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2 … ふくろい遠州の花火代替イベントご協賛のお願い
　　 ふくろい産業イノベーションセンター「開設記念セミナー」
　　 GoToEatキャンペーン食事券利用自粛のご協力のお願い
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4 … 青年部5月定例会「集客アップのホームページ活用法を学ぼう！」を開催
 　　 「事業転換・再構築」ＩＴ活用セミナーを開催しました
5 … 工業用水道の新規ユーザーをご紹介ください！
6 … LOBO ―商工会議所早期景気観測調査―
7 … 「ふくろい経営支援ステーション」INFORMATION
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　７月８日㈭、袋井新産業会館キラット２階あきはホールにて、袋井市
長と商工会議所正副会頭・部会長との意見交換会を開催し、長期
化する新型コロナウイルスの影響で地域経済の停滞が続いている
中、市内中小企業の現状や課題及び経済回復の活路となる支援
策などについての情報共有をいたしました。席上、水谷会頭は、各
部会を通じて出された意見を取りまとめ、６月の常議員会で承認され
た“新型コロナウイルスの影響を踏まえた市行政に関する要望書”を
大場市長に手渡しました。大場市長は、「経営努力だけでは解決で
きない苦境は理解できる。」と述べ、可能な限り支援していく考えが
示されました。要望項目は以下の通りです。

❶ 地域医療連携によるワクチン接種の推進
❷ デジタル技術の実装促進のための補助金の創設
❸ デジタル化応援支援事業の創設
❹ 中小企業・小規模事業者人材確保支援制度の創設

❺ 袋井ふるさと農産物応援便の継続、販売拡大・拡充
❻ 市内小売業等に対する業務発注率の維持向上
❼ 固定資産税の減免
❽ 市開催イベントでの「あきはホール」の利活用

袋井市長にコロナ禍克服のための地域経済支援を要望

新型コロナウイルスの影響を踏まえた市行政に関する要望
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ふくろい産業イノベーションセンター「開設記念セミナー」を開催しました

　ふくろい遠州の花火実行委員会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点
から、やむなく昨年に続き２年連続で花火大会の開催中止を発表しましたが、次回開催につ
ながるよう、大会に代わるイベントを計画いたしました。

1.サプライズ花火の打ち上げ　2.デジタルコンテンツの制作と発信　
3.ふくろい特産品詰合せギフト作成
　これらのイベント推進にあたり、1口1万円にて協賛金を募集いたしますのでご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。
　詳細は「ふくろい遠州の花火代替イベントご協賛のお願い」を同封いたしましたのでご覧ください。

静岡県からの要請により、Go To Eatキャンペーン食事券について
以下のとおりの取り扱いとすることを、お知らせします。
●7月27日㈫から発行済みの食事券の利用自粛をお願いします。
●食事券の使用期限は令和3年10月31日㈰まで延長となって
　おります。
●テイクアウトおよびデリバリーについては、引き続きご利用可能
　です。ご利用にあたっては十分な感染予防対策をお願いします。
皆様にはご不便等をおかけいたしますが、ご理解、ご協力くださいま
すようお願い申し上げます。

GoToEatキャンペーン食事券
利用自粛のご協力のお願い

最新情報はHPでご確認ください

昨年度のサプライズ花火

　6月23日㈬袋井新産業会館キラットあきはホールで、ふくろい産業イノベーションセンター「開設記念セミナー」が開催さ
れました。
　本会では、小笠原敦氏（同センター長）による「センター紹介・運営方針説明」の後、原一隆氏（ASTI㈱取締
役開発事業部長）が「イノベーションとは何か～様々な事例を踏
まえ～」をテーマに、自社での具体例を交えたイノベーションへの
気付きや取り組みについて、ご講演されました。
　引き続いてのトークセッションでは、原一隆氏、平井正大氏（浜
松いわた信用金庫 専務理事）、大場規之氏（袋井市長）、小笠
原敦氏が、「地域の『稼ぐチカラ』を高めるために必要なこと～イノ
ベーション創出につながる産業の在り方」をテーマに、産学官金そ
れぞれの視点で捉えるイノベーションの在り方や同センターへの期
待等についての意見交換が行われました。
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TEL：0538-43-4410  FAX：0538-43-8330
インテリア川島 ㈱川島 袋井市国本2946-1

