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袋井新産業会館キラットが
オープンを迎えました

4月30日㈭袋井新産業会館キラットの完成を祝う神事、竣工式典、
テープカットが行われました。

袋井新産業会館キラット開館にあたって

袋井商工会議所
会頭 水谷 欣志

袋井商工会議所は長年ＪＲ袋井駅北口市有地の利活用について、検討・提言してまいりました。
この度どまんな
か袋井まちづくり㈱との共同事業として、袋井新産業会館キラット を竣工することができました。
これもひとえに袋
井市・地元の皆様、
会員企業など関係各位のご理解とご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
キラットはＪＲ袋井駅に隣接する袋井の新たなランドマークとして、商工会議所やレンタルオフィス、公共性の高
いテナントに加えて、宿泊・コンベンション機能を備えた複合施設となります。
また、商工会議所の事務所をキラット内に移転して、駅周辺のにぎわいづくりや袋井の商工業の発展はもとよ
り、地域経済の活性化、
ビジネス機会の拡大を目指してまいります。又、会員へのサービス向上に向けて会館１階
にＦステーションを設置し、
ワンストップで会員の相談に対応してまいります。
袋井市には、年間約５００万人の観光客が訪れていると言われています。宿泊機能を活かした、滞在型観光
の拠点としても推進していく所存です。引き続き、皆様のご来館とご協力をお願いいたします。
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全国花火名人選抜競技大会

ふくろい遠州の花火２０２０開催中止について
４月２３日、ふくろい遠州の花火 2020 実行委員会役員会を開催し、
７月４日に開催を予定しておりました花
火大会の開催を中止することに決定いたしました。
毎年開催しております当花火大会は、全国屈指の花火大会であり、市内経済に与える影響も大きいこと
から、今年度も開催できるよう模索して参りましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大していき、
ご観覧いた
だく皆様、運営にご尽力いただく皆様の安全、安心の確保が困難であると判断いたしました。
ふくろいの花火を楽しみにされている多くの皆様、全国のふくろいの花火ファン、花火大会を支えてくださる
関係者の皆様には、非常に心苦しい限りですが、安全安心を最優先に考えての判断であることをどうかご理
解いただきたく存じます。
次年度につきましては、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を注視し、例年以上の花火の開催準備を
進める所存です。引き続きの御支援、御協力を賜りますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。

袋井商工会議所／指定駐車場の利用方法について
袋井商工会議所／指定駐車場の利用方法は下記の通りとなります。
ご理解ご協力の程宜しくお願いいたします。

１．指定駐車場
①まちなかにぎわい駐車場（袋井市三門町） ３０台
うち、キラット専用駐車場（月極）
２３台
会議所パソコン教室専用駐車場（月極）
②袋井駅北口市営駐車場（キラット東隣）
…①に止めることができない場合

７台

２．利用方法
①キラット専用駐車場は商工会議所、あきはホールなど
新産業会館にご用がある方の専用駐車場です。館

MAP
①指定駐車場

P

袋井新産業会館内
②市営駐車場

駐輪場
内での所用がすみしだい速やかに出車してください。
②キラット専用駐車場が使用できない場合は、
まちなか
にぎわい駐車場の発券機で使用する時間の金額をお支払いいただき、券をダッシュボードに必ず置いてください。
会議所にまちなかにぎわい駐車場の領収書をお持ちいただければその金額をお渡しします。
（議員総会、常議員
会、正副会頭会議、正副会頭・部会長会議、各委員会、各部会会議など公式の会議は全額、それ以外は２００
円を上限とします。）
③キラット東隣の市営駐車場をご利用の場合は駐車券をお持ちください。1回200円分を上限に回数券をお渡しします。
④主催が商工会議所ではない会議室・ホールへの来館者がキラット専用駐車場以外をご利用の場合には、商工
会議所負担はございません。
⑤パソコン教室専用駐車場７台は土・日はキラット専用駐車場としてご利用いただけます。

