
落ち着いてきまして、ほっとしております。ふと数えてみ
ると、今年が法人登記後５０年の年ということがわかり、
親子共々地域の皆様に長年支えられてきました事に感謝の
気持ちで一杯です。
これからも皆様の暮らしの支えになるよう、頑張ってい
きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

織
物
肇 さん

（関本分中122 ☎37-2466）

明けましておめでとうございま
す。この道ひとすじ４１年、気が
つけば還暦を迎える年になってし
まいました。「継続は力なり」と
いう言葉が、最近になって何とな
く実感できる様になってきた気が
します。
本場結城紬伝統工芸会の役員を務めておりますが、この
業界では若手とよばれる複雑な立場であり、まだまだ頑張
らなくてはなりません。長年培ってきたノウハウと、衰え
ていく体力との調和を取りながら”猪突猛進”とならない
様、これからも突き進んでいきたいと思います。

飯村建材
飯村しげ子

さん

（東石田1125 ☎52-0354）

明けましておめでとうございま
す。亥年生まれ、今年で？回目の
年女を迎えました。元気で健康に
迎えられたことを嬉しく思いま
す。
元気の秘訣は、三十年続けてい
る家庭菜園でしょうか。採りたての野菜はとても美味しく
て、キャベツやじゃがいも、きゅうり等店頭に並ぶほとん
どの野菜を栽培しています。芽が出て来たり、ぐんぐん成
長する野菜を見るのが楽しみです。
また、一年前から近所のスポーツセンターにも通ってお
り、平日は毎日、少しの時間を見つけては汗をかいてリフ
レッシュ！身体を動かすことが楽しくて、今一番の元気の
源です。かわいい孫たちの為にも、より元気で健康な一年
にしたいと思います。

あじさいメール
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艶やかな衣装に冬の寒さを忘れてしまいそうです。

青年部のラーメンは美味しいよ！

１２月２日（日）に協和商工祭（小幡勇
実行委員長）が開催されました。
今年も大和保育園による「大和太鼓」の
演奏からステージは始まりました。園児た
ちの熱演に続いて、カラオケ、様々な舞踊
など大人たちも日頃の練習成果を発揮し、
子供たちに負けない見事なパフォーマンス
を見せてくれました。 歌謡ショーは「花
山ゆか」さん。茨城弁を使って親しみやす
いトークを交えながら、楽しいひと時を
作ってくれました。
閉会式後、お待ちかねの福撒きは協和地
区役員によって、観覧の皆様に福が撒かれ
ました。来年、良いことがありますよう
に、と。
「平成最後の…」という言葉が何度も聞
かれますが、筑西市商工会平成最後のお
祭、
「協和商工祭」は盛大に開催され幕を
閉じました。

花山ゆか歌謡ショー

上手にヨーヨー釣れるかな？

フラのひとつひとつの動きには意味があるそうです。

中学生に負けていられません！お母さんたちのよさこいに熱が入ります。

福まきがはじまるよ～、みんな集まれ～
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古戦場跡の信州と名刹善光寺へ

秋も深まった１１月２６日、信州方面への会員研修会を
実施しました。
長野市内で美味しい信州蕎麦を堪能した後、武田信玄と
上杉謙信の激戦の地、川中島古戦場跡を見学しました。

川中島は千曲川と犀川の合流地点で、その昔戦国武将達
が国盗り物語を夢見て戦った地で、いにしえの武将ども
にひと時の思いを馳せました。
その後、「牛にひかれて善光寺参り」の善光寺へ。創
建以来千四百年の歴史を刻みその名を日本全国に轟かせ
ています。しかしながらご本尊は７年に１度のご開帳に
もその姿を現すことはなく、今まで誰も見たことが無い
と言われています。ただ、お戒壇めぐり《一寸先も見え
ない暗闇の回廊の中を手探りで進み、中ほどにあるご本
尊とつながっている錠前に触れると、仏様と縁を結び極
楽往生ができる》によりご本尊と結縁する貴重な体験を
する事ができました。
会員の親睦と日本の歴史に触れられた有意義な視察研修
を終え、今後の商売や経営に役立てられればと
思っています。