（旧国道松並木通り）

市内小中学校プール清掃に活用中

◎感染症対策
◎EM活用
◎事業所、ブラインド修理
◎事務所内リノベーション

環境に配慮した微生物土
壌改良資材、EMボカシ、
EM菌。お肌にやさしいプ
ロハーブ化粧品、シャン
プー、EMX飲料特約店。

●カーテン
●ブラインド
●ロールスクリーン
●ジュータン
●クロス、Pタイルetc.

健診結果
無料LINE相談
実施中！

健診結果 異常はありませんでしたか？

⬇こちらから⬇



　今回の経営革新は、マンションデザイン設計力をいかして、1人で気兼ねなく利用できる個室サウナを開設し、スマホやパソ
コンで混雑状況を把握して予約できるサウナサービスを提供して、事業の多角化を図ると共に、地域の健康医療・健康増進
に貢献することです。計画は以下の通りです。
①お1人様個室サウナの建設：コロナ禍でも1人で気兼ねなく利用できる個室サウナを建設します。サウナ設備にはサウナだ

けでなく、サウナサイクルを行って「ととのう」を得るために、水風呂と休憩できる設備を１つの個室内に整備し、ユーザー
は1人で気兼ねなく利用できるようにします。サウナ専門施設として、おもしろいサウナを設置する予定です。

②予約システムの構築：スマホ又はパソコンでサウナの空き状況を確認してネット予約できるシステムを構築します。
③お1人様個室サウナの運用：保健

所へ公衆浴場許可申請を行った
後、サウナの運営管理を行います。

　
　現在、袋井市内に第１号店を建設
予定であり、オープンした暁には、皆
様にもご利用頂き「ととのう」を得て欲
しいと思っています。

経営革新計画承認企業 NAGAI DESIGN㈱
テーマ マンションデザイン設計力をいかした「ヘルシージム ソロサウナ」による事業の多角化

企業概要企業概要
【企業名】NAGAI DESIGN㈱
【代表者】永井　毅
【所在地】袋井市愛野１３４４番地３
【業　種】総合工事業
【 T E L】０５３８-４５-２９２４

【イメージ図】

　当社は、創業52年になる内装
リフォーム・内装工事の専門店
で、カーテン、ブラインド、壁紙、塗
り壁、フローリング、ふすま紙、障
子などの張り替え、窓の断熱、防
犯、地震対策、エアコンや照明器
具の交換、廊下や玄関の手す
り、トイレのリフォームなど、住みや

すい環境づくりをテーマとして、新しい事業にチャレンジして
います。近年個人宅の内装リフォームを受注する中で、お墓
を持たない世帯が増えて来ておりそのご遺族から、散骨を考
えているとのお話しを聞く機会が増えております。今回の経
営革新では、故人宅の内装リフォームを請け負うだけでなく、
超高齢社会となった今こ
そ、従来のお墓への納骨か
らご遺族の悩みを解消する
サービスとして、遺品整理と
海洋散骨代行サービスを併
せたトータル的なサービスを
提供することで、主要事業
の拡大に繋げていきたいと
思います。

経営革新計画承認企業 ㈱川島
テーマ 故人宅の内装リフォームから、

ご遺族向けトータルサービスの提供

企業概要企業概要
【企業名】株式会社 川島
【代表者】川島 和宏
【所在地】袋井市国本2946-1
【業　種】内装工事業
【 T E L】0538-43-4410
【U R L】http://www.
interior-kawashima.com/