「技能実習生を特定技能で再雇用したい」
「留学生をエンジニアや通訳で雇用したい」
etc

外国人在留資格（VISA）のご相談承ります。

行 政 書士 法 人みそら
静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1324
TEL 053-545-9171（夜間・土日もOK）
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
塩﨑宏晃 宇佐美陽子
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磨優着物着付け教室 生徒募集
着物の着方を専門的にお教えいたします。
お稽古はじめませんか。
お気軽にお問い合わせください。

装道 磨優の会 太田秀子

〒437-0012 袋井市国本1616-16
TEL：080‒2612-5800
FAX：0 5 3 8 ‒ 4 3 - 3 9 9 7

着物の着付けも承ります。

TEL.0538-42-6151

袋井市へ新型コロナウイルス感染症に関する要望書を提出
去る4/10㈮正副会頭が袋井市原田市長を訪問し、新型コロナウイルス感染症に関する緊急要望書を提出しました。
袋井市内の中小・小規模事業者への支援、倒産や廃業を防止するため、
さらなる支援体制の強化と施策の拡充ととも
に事業者の不安を払拭する必要があり、徹底した感染拡大防止の下、地域経済社会活動への影響を最小限に留める対
策として下記の3点を提出しました。
１．地域の実情に応じた具体的な自粛基準の作成と飲食業者への支援
飲食を伴う会食の是非、規模など前向きになれる言葉で具体的な数字を盛り込んだ袋井市ガイ
ドラインの作成。
また、市
内飲食業者がテイクアウトを導入する取り組みを開始したことにより、市内に広がり、配達サービスもできるよう協力支援。
２．公共事業における完成納期等の柔軟な対応
中国製のトイレ・キッチン用品等の受注停止、納期の遅れにより、
公共事業において備品の調達ができずに完成が出来ない場合の
工期の猶予等の柔軟な対応。
３．固定資産税の減免について
中小企業の設備や建物にかかる固定資産税と都市計画税は、
３か月間の売り上げが前の年の同じ時期に比べ３０％以上減少した
場合に減免させるが、例えば、袋井新産業会館あきはホールのよう
に前年の売り上げがない場合、企業全体の売上が３０％以上減少
していなくてもホールなど特定設備を所有していて稼働率が下がっ
た場合は当該設備相当分の減免等の措置。

エコアクション２１の認証取得を支援します
「エコアクション２１」
とは、中小企業等の環境への取組を促進する
ため、環境省が策定した国内版環境マネジメントシステムです。
取得することのメリットは、
①経営面での効果も期待！ ②取引や補助の条件に適合！
③社会からの信頼を獲得！
袋井市・掛川市・菊川市では、認証取得支援セミナー
（７月〜12月
の全５回）
を合同で実施します。
セミナーでは、審査人のサポートが受け
られますので、取得をお考えの皆様は、ぜひ御参加ください。

ふくろい経営支援ステーション
「F-ステ」
が
キラットに開所しました
ふくろい経営支援ステーション
「F-ステ」
が1 階でスタートしました。
今まで以上に寄り添って、中小企業・小
規 模 事 業 者 支 援をして参ります。お気 軽
にお立ち寄りください。

＜事前説明会＞
【日 時】2020年 6月12日㈮ 13:30〜15:30
【会 場】袋井市役所３階302 会議室
袋井市新屋１-1-1
【参加料】無料
【申 込】5月29日㈮までにファクス・または
Eメールでお申込みください。
【問合せ】袋井市環境政策課環境企画係
電話 44-3135 FAX 44-3185
E-mail kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

浜松帝国警備保障株式会社
〜 人間力で安全、安心をご提供します 〜
創業

昭和55年12月

浜松市中区砂山町336-4
Tel.053-454-1199 Fax.053-456-4864
http://www.teikei-sh.jp
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プロパンガスの
トヨネン
営業品目：灯油・重油・軽油・富士の湧水・住設機器