商業部会副部会長

関口正美

秋色深い建設中の八ッ場ダム視察
私たち建設業部会は、11月21日に群馬県吾妻郡長野
原町で現在建設中の八ッ場ダムの日帰り視察研修を企画
し総勢13名で実施しました。
八ッ場ダムは、「コンクリートから人へ」がキャッチ
フレーズの民主党政権の事業仕分けの象徴として2009
年に事業が中止されましたが、大混乱の末、2011年に
事業が再開し、2014年にダム本体工事を清水建設のJV
が落札し2019年度の完成を目指して現在急ピッチ
で進んでいます。おそらく今後、我が国では、建設
中のダムは見る事が出来ないと思いますので、大変
貴重な視察研修となりました。
昼食は、築100年以上のかやぶき屋根の古民家が
数多く並ぶ薬師温泉「かやぶきの郷旅籠」で取りま
したが、車箪笥や骨董品が館内に数多く展示されて
おり、それぞれが館内見学と日帰り入浴を楽しみ、
100年前の日本の古き良き時代にタイムスリップし
た気分を味わうことが出来ました。日本が世界に誇
るダム建設工事の最先端技術と、かやぶき屋根の日

本古来の伝統技術を同時に学ぶ事が出来、とても有意義
な1日を過ごす事が出来ました。平日にも関わらず、参加
していただきました部会員の皆様に感謝申し上げ視察研
修報告とさせていただきます。

建設業部会長

田中邦明

新年を迎える準備を少しずつ・・・
大掃除、おせち、お供え
餅…など 年末この時期、主
婦は新年を迎える準備に大忙
しです。その合間をぬって、
１２月２１日に女性部華道講
習会が開催されました。参加
者２７名は、栗原先生の説明
に従いながら、鉢に次々と草
花の苗を並べていきます。最
後に松と銀の柳を添えて、お正月らしい寄せ植えが完成しました。
毎年恒例となった女性部華道講習会は、寄せ植えの基礎を学びながら、お正月飾りの
準備もできる、というお得な講習会。参加者はそれぞれ自分の作品を大事そうに抱えて
家路につきました。
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１１月１９日に開催された経営革新フォローアップセミ
ナーには、県の承認を得た事業所が参加しました

経営革新
フォローアップセミナー
この度、中小企業診断士の阿内先生による経営革新
フォローアップセミナーに参加しました。
経営革新とは、文字通り革新的な取り組みを踏まえ
た事業計画に対し、茨城県が承認を行うものです。今
回のセミナーでは過去に経営革新の承認を受けた会員
事業所が多数参加し、計画の成果を発表しました。参
加事業所の事業計画の進行状況や成功談を聞くことが
でき、とても刺激を受け有意義な時間となりました。
当社も過去2度経営革新計画の承認を受けており、そ
の後の売上増や助成金獲得等に役立てております。今
後も『革新し続ける企業』として精進し
ていきたいと思います。

筑波ドロウイング㈲

中村勝美

エコの木部会

ソーラクッカーの全国大会へ
１２月２日（日）晴天の下、愛知県豊田市で開かれた
大会に参加してきました。
「ソーラークッカー全国大会」とは太陽熱を利用した
調理器具を団体ごとに展示し、その利用方法や実演を通
して地域の皆様に自然太陽熱の素晴らしさ、環境意識の
向上などを目的に開催している年に１度開かれるイベン
トです。
当部会は、第１回より参加しており、「おひさまドラ
イヤー」を展示し、来場者の方々に使用方法などのＰＲ
を行いました。 来年以降も全国大会に参加し「おひさ
まドライヤー」を通じて自然エネルギーのすばらしさを
多くの人に広めていきたいと考えております。

消費税軽減税率
対応窓口相談等事業
１２月１１日（火）昨年に引き続き、今村先生による実技
講習会の一環として今回は「筆ポップ」に挑戦です。
様々な商業施設や専門店等でも必ずと言っていいほど使わ
れているポップ体。その中でも筆ポップは、柔らかい印象や
優しい印象が見て取れる字体です。
講習は約３時間という短い時間だったにもかかわらず、参
加者の皆さんからは「様々な技術を体験できた」「店で早速
使いたい」等の声を頂きました。
筆文字POPなどの実技的な講習会は、身に付け る こ と
でいつでも商売に役立ちますので、今後とも続け
ていきたいと思います。その際は、皆様のご参
加をお待ちしております。
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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
商工会で決算や確定申告指導をご希望の方は、必要な帳簿や控除証明などを揃えて、出来るだけ早くご持参ください。
遅い場合には提出期限に間に合わないこともありますので、ご理解ご協力をお願い致します。
また、下記日程にて、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を開催いたしますので、是非ご利用く
ださい。ご希望の方は、事前にご予約いただきますと待たずに相談が受けられますので商工会までご連絡ください。