　以前より、お客様から当店へ墓石や墓地の問合せを受け
る事があり、その際には近隣の石材店や付き合いのある寺
院を紹介していました。
　このような経緯から、従来から取り扱っていた仏壇や仏
具だけでなく、墓石や墓地を含めたトータル的なサービスを
提供することで、当店一か所で全て解決ができるようにな
り、仏事に関してのお客様の不安や煩わしさを解消。近隣
競合店との差別化を図ることで、販売拡大に繋げられると
考えました。
　今回の経営革新では、仏壇、仏具の販売だけでなく、
寺院用具販売（約100寺院）から集めた墓地情報、仏事
に関する知識を活かして、墓石の販売や仏事に関するコ
ンサルティングを行い、葬儀後の仏事トータルサービスへの
事業展開する事で、地
域に密着した佛具店と
しての経営を目指して
いきます。

経営革新計画承認企業 ㈲深谷佛具店
テーマ 仏壇・仏具販売から

仏事トータルサービスへの事業展開

企業概要企業概要
【企業名】有限会社 深谷佛具店
【代表者】深谷 洋一
【所在地】袋井市高尾町9-14
【業　種】宗教用具小売業
【 T E L】0538-43-2468
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浜松市中区砂山町336-4
Tel.053-454-1199  Fax.053-456-4864

http://www.teikei-sh.jp

～ 人間力で安全、安心をご提供します ～
創業　昭和55年12月

浜松帝国警備保障株式会社



青年部5月定例会「集客アップのホームページ活用法を学ぼう！」を開催しました青年部5月定例会「集客アップのホームページ活用法を学ぼう！」を開催しました

　去る7月12日㈪ふくろい新産業会館「キラット」２階あきはホールにて、袋井商工会議所商業部会、ふくろい経営支援
ステーション共催による「事業転換・再構築」ＩＴ活用セミナーをハイブリットにて開催し33名が受講しました。講師は、当
所登録専門家の株式会社エイプラスワイ 代表取締役　加藤裕子さん。
　事業転換にとって必要不可欠なＩＴ化は、コロナ禍における苦境を打開する鍵であり、2019年度のＢｔｏＣ市場にお
ける日本国内のＥＣ市場規模は19兆3,609億円、中小企業のＥＣ化率は6.76％で市場規模が対前年比7.65％増とな
りました。国が今年度新たに創設した「事業再構築補助金」では事業のＩＴ化は重要なポイントとなっています。
ビジネスでしっかり活用すべきＬＩＮＥ＠とＳＮＳ、ネットでモノを売るには、先ず、誰に？何を？どうやって？売るのか？を決める
ことが重要です。
　ＭＥＯ対策とは、マップエンジン最適化を指し、ユーザーがGoogleマップ上で目的地を探しやすくなるようにするため
の対策を指しますが、その最重要広告媒体としてグーグルマイビジネスの登録をお勧めします。
　
＜参加者の感想＞
・インスタグラムの新機能、ＬＩＮＥ＠、グーグルマイビジネ
スなど活用したいと思います。
・ネット販売の活用方法、事例紹介が参考になりました。
・ＩＴ活用の希望は持てました。色々な活用方法を再度ご教
授させて下さい。
・ＬＩＮＥ＠クーポンとスタンプカードを作成してみようと思
います。
・ネット販売における実例をたくさん聞かせていただき全く知らない世界を知ることができました。
・コロナ禍だからこそ売り方がネットだと合致し、売りやすいイメージを受けました。
・ＳＮＳを利用すると効果が大きい。ふるさと納税での販売がお勧め。写真の魅せ方によって印象やクリック数、
注文数も変わってくる点が参考になりました。

　7月14日㈬19：00～袋井市教育会館にて、「集客アップのホームページ活用法を学ぼう」を開催しました。当初は5月
に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け7月に延期となりました。集客アップや優秀な人材
確保へと繋げるため、グループワー
クを経てホームページの必要性や
課題点を挙げるなど、今後の活用
について有意義な意見交換となり
ました。今後も自社の成長に貢献
できるような活動を続けていきたい
です。

「事業転換・再構築」ＩＴ活用セミナーを開催しました
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剪定・伐採・外構工事