豊田肥料株式会社

静岡県袋井市広岡1388-1
TEL 0538-43-2171 FAX 0538-42-9080
TEL.0538-42-6151
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TEL.0538-42-6151

サービス業部会発
農業部会

農業6次産業化先進地視察研修

vol.88

企業における障害のある人の雇用支援について
静岡県は、障害の有無にかかわらず、働く意欲を持った人が職を得て自立し、社会の一翼を担い、生きがいを感じること
ができる共生社会の実現を目指しています。
このため、地域の就労支援機関と連携しながら、障がいのある人の求人開拓からマッチング支援、職場定着支援まで、
事業主の皆様をサポートしています。
静岡県障害者雇用推進コーディネーターが事業主の皆様を訪問し、障害のある人が担当可能な職務の選定や受入体
制の整備、利用可能な助成金制度等のアドバイスや職場定着のための就労支援機関との橋渡しを行います。
また、精神
障害のある人の就労については、精神保健福祉士資格をもつ静岡県精神障害者雇用推進アドバイザーと同行訪問して、
雇用時の配慮や支援方法、就労支援機関との連携方法等について専門的なアドバイスを行います。
障害のある人の雇用経験のない事業主の皆様、障害のある人の雇用に本格的に取り組もうとしている事業主の皆様
は是非御活用願います。

静 岡 県
委託

オールしずおかベストコミュニティ

就労支援機関

〇ハローワーク、 障害
者就業・生活支援セ
ンター、障害福祉
サービス事業所等

障害者雇用推進
コーディネーター

精神障害者雇用推進
アドバイザー

企業等事業所

〇雇用相談
・障がいのある人を雇用したい
・雇用制度について知りたい
・雇用について悩みがある
等

障害のある人
【お問い合わせ先】 障害者働く幸せ創出センター内 NPO法人 オールしずおかベストコミュニティ
静岡県経済産業部委託事業「障害者雇用企業支援事業」
〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-5 ５風来館４階
電 話 ： 054-251-3553
メール ： kyujin@all-shizuoka.or.jp

