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人間にとってはうっとうしい梅雨の季節も、植物にとっては恵みの雨。あじさいも花弁に露を含んで鮮やかに咲きました。

会長
いよいよ令和元年度の
始まりです。新元号とい
うものはどことなく心躍

められてます。例えば、国内外への販路開
拓・取引先拡大、農商工連携などによる地
域力の結集、事業承継・創業などの推進に

るものですが、経済面に
おきましては依然厳しい
状況にあり、慶祝とばか
りは言っていられないよ
うです。例えば、連日テ
レビで放映されておりま
すトランプ大統領の訪日による日米トップ
の和やかな交流場面。しかし懸案となって
いるアメリカと中国の関税合戦は日本の経
済にも暗い影を落としつつあります。

よる事業者数の維持拡大など、会員の皆様
のお力になれることはたくさんあります。
会員の伴走者としてより良い提案をさせて
いただきますのでお気軽にご相談くださ
い。

今年は、我々中小・小規模事業者を守る
小規模企業支援法が制定されてから5年目
となり、制度の見直しが迫られています。
それは、地域の縮小化傾向による中小・小
規模事業者に様々な不安が増すなかで、商
工会としてなにができるかということが問
われているのです。このような時だからこ
そ、商工会ならではの小規模事業者の経営
力強化の支援、地域経済振興への貢献が求

さて、支援体制を強化していくために
は、まず、商工会の体制から整えていかな
くてはなりません。現在、協和本所と明
野、関城にそれぞれ事務所がありますが、
3事務所を維持することは経費削減観点か
らも、支援強化の観点からも不合理である
ことから、会館検討委員会を立上げ議論し
てまいりました。結果、現在の明野事務所
に1極集中することを理事会で承認され、
令和元年度の総代会に於いて可決されたと
ころであります。事務局がひとつになるこ
とで、より一層充実した会員支援を図って
参りますので、相変わらずのご支援ご協力
をお願い申し上げます。
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5月２８日（火）協和公民館に於い
て、第59回令和元年度通常総代会が開催
されました。大畑良雄会長あいさつの
後、森寛樹氏を議長に選出し慎重な審議
が行われ、全議案が原案通り通り承認さ
れました。役員の補充改選については、
新理事に飯島賢一氏、齊藤智氏（青年部
長）が選任されいよいよ令和初年度事業
が本格的にスタートとなりました。
本年度は、事務局が一極集中となるこ
となど、商工会にとって変化の一年とな
りそうです。

氏 名 飯島賢一
地 区 協 和
【㈱常陸建設】

総代会承認議案

議長 森寛樹 氏

こ の 度、通 常 総 代 会 に 於 い
て理事に就任いたしました、
株式会社常陸建設の飯島で
す。
微力ながら皆様のご指導の
下、筑 西 市 商 工 会 が 地 域 の 皆
様 の た め、地 域 発 展、地 域 貢
献 で き ま す 様、頑 張 っ て い き
た い と 思 い ま す。皆 様 の ご 指
導ご鞭撻を賜りますよう何卒
宜しくお願い申し上げます。

第１号議案
平成30年度事業報告及び収支決算の承認について
第２号議案
定款の一部改正について
第３号議案
令和元年度事業計画及び収支予算の決定について
第４号議案
令和元年度借入限度額及び借入金融機関の決定に
ついて
第５号議案 役員欠員に伴う役員改選について

氏 名 齊藤 智
（青年部長）
【㈱斉藤塗装工業】

この度、通常総代会に於いて理事
を仰せつかりました、株式会社齊藤
塗装工業の齊藤智と申します。現
在、明野地区にて塗装工事業を営ん
でおります。めまぐるしく変わりゆ
く時代ですが、人と人との繋がりを
大切に日々励んでおります。
微力ではございますが、商工会会
員の皆様と共に地域の発展のため商
工会活動に努めて参りたいと思いま
すのでご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。
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令和元年度総代会に於いて、定款の一部が改正され、事務局は現在の明野事務所に一極集中されるこ
とになりました。このことにより、経費の削減・事務局体制の強化・会員支援の充実が期待されます。
どうして一極集中が必要なの？
職員の減少に加え、事務量の増加・多様化などにより3つ
の事務所を維持していくことが困難になっています。確定申
告などの繁忙期には特に職員間の連携が必要です。また、将
来的な商工会財政を考慮した場合、経費の削減が不可欠とな
ります。その様な点から事務局の一極は必要なのです。