〒437-0065　袋井市堀越3-7-8
TEL 090-1476-4065

gmail : niwairoha4432@gmail.com

戸田  義満

い ろ 　 　 は 　 　 て い

彩葉庭

→

　　　　　　　　 静岡県 企業局 経営課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 TEL:054-221-2329・2163
E-mail:kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県企業局では、より多くの事業者様に工業用水を御利用いただくために、工業用水の利用を希
望する事業者様を御紹介いただき、給水契約締結にいたった場合に謝礼をお支払いする成功報酬型
の紹介制度「工業用水利用促進インセンティブ制度」を創設しました。

工業用水道の新規ユーザーをご紹介ください！

静岡県工業用水をご利用ください！

お問い合わせ



青年部5月定例会「集客アップのホームページ活用法を学ぼう！」を開催しました青年部5月定例会「集客アップのホームページ活用法を学ぼう！」を開催しました

　去る7月12日㈪ふくろい新産業会館「キラット」２階あきはホールにて、袋井商工会議所商業部会、ふくろい経営支援
ステーション共催による「事業転換・再構築」ＩＴ活用セミナーをハイブリットにて開催し33名が受講しました。講師は、当
所登録専門家の株式会社エイプラスワイ 代表取締役　加藤裕子さん。
　事業転換にとって必要不可欠なＩＴ化は、コロナ禍における苦境を打開する鍵であり、2019年度のＢｔｏＣ市場にお
ける日本国内のＥＣ市場規模は19兆3,609億円、中小企業のＥＣ化率は6.76％で市場規模が対前年比7.65％増とな
りました。国が今年度新たに創設した「事業再構築補助金」では事業のＩＴ化は重要なポイントとなっています。
ビジネスでしっかり活用すべきＬＩＮＥ＠とＳＮＳ、ネットでモノを売るには、先ず、誰に？何を？どうやって？売るのか？を決める
ことが重要です。
　ＭＥＯ対策とは、マップエンジン最適化を指し、ユーザーがGoogleマップ上で目的地を探しやすくなるようにするため
の対策を指しますが、その最重要広告媒体としてグーグルマイビジネスの登録をお勧めします。
　
＜参加者の感想＞
・インスタグラムの新機能、ＬＩＮＥ＠、グーグルマイビジネ
スなど活用したいと思います。
・ネット販売の活用方法、事例紹介が参考になりました。
・ＩＴ活用の希望は持てました。色々な活用方法を再度ご教
授させて下さい。
・ＬＩＮＥ＠クーポンとスタンプカードを作成してみようと思
います。
・ネット販売における実例をたくさん聞かせていただき全く知らない世界を知ることができました。
・コロナ禍だからこそ売り方がネットだと合致し、売りやすいイメージを受けました。
・ＳＮＳを利用すると効果が大きい。ふるさと納税での販売がお勧め。写真の魅せ方によって印象やクリック数、
注文数も変わってくる点が参考になりました。

　7月14日㈬19：00～袋井市教育会館にて、「集客アップのホームページ活用法を学ぼう」を開催しました。当初は5月
に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け7月に延期となりました。集客アップや優秀な人材
確保へと繋げるため、グループワー
クを経てホームページの必要性や
課題点を挙げるなど、今後の活用
について有意義な意見交換となり
ました。今後も自社の成長に貢献
できるような活動を続けていきたい
です。

「事業転換・再構築」ＩＴ活用セミナーを開催しました
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募集対象
０歳児～２歳児

住所 〒437-0023 袋井市高尾町２６-２ 浅羽ビル１階
電話 ０５３８-３１-２９１１  ＦＡＸ ０５３８-３１-２９１２

商工会議所会員企業・
事業所の皆様へ

園児募集
年間を通じて随時募集中！！

キラット保育園は、どまんなか袋井まちづくり㈱が
運営する袋井市認定の保育園です。

2021年7月～12月限定

あきはホール
会場費
50%OFF!!
JR袋井駅から徒歩1分！！どなた様でもご利用いただけます！！

お問合せ先：どまんなか袋井まちづくり株式会社　0538-31-2961

　　　　　　　　 静岡県 企業局 経営課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 TEL:054-221-2329・2163
E-mail:kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県企業局では、より多くの事業者様に工業用水を御利用いただくために、工業用水の利用を希
望する事業者様を御紹介いただき、給水契約締結にいたった場合に謝礼をお支払いする成功報酬型
の紹介制度「工業用水利用促進インセンティブ制度」を創設しました。