貸 切 バス・旅行のことなら

さくら交通株式会社
〒437-0123

袋井市下山梨2384-3

TEL．0538
（49）1101
FAX．0538
（48）6200

ふくろい商工会議所だより［Vol.307］

JR袋井駅より歩いて1分

http://www.hotel-kanze.com

ご宿泊・パーティー・会議

0538-43-1212
e-mail：info@hotel-kanze.com

TEL.0538-42-6151

5

LOBO −商工会議所早期景気観測調査−

3月のポイント「業況DIは、過去最大の悪化幅を記録先行きは、新型コロナウイルス流行で不安広がる」
3月の業況指数（ＤＩ指数）

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】

【建設業】
「工事現場で働く社員や作業員が新型コロナウイルスに感染すること
を最も懸念している。感染者が出れば工事を中断せざるを得ず、工期が延び
全業種 建設
製造
卸売
小売 サービス
ればその分のコスト増の影響も大きい。手洗いやうがいを徹底するようにして
全国
いるが、現場は濃厚接触に近い状態での作業もあり、不安感は拭えない」
（一般工事業）
「新型コロナウイルス流行の影響に伴う生産・物流の混乱に
▲４９．
０ ▲１８．
６ ▲５１．
７ ▲５３．
１ ▲５８．
９ ▲５５．
８
より、
中国で生産されていたシステムキッチンや洗面化粧台、
トイレ、ユニットバ
関東
ス等の住宅設備機器の納品に遅れが出ている。竣工時期に影響を及ぼす
可能性があり、
なんとか調達できないか試行錯誤を続けている」
（管工事業）
▲４４．
１ ▲２３．
２ ▲４５．
２ ▲４７．
５ ▲４９．
５ ▲５０．
４
【製造業】
「米中貿易摩擦の影響により受注が減少していたが、新型コロナ
■ LOBO 調査 業況天気図（先行き見通し：2020年4月〜6月）
ウイルスの流行が追い打ちとなり、売上の減少が続いている。各国で入国
制限が始まり、原材料の調達やコスト増への影響は必至。
また、
中国向け
全業種 建設
製造
卸売
小売 サービス
製品の更なる売上減少は避けられず、不安材料が多い」
（計量器測定器
全国
等製造業）
「物産展等の催事やイベントの中止により3月の売上が激減し、
2020 年 3月 ▲５６．
５ ▲３３．
０ ▲５５．
７ ▲６２．
２ ▲６５．
５ ▲６２．
１
ほぼゼロとなった。今後の見通しが全く立たず、資金面での不安が大き
2019 年 3月 ▲１９．
１ ▲６．
８ ▲２１．
４ ▲２７．
１ ▲２９．
８ ▲１２．
３
い」
（食料品製造業）
【卸売業】
「中国で生産されている資材が入荷せず、売上・採算ともに大きく
関東
悪化した。諸外国の入国規制により海外出張が難しくなり、業務に大きな
2020 年 3月 ▲５４．
９ ▲４０．
２ ▲５１．
６ ▲６４．
４ ▲５８．
４ ▲６０．
０
支障が出ている。景気の悪化により取引先の倒産等が起きないか、懸念
2019 年 3月 ▲１８．
４ ▲８．
３ ▲２０．
７ ▲３０．
２ ▲２９．
８ ▲８．
２
している」
（建築材料卸売業）
「給食や旅館、外食産業からの引き合いが
減少し、市場価格が月を追うごとに下落し続けており、売上が激減してい
〈ＤＩ指数（景気判断指数）とは〉
る。予想以上の落ち込みであり、今後の状況次第では資金繰りにも影響
調査対象企業のうち、
「好調」
と回答
良好
ほどほど
不調
極めて不調 した割合から「不調」と回答した割合
が及ぶ」
（農畜産水産物卸売業）
０．
１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上 を引いたものです。
【小売業】
「新型コロナウイルス流行の影響により、食料品のまとめ買い傾向
が見られたものの、外出を控える動きの広がりを受けた客数減少や営業
新型コロナウイルス流行の影響により、
インバウンドを含む観光需要の減少
時間の短縮により、生鮮類を中心に売上は落ち込み、全体の売上は2割
に加え、
外出の自粛や消費マインドの低下、
イベントの中止等に伴う相次ぐキャ
減少した。資金繰りが非常に厳しくなっており、長期化すれば倒産もありう
ンセルにより、客足が激減した宿泊業や飲食業、観光関連業を中心とする
る」
（スーパー）
「各種イベントの中止や延期により催事関係の受注が無くな
サービス業や小売業の業況感が大幅に悪化した。
また、
サプライチェーンの混
り、売上・採算ともに悪化した一方、
自宅用の生花の需要が若干伸びて
乱や部品、
資材等の調達難による生産活動への影響も続いており、
新型コロ
いる」
（花・植木小売業）
ナウイルスの世界的な流行による世界経済の先行き不透明感が広く業況の
「歓送迎会や謝恩会のシーズンを迎え繁忙期のはずが、宴会
押し下げ要因となっており、
中小企業の景況感は1989年4月調査開始以来、 【サービス業】
や披露宴、各種イベント、会議などのキャンセルが相次ぎ、売上は前年比３
過去最大の悪化幅を記録した。
（これまでは、
2011年4月時の▲118ポイント）
割程度にまで落ち込んでいる。予約状況に応じた営業時間の短縮や社
世界的な新型コロナウイルスの流行拡大に伴うインバウンドを含む観光需要
員の残業の抑制によりコスト減に努めているが、流行が長期化すれば経
の減少やサプライチェーン・生産活動への影響に加え、
消費マインドの低迷、
消
営悪化は避けられない」
（飲食業）
「団体の宿泊客や宴会の予約の9割
費税率引上げ、
人手不足による人件費の上昇、
原材料費の上昇、
コスト増加
がキャンセルされ、例年の3分の1程度の売上。収束に6月頃までかかれば
分の価格転嫁の遅れ、
世界経済の動向など不透明感が増す中、
中小企業の
廃業も視野にいれなければならない」
（宿泊業）
業況感は2011年6月以来のマイナス50台が見込まれる厳しい状況。