月

日

時

間

会場

税理士名
（敬称略）

２月１８日（月）

10：00～15：00

明野事務所

塚原

敏

２月１９日（火）

10：00～15：00

関城事務所

坂入

博

２月２１日（木）

10：00～15：00

協和事務所

稲見正雄

２月２７日（水）

10：00～16：00

関城事務所

藤田

２月２８日（木）

10：00～16：00

明野事務所

２月２８日（木）

13：00～16：00

協和事務所

３月 ７日（木）

10：00～16：00

明野事務所

塚原

敏

３月 ７日（木）

13：00～16：00

協和事務所

岩見

忍

３月 ８日（金）

10：00～16：00

関城事務所

坂入

博

３月１３日（水）

10：00～16：00

明野事務所

塚原

敏

３月１３日（水）

13：00～16：00

協和事務所

３月１４日（木）

10：00～16：00

関城事務所

最近、テレビで多く放映されている、血
圧・糖尿病・美肌・ダイエット・血管年齢そ
して認知症などに関連した番組。美容や健康
に有効とされる様々な食品やストレッチが紹
介されていますが、どの番組でも取り上げて
いるのが「魚」の高い栄養価です。最近では
魚離れが進み、食卓にのることが少なくなり
タウリン
目の健康・成人病予防
ビタミン

美肌効果・悪玉活性
酸素の抑制

稲葉

修
修子

海老原友紀子

稲見
藤田

正雄
修

ましたが、テレビの影響でサバ缶やイワシ缶は売切れ品薄の
状態で、値段も高騰しているとか。
皆様の食生活は大丈夫？健康診断で注意する項目があった
り、最近太り気味だったり、生活習慣病が気になったりして
いる方は「魚」を食事に取り入れるてみてはいかがでしょう
か。病気は治すことより、予防が大切です。健康寿命を延ば
していつまでも元気で過ごしましょう。

頭と目のまわり

普通肉

筋隔（きんかく）

血管や皮膚をしなやかにするビタ
ミンAが豊富。目の裏側には
「かっけ」に予防のあるビタミン
B1や、脳の成長に関係するDHA
が含まれている

優れたたんぱく質がいっぱ
い。血液中の悪玉コレステ
ロールを減らすEPAも含ま
れてる。

魚の筋肉を縁取っている
白い筋。カルシウムのほ
とんどがこの部分に集
まっている。

皮
肉の部分よりもたくさん
のビタミンA、B1が含
まれている

EPA
血管の脂肪・コレス
テロール対策
タンパク質
筋肉を作り、体の動
きを良くする。
DHA
認知症予防・改善
カルシウム
骨や歯を丈夫にする

骨
ミネラルに富み、コラー
ゲンもたくさん含まれて
いる。

内臓
魚に含まれるカルシウムを効率よく
働かせるビタミンDがいっぱい。

血合肉
ビタミンが豊富。さらにタウリン
や鉄分のほとんどがこの部分に含
まれている。

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

H３１.１.１０現在

種

部

会

（合）にこ

山根

由美

門井1863-1

福祉サービス

サービス業

DK空調

斉藤

大輝

海老ケ島1479

空調設備

建設業

㈲MCコーポレーション

堀

門井788-1

建設業

建設業

麻理子

あきらめなければ道は拓ける
朝の来ない夜はない
一生かけても返せないはずだった40
億円という莫大な借金を、わずか１６
年で返済し人生をとりもどした、湯澤
剛氏が今回の講師です。これからの経
営 方 針、考 え 方、生 き 方 の ヒ ン ト が
きっとあるはずです。奮ってご参加く
ださい。
・・・・・・・講

演

会

詳

細

・・・・・

日

時
平成３１年２月５日（火）19：00～20：30

会

場
明野公民館（海老ケ島2120-7 ☎52-5333）

申込み 同封のチラシ下部申込用紙に必要事項をご
記入の上商工会事務局にご送信下さい。
また、電話等での受付もいたしますので、お
気軽にお申し込みください。
（会員以外でも受講可能です。）

会員の動き
地

H３１.１.１０現在

区 等

会

員 数

協

和

地

区

３６３

明
関
定

野
城

地
地

区
区
款

２９２

計

１，０５９

合

３８９
１５