工業用水道の新規ユーザーをご紹介ください！

静岡県工業用水をご利用ください！

お問い合わせ



6月の業況指数（ＤＩ指数）

ＬＯＢＯ調査とは

LOBO －商工会議所早期景気観測調査－LOBO －商工会議所早期景気観測調査－
6月のポイント「業況DIは、長引く活動制約から5カ月ぶりに悪化 先行きは、期待感窺えるも、厳しい見方崩れず」6月のポイント「業況DIは、長引く活動制約から5カ月ぶりに悪化 先行きは、期待感窺えるも、厳しい見方崩れず」

【2021年度の所定内賃金（正社員）の動向②】【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【2021年度の所定内賃金（正社員）の動向①】

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。

〈ＤＩ指数（景気判断指数）とは〉
調査対象企業のうち、「好調」と回答
した割合から「不調」と回答した割合
を引いたものです。

　今月の業況DIは長引く制約から５ヵ月ぶりに悪化。米国・中
国など海外経済回復に伴う需要増が続く半導体・電子部品関
連や自動車関連の製造業のほか、公共工事に下支えされた建
設業が堅調に推移。小売業や観光関連のサービス業は業況改
善が見通せず、低調な動きが続いている。また各業種とも原材
料費の上昇によるコスト増が幅広い業種で業況の押し下げ要
因となっている。
　先行きは東京オリンピック・パラリンピックの開催により期待感
が窺えるが、依然として厳しい見方が続く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「ウッドショックで木材の価格が高騰しているほか、入手も

困難になっており、住宅工事を受注しても作業を進められない
ケースが出てきている」（一般工事業）「銅ベースが上昇している
影響で電線・ケーブルの仕入価格が上昇しており、採算を圧迫
している」（電気工事業）

【製造業】「世界的な半導体業界の活況から、半導体製造装置
部品の売上が増加傾向にある」（計量器測定器製造業）「卵
や小麦粉などの原材料の仕入れ価格が上昇しており、採算
確保に苦戦している」（菓子製造業）

【卸売業】「夏に向けて、空調設備の受注が増えている。ただし、
冷媒配管の仕入価格が上昇しているため、今後の採算悪化
には注意したい」（電気機械器具卸売業）「例年より早い梅雨
入りの影響で野菜の価格が上昇しており、採算は悪化。加え
て、食用油や小麦粉などの値上げが続いており、今後の懸念
材料となっている」（飲食料品卸売業）

【小売業】「巣ごもり需要で盛況だった前年同月と比較すると客
単価が落ちており、売上は悪化」（総合スーパー）「車での遠
出を避ける消費者は依然として多く、ガソリンの売上は低調。
また、原油価格の上昇が収益に影響してきている」（石油製品
販売業）

【サービス業】「コロナ禍で、企業からの非接触システムや省力
化システムの受注が増えており、売上は改善」（ソフトウェア業）

「地域の飲食店支援策もあり、テイクアウト利用が売上の半分
を占めた。今後もテイクアウト向けメニューを充実させ、利用客
の増加を図りたい」（飲食業）

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２６．７ ▲１９．８ ▲１４．６ ▲２５．８ ▲４１．８ ▲３０．６

関東 　 　 　 　 　

▲２２．５ ▲２９．８ 0 ▲２０．０ ▲４５．２ ▲２３．２

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２６．８ ▲２２．７ ▲１８．４ ▲２８．８ ▲３５．７ ▲２９．６

関東 　 　 　 　 　

▲２６．０ ▲３２．１ ▲１１．５ ▲２９．１ ▲３７．５ ▲２６．１

　 　 　 　
良好 ほどほど 不調 極めて不調
０．１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上

■ LOBO調査　業況天気図（前年同月比：2021年6月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年7月～2021年9月）
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お問合わせ：