■ LOBO 調査

業況天気図（前年同月比：2020 年 3 月）

【新型コロナウイルスによる経営への影響】

■新型コロナウイルスによる経営への影響について、
「影響が生じている」
は
2020年2月調査から33.1ポイント増の44.4%、
「長期化すると影響が出る
懸念がある」
は同4.7ポイント減の47.7%となった。
なお、
「影響が生じてい
る」
と回答した企業の割合を業種別にみると、小売業が56.6％で最も多く、
サービス業が56.1%で続いた。
■具体的な影響の内容としては、
「製品・サービスの受注・売上減少、
客数減
少」
が72.7%で最も多かった。
次いで、
「イベント・商談会等の延期・中止に伴
う受注・販売機会の喪失」
が42.5%、
「従業員や顧客の感染防止対策等
に伴うコスト増」
が26.1%となった。
■全体の92.1%の企業で経営への影
響が生じている、
または長期化した場
合に影響が生じる懸念があるという
結果となった。特に
「影響が生じてい
る」
と回答した企業の割合は前月の
約4倍と大幅に増加。2月調査ではイ
ンバウンドの低迷やサプライチェーン
の混乱に関する声が多く聞かれた
が、3月調査ではこれらに加え、
イベン
ト等の自粛に伴う影響を指摘する声
が幅広い業種から寄せられた。

担当者
コメント
ＬＯＢＯ調査とは

【2019年度の所定内賃金（正社員）
の動向】

■2019年度に正社員の所定内賃金の引き上げを実施した企業は2019年
3月調査から1.5ポイント減の63.6%、賃金の引き上げは行わない企業は同
1.5ポイント増の36.4%となった。賃上げを実施した企業の内訳では、
「業績
が改善しているため賃上げを実施（前向きな賃上げ）」
が20.8%で同3.5ポ
イント減少、
「 業績の改善がみられないが賃上げを実施（防衛的な賃上
げ）」
が42.8%で同2.0ポイント増加した。
■前向きな賃上げ・防衛的な賃上
げを実施した企業を業種別にみ
ると、防衛的な賃上げの割合は5
業種中3業種（製造業、卸売業、
小売業）
で増加した。
なお、減少
した2業種（建設業、
サービス業）
においても、前向きな賃上げの
増加幅は小幅にとどまっており、
前向きな賃上げ傾向が強まって
いるとは言い難い。
■2019年度に賃上げを実施した
企業は、前年度調査から減少し
た。賃上げ企業の7割弱は防衛
的な賃上げであり、業績が厳し
いなかで賃上げを行っている中
小企業の実態がうかがえる。

今回の管内調査は、新型コロナウイルスによる影響について。
９割以上の企業で影響があり、先行き不透明。世界的なコロナウイルスの影響
により、中小企業の業況感は1989年４月調査開始以降、過去最大の悪化幅を記録した。全産業業況DI▲49.0ポイント。観光需要の拡大減
少、外出の自粛、
イベントの中止等に伴う相次ぐキャンセルにより客足が激減した宿泊業、飲食業などを中心に業況感が大幅に減少した。
コロナウイルスの流行拡大に伴うインバウンドを含む観光需要の減少、消費マインドの低迷、世界経済の動向など不透明感が増す中、先行き
見通しは▲56.5ポイントと厳しい状況が続く。
商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」
を全国ベースで毎月ヒアリング調査し、
その集計結果をリアル
タイムで調査実施会議所へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等に関する意見活動に資することを目的としています。
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金 融 相 談 会