一極集中のメリットはあるの？
*光熱費・家屋費等、経費削減が図れる。
*職員が集まることにより、情報の交換がスムーズになり、
会員への多様なサービスを充実させることが出来る。
*職員連携が密なることにより、巡回訪問が強化され、地域
貢献活動や受託事業への積極的支援が図れる。
上記は、メリットのほんの一部です。職員が集中するとい
うことは事務局組織の活性化、事務処理の効率化が可能と
なり、ひいては会員サービスの向上に繋がっていきます。

私の事業所から遠くなるので心配
合併した他の商工会も徐々に事務所の一極化を図ってい
ます。その事例に基づき、良い面・改善すべき点などを参
考に会員に出来るだけご不便のないように考えていきま
す。また、積極的に巡回指導を行っていきます。
会員皆様にはお気軽にご相談いただけるよう努めて参り
ます。

協和事務所と関城事務所の建物は？

いつごろから？
総代会の可決承認を得まして、早速、明野事務所の改装
工事を進めています。また、各事務所にある事務機器や書
類の移動・変更書類の提出・外部への周知・環境の整備な
ど様々な事柄をクリアしていかなければなりません。それ
が完了し明野へ移動できるのは１０月ごろになる予定で
す。その際には会員皆様にもお知らせいたします。

知って
得する

現在の明野事務所会館外観

協和・関城事務所は雨漏りするなど老朽
化 が 進 ん で い る た め、当 分 の 間 は 閉 館 と
し、処分方法を検討していきます。
協和や関城地区で会議などを開催しなけ
ればならないときには、公民館等の施設を
利用します。

消費税軽減税率対応窓口相談等事業セミナー

6月11日、10月の消費税増税を前に消費税軽減税率セミ
ナーが開催されました。どのようなものが8％の軽減税率にあ
たるのか、レシートの消費税表示に必要なレジの改修・入替
えには補助金が使えるなど、増税にあたり事前準備に何が必
要なのかを、事例を交えてわかりやすく解説。そして、セミ
ナーの後半は、国が現在進めているキャッシュレス化につい
ての話でした。キャッシュレス化のメリットやデメリットに
ついての話から、取扱い事業所がおこなっているキャンペー
ンの内容など幅広く、講師自らスマホを使いながらの実演も
あり、10月の増税までに、軽減税率制度やキャッシュレス化
に対する理解、レジ補助金の活用など、どのように準備した
ら良いのか、増税後も事業を行っていくうえで、どう負担を
軽減していくのかを考えさせられる有意義なセミナーとなり
ました。
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皆様もご存じのとおり、今夏、筑西市に道の駅がオープ
ンします。それに伴い3月28日、明野公民館において商業
部会主催により、道の駅グランテラス筑西 鈴木一志駅長
を講師に招き講習会を開催しました。道の駅整備事業の進
行状況や、私達の暮らしに道の駅がどのように関わってい
くのか等、最新の道の駅の状態が分かるスライドを使い、
分かりやすく解説していただきました。他の道の駅と異
なった工夫や、商工業者と道の駅の関わりなど、参加した
会員は熱心に鈴木駅長の話に耳を傾けていました。
講習会後半の質疑応答では、多くの方から質問をいただ
き、道の駅の注目の高さを改めて感じました。
新しくオープンする道の駅が、地元・遠方からを問わず
訪れた人の憩いの場となり、地元商工業者の
発展につながっていくことを祈念いたしま
す。