社員研修に最適「WEBセミナー」
社員研修をインターネットで受講！
！

日本政策金融公庫
■金融相談1《国民生活事業》相談会
５月１４日㈭、
６月１１日㈭、
７月９日㈭、
８月１３日㈭に開催します。
13時30分〜16時（毎月第２木曜日）

㈱ブレーンでは、
ネット事業のノウハウを活かし
「社員研修」
をインター
ネット・セミナーとして配信する
「WEBセミナー」
を開発しました。
「WEBセミナー」
ならスマホやPCがあれば、いつでもどこでも社員研
修を受講することができます。
社員のスキルアップに最適なツールです。
ぜひご利用ください。

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受け
た中小企業・小規模事業者の皆さまからの融資や
返済に関する相談会です。

ど ん な 人 に お す す め？
◎新型コロナウイルスの影響で、社員研修を受けることができない
◎会社や会場が遠く、研修参加に時間とお金がたくさん掛かってしまう
◎忙しくて社内では研修を行う時間が確保できない
◎専門講師の研修を受けさせたい

【会場】 袋井新産業会館キラット
（〒437-0023 袋井市高尾1129-1）
【金利】 令和2年4月1日時点
〜3年目 0.31％ 4年目〜1.21％

その他新型コロナウイルスの影響に対する様々な支援策がございます！
まずは袋井商工会議所へご相談ください。TEL

新型コロナウイルス対策マル経融資
新型コロナウイルス対策マル経に
特別利子補給制度を併用することで
実質的な無利子化を実現

0538-42-6151

令和2年度補正予算の成立が前提

特別利子補給制度（実質無利子）

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染
症 特 別 貸 付 」、
「 新 型コロナウイルス対 策マル経 融
資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」に
小規模事業者経営改善資金融資（ 通称：マル経 ） より借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減
は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経 した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の
営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対
既往債務の借換も実質無利子化の対象に。
して、
日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについて
を行う制度。
は、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた ※公庫等の既往債務の借換については、令和２年度
特例措置
補正予算の成立が前提です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少
【適用対象】日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス
した小 規 模 事 業 者の資 金 繰りを支 援するため、別 枠
感染症特別貸付」、
「新型コロナウイルス対策マル経融
1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利
資」若しくは商工中金等による
「危機対応融資」により借
から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金
入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。3月17日
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に
より制度適用開始。
限る）
：要件なし
【ご利用いただける方】
最近１か月の売上高が前年または前々年の同期と比
較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】別枠1,000万円
【金利】経営改善利率1.21%
（令和2年4月1日時点
より当初3年間、▲0.9%引下げ
※金利引下げの限度額は、
「 新型コロナウイルス感染症特
別貸付」、
「 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸
付」および「新型コロナウイルス対策衛経」の金利引下
げ」
との合計で3,000万円となります。

②小規模事業者（法人事業者）
：売上高▲15％減少
③中小企業者
（上記①②を除く事業者）
：売上高▲20％減少

※小規模要件 ●製造業、建設業、運輸業、
その他業種は従業員20名以
下 ●卸売業、小売業、
サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
◎期間：借入後当初3年間
◎補給対象上限：
（日本公庫等）中小事業1億円、国民事
業3,000万円 （商工中金）危機対応融資1億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換
との合計金額

※国民事業における利子補給上限金額は、
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、
「新型コロナウイルス対策マル経融資」、
「 生活衛生新型コロナウイルス感染症特
別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」
との合計で3,000万円となります。
※令和2年1月29日以降に、
日本公庫等から借入を行った方について、上記
適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