横浜「崎陽軒」工場見学
平成31年1月24日、工業部会では、「シウマイ」で有
名な崎陽軒横浜工場見学へ行ってまいりました。
創業明治41年と100年以上の歴史がある崎陽軒。見学
の内容としては「崎陽軒の歴史ＶＴＲ」→「シウマイの製
造工程見学」→「しょう油入れのひょうちゃん展示」→
「駅弁の歴史」→「シウマイ弁当のひみつをご紹介」→
「弁当の箱詰めライン見学」→「できたてのシウマイ・シ
ウマイ弁当のおかず・中華菓子の試食」と約90分のコー
スでした。工場内はシウマイのいい匂いが充満し、食欲が
そそされます。
見学終了後には「プチミュージアムショップ」が工場内
に併設されており、お土産も買うことが出来ます。出来立
てのシウマイはとてもおいしく、長年作り方も変わってな
いとか。日頃、何気なく食べているシウマイですが様々な
歴史があっての食べ物であると気づかされました。
建設業部会主催の『建設業受注アップセミナー』は、2月
21日、明野公民館において100名もの参加をいただき盛大
に開催されました。講師の建設業コンサルタント 齊藤進一
先生に受注アップの秘訣を分かりやすく解説していただき
ました。人口減少・少子高齢化が拍車をかけている現在、
確実に受注を獲得していくには、お客様の要望を的確に把
握し、より良い提案をすることが信頼につながっていくと
感じま した。齊藤先 生の 言葉で 最も 心に残 った ことは、
『工事後もつきあいのある関係づくりを目指す』というこ
とでした。お客様といつまでも良い関係を築き、お客様が
お客様を呼ぶ『口コミマーケティング』に受注アップのヒ
ントがあるのではないでしょうか。また、建設業における
助成・補助制 度や増税前後の対策な
ど、貴重な情報も解説いただき、大変
有意義な講習会となりました。今後も
建設業部会は、会員のために役立つ講
習会を開催していきます。
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工業部会、エコの木部会
青年部、女性部、協和スタンプ会

あきらめなければ道は拓ける

朝の来ない夜はない

講師

湯澤

剛

氏

「あきらめなければ道は拓ける 朝の来ない夜はない」と
題したこの講習会には、なんと100名以上の参加者があり
ました。最初に前田部会長挨拶、講師 湯澤剛氏の紹介が
あり講演会は始まりました。
内容は、湯澤氏が、父の死亡により背負ってしまった
40億円もの借金を返済していくというものでした。当
時、サラリーマンだった湯澤氏にとっては気の遠くなるよ
うな金額だったにもかかわらず、家族や従業員の協力を得
て短期間で返済したということです。実話であるため、湯
澤氏の言葉には力と説得力があり、会場は大人数にだった
のにも関わらず、参加者は静かに聞き入っていました。
どんな苦境にたっても、努力すること・あきらめないこ
と、そしてそういった時にこそ周りの人たちを大切に
するということを学んだ講演会でした。

サービス業部会は3月19日に三崎港から横須賀方面に視
察研修に行って来ました。
横須賀方面は以前にも部会で訪れたことがありました
が、軍艦「三笠」は何度見ても感慨深いものがあり、遠い
大戦を思い起こさせ、現在の平和に感謝の気持ちが湧いて
きます。今回のメインは三崎港での食事。三崎といえば
「マグロ」と誰もが答えるほど有名です。もちろん昼食は
マグロを美味しくいただきました。「三崎といえばマグ
ロ」というように、筑西市にも特産物など全国に誇れるな
にかがあれば、観光客を誘致することができ、我々サービ
ス業部会の事業所も活性化することが出来る、と考えまし
た。
今回の研修は、日本の歴史に触れ、美味しい食事をいた
だき有意義なものとなりました。

国会議事堂、六義園方面
6月17日、東京都内で商工会女性部視察研修会
を実施しました。38名の参加者が国会議事堂及び
六義園を見学しました。
国会議事堂見学では、渋滞の影響により到着が
遅れましたが、石井啓一衆議院議員と平木大作参
議院議員の御二方が快く出迎えて下さいました。
見学は衆議院議場から始まり皇族室、御休所、中
央広間を順 に回りまし た。中央広間 では伊藤博
文、板垣退助、大隈重信の銅像を特別に近くで見
学させて頂 きました。時 代が平成か ら令和にな
り、新しい時代を迎えた国民を代表する機関であ
る国会が活動する国会議事堂を見学でき大変貴重
な視察研修となりました。

あじさいメール
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GRAND OPEN
オープン前の６月中旬、
一番お忙しい最中にもかかわ
らず、快くお話をして下さい
ました。
早速、グランテラス筑西の
魅力をお伺いすると、道の駅
全国初出店、県内初出店、関
東初出店のテナントの話、地場野菜を使ったお食
事処の話、地元人気店出店の経緯、スラックライ
ン・バーベキュー施設・ドライバー休憩スペー
ス、ドッグランなどについて、と次から次へと澱
みなく説明をされ、道の駅に対する自信がかいま
見えた気がしました。どれも斬新でこれまでの道
の駅とは一味違った魅力を感じました。誰が訪れ
ても、何度訪れても、飽きのこない工夫を凝らし
た施設となりそうです。
「道の駅」駅長になって楽しかったことは何で
すか？とお聞きしてみると、
「皆様の注目を浴びる「道の駅」を1から作
る、ということですね。こんなに大きな施設を最
初から造ることが出来るチャンスはそうそうあり
ませんから。そして、この仕事に携わっていく間
に、沢山の人と出会えたことが本当に楽しかった
ことです。それらの人との繋がりが私の財産に
なっています。」と答えて下さいました。
グランテラス筑西は色々な意味でのハイブリッ
ト施設となっています。是非、足を運んで、
ショッピングやお食事、イベントなどをお楽しみ
ください。

2月10日（日）に青年部婚活事業「あさがお会」がカジュ
アルレストランZAKで開催されました。
本年はバレンタインデーが近いということもあり、メイン
の企画はフルーツタワー作り。グループになってオレンジや
林檎、キウイなどのフルーツを生クリームと一緒にデコレー
ションしていきます。なかなか思った通りにはいかず、悪戦
苦闘しながら完成させていきました。その過程で協力し合っ
たり話し合ったりするうちに、それぞれの個性が垣間見え、
最後には３組のカップルが誕生しました。
筑西市は県内でも人口減少が顕
著な地域となっていますが、青年
部は婚活事業を通して人口減少に
少しでも歯止めをかけるお手伝い
をしたいと思っております。
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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

R０１．７．５現在

所在地

業

種

部

会

公文式松代1丁目教室

小野

千香子

海老ケ島1338-3

学習塾

サービス業

サイトウ商会

齊藤

知浩

海老ケ島1389-1

中古車販売

商 業

コーサクヘアデザイン

櫻井

義幸

海老ケ島552

美容室

サービス業

㈱廣澤工業

廣澤

潤一

蓮沼15445-2

土建業

建設業

大畑建築

大畑

憲司

西保末400-3

建築業

建設業

大瓦工業

大畑

大

西保末400-3

瓦工事

建設業

稲田工務店合同会社

稲田

直樹

黒子160

建築業

建設業

板橋

勝祐

桑山2935-1

不動産

サービス業

川合中国語教室

川合

時子

花橋279-2

学習塾

サービス業

Glorious Health

久保

真紀

小栗2744

リラクゼーション

サービス業

ひなた行政書士事務所

日向

正行

新井新田42-22

行政書士

サービス業

侑我工業

皆川

侑生

倉持780

土木業

建設業

ファーム大畑

大畑

義雄

西保末193-1

椎茸栽培

商 業

お盆期間中の業務対応について

事務局体制のお知らせ
本

所

関城事務所

明野事務所

吉原則行 （事務局長）
大槻幸夫 （係長/経営指導員）
松尾賢太郎（主任/経営指導員）
木村妃那 （主事/補助員）
小倉俊江 （再任用/記帳指導職員）
吉澤 功
園田拓磨

（係長/経営指導員）
（主事/補助員）

枝 忠男
中山典子

（再任用/補助員）
（記帳指導職員）

お盆期間中、8月13日・14日・15日・16日
は本所（協和事務所）は開館致しますが、明野事務所・関
城事務所は閉館となりますので、ご理解ご協力をお願いい
たします。御用の方は本所までご連絡又はお越しください
ますようお願いいたします。
本 所 TEL 57-2124
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新任職員挨拶
４月より筑西市商工会でお世話になっております園田
拓磨と申します。
私は２年間、つくば市の商工会に勤務しており、このた
び筑西市に異動してまいりました。社会人としても３年目
となり、多少慣れてきたかなといった具合であります。ま
だまだ経験も浅く、ご迷惑をお
かけすることもあるかと思いま
すが、筑西の皆様と共に地域振
興のため努力していきたいと思
いますので、ぜひ皆様のご指導
ご鞭撻のほど、よろしくお願い

いたします。

4月より筑西市商工会でお世話になっております木村妃那
と申します。
私は社会人1年目ということで、仕事の大変さを日々痛感
しております。大学では経営学やマーケティングに加え、地
方創生についても学んでおりました。社会人になり全てのこ
とがゼロからのスタートということで、仕事も環境も不慣れ
な状態です。皆様にはご迷惑をお
掛けすることもあるかと思います
が、一日でも早く仕事を覚え、筑
西市の皆様のお力になれるよう努
力していきたいと思います。是非
とも皆様のご指導のほどよろしく
お願い致します。