お問合わせ：
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ひしだい製茶株式会社さん

昭和4年創業後91年間にわたり、煎茶（緑茶）
・ほうじ茶・玄米茶を主力分野と
し、時代とともに変化するニーズに合わせた品質・形態を提供されるお茶の総合
メーカーとして全国にお茶を届けています。
4月〜5月は新茶の季節であり、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、
「 お茶を
飲んで免疫力を高めよう！」と思い、ひしだい製茶さんを取材させていただきました。
この時期限定で特におすすめの商品を2つご紹介します。芽伸びの最盛期に摘み
取った味・香り共にバランスのよい「八十八夜」、全国でも十数名しかいない茶審査技
術最高段位十段の称号を持つ、茶師 田中祥文氏 監修による「新茶かなた」は上品
な甘さが売りです。共に100ｇ税込み1,080円で手が届きやす
く、親しい方へのお土産からご自宅の普段用にもご利用いただ
けます。
事業所名 ひしだい製茶株式会社
代表取締役社長 安間秀雄
自粛ムードが続き暗い情勢です
所 在 地 〒437-0011 袋井市村松1553
が、1年の中でお茶が最もおいしく
TEL 0538-42-3231 FAX 0538-43-5008
なる季節に是非お茶を飲んで暮ら
営業時間 9：00〜17：00
しを彩りましょう。
定 休 日 お問い合わせください

新専務理事就任あいさつ

新任職員あいさつ

４月１日から袋井商工会議所へお世話になっております川越健
司です。3月２５日開催の議員総会で選任され就任いたしました。
袋井のことはまだ何もわかりませんが、役員さん・議員さん・会
員さん、
そして職員のみなさんにいろいろ教えていただき、袋井市
の商工業の発展・会員事業所の経営の安定・充実を図るため、
精一杯務めて参りますので、何卒よろしくお
願い申し上げます。
【心掛けていること】 家族・親・先祖に感
謝し、純情（すなお）
な心で、毎日を明るく楽
しく過ごす。
【趣味】 坐禅
新専務理事 川越健司

4月から受付の前におります。村上亜紀です。2015年に浜松
市より袋井市へ引っ越してまいりました。人と話すのが大好きで、
長く営業職をやっておりました。
ここ袋井市の広い空、豊かな自然
に感謝し、地元の皆様へのお力になれるよう努める所存です。
ど
うぞ、
よろしくお願いいたします。
【心掛けていること】
明日が明るく、心が軽くなるような応対を心
掛けています。
【趣味】
星占い、
タロット占い、夫と景色のいいところ
に出かけること、韓国ドラマを観ること。

前専務理事退任あいさつ

異 動のお知らせ

この度、三月末日をもちまして退任致しました。在任中は公私にわたり格別のご支援ご厚情
を賜りましたこと心より厚く御礼申し上げます。
尚、四月一日より、
どまんなか袋井まちづくり㈱袋井新産業会館キラットの統括管理責任
者（General manager）
を拝命いたしました。中心市街地の活性化と賑わいづくりに微力
ながら最善の努力をいたす所存でございます。
引き続きお世話になりますが、何卒宜しくお願い致します。 前専務理事 鈴木 満明

袋井商工会議所共済・福祉制度
商工会議所はアクサ生命保険と共に、会員事業所
の皆様の保障や退職金準備金、入院・介護・老後に
備えた様々な保障ニーズにお応えするため、積極的に
ご加入を推進しています。
【商工会議所共済制度】
●袋 井 商 工 会 議 所
●アクサ生命保険㈱袋井分室

☎0538-42-6151
☎0538-44-0504

※アクサ生命は商工会議所共済制度を通じて皆さまの生活をサポートしています
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令和2年4月20日付にて、異動が
ありましたのでお知らせします。

氏名

役職
村上 亜紀 契約職員 入職
大野 美幸 契約職員 退職

小笠山総合運動公園エコパ
◉ 主なイベントスケジュール

※予定は変更になる
場合があります。

〈その他予定はエコパHP（http://www.ecopa.jp/）へ〉
開催日
5/23㈯〜24㈰

開催イベント
静岡県高校総体陸上

他コンサート等の各種イベントは新型コロナウイルスの影響により、中止となっています。

編集
後記

4月21日から事務所が移転しました。新事務所で心
機一転仕事に取り組みます。会員の皆様におかれ
ましては、移転後も変わらぬご支援ご協力をよろしく
お願いいたします。

TEL.0538-42-6151