●貸付対象　小規模事業者
●貸付限度額　2,000万円
　※新型コロナウイルス対策マル経　1,000万円
●資金使途　運転資金、設備資金

●金利　1.21％（令和3年8月1日現在）
　※新型コロナウイルス対策マル経▲0.9％引下げ
　一定の条件で当初3年間実質無利子

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内

無担保・無保証人の融資制度「マル経融資」を利用しましょう

今後、消費税は大きな制度改正が続き税額計算だけでなく免税事業者からの課税仕入れ経過措置など、取引先から
仕入を敬遠されるケースも考えられます。本講習会ではインボイス制度導入にあたって、免税/課税事業者がそれぞれ
留意すべきポイントをお伝えします。また、個別相談会も開催致しますので消費税に関してもう一度確認してみましょう！
個別相談会当日、決算書をご持参いただければ、簡単なシミュレーションを行うことができます。
◆インボイス制度講習会　　9月15日㈬ 14：00～16：00
◆個別相談会　　　　　　 9月21日㈫、10月5日㈫、10月26日㈫　 何れも13：30～16：30　完全予約制

■定例なんでも相談会　完全予約制

■静岡県よろず支援拠点「なんでも経営相談会」　完全予約制

■事業承継個別相談会　完全予約制

■融資相談会　完全予約制

■その他の経営相談

■新型コロナウイルス対応のための経営相談会　完全予約制

会場：袋井商工会議所　予約、お問合せ ＴＥＬ0538-42-6151  Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

〇詳細はお問合せください〇

インボイス制度講習会＆個別相談会　免税事業者の方は特にお気をつけください!!

日時 内容 専門家等

9月10日㈮
13：30～ 16：00

コロナ特別貸付、創業融資、
運転資金、設備資金　ほか

日本政策金融公庫
国民生活事業
静岡県信用保証協会浜松支店

日時 内容 専門家等
9月16日㈭
9：30～ 16：00 販路開拓、各種補助金ほか 静岡県よろず支援拠点

コーディネーター

日時 内容 専門家等
月曜日～金曜日
9：00～ 17：00

・事業資金お借入れ　・販路開拓
・経営革新計画　　　・新事業展開　ほか F-Ｓｔａｔｉｏｎ経営支援員

各種補助金・助成金、経営改善、
事業転換・再構築、
BCP作成・見直し（事業継続力強化計画）  ほか

日時 内容 専門家等
9月1日㈬・14日㈫
15日㈬・28日㈫

10：00～17：00  

中小企業診断士
　竹内康博 氏
　村越誠也 氏

日時 内容 専門家等
9月9日㈭
9:00～ 15：30

親族内承継、第三者承継、
事業承継税制ほか

静岡県事業引継ぎ支援センター
ブロックコーディネーター

日時 内容 専門家等

9月9日㈭
13：30～ 16：00

法律相談（トラブル、整理ほか） 佐々木法律事務所
むつみ司法書士事務所

労務相談（助成金、働き方改革 ほか） 中村社会保険労務士事務所
税務相談（節税、贈与税、相続税 ほか） 東海税理士会磐田支部派遣税理士
ＩＴ相談（パソコン操作、ＨＰ、ＺＯＯＭ活用 ほか） 遠州パソコン寺子屋
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珠算能力検定試験 １級合格
おめでとうございます！！◉ 主なイベントスケジュール

　　 〈その他予定はエコパHP（http://www.ecopa.jp/）へ〉
※予定は変更になる
　場合があります。

小笠山総合運動公園エコパ小笠山総合運動公園エコパ小笠山総合運動公園エコパ

編集
後記
編集
後記

～がんばろう袋井! 最大20%
　戻ってくるキャンペーン実施中～
～がんばろう袋井! 最大20%
　戻ってくるキャンペーン実施中～

開催日 開催イベント
第16回エコパ高校オープン陸上競技記録会

8/15㈰ 静岡県内フットサルリーグ
国民体育大会東海ブロック大会 アーチェリー競技
静岡新聞社杯西部招待サッカー大会8/16㈪～18㈬

国民体育大会東海ブロック大会 アーチェリー競技
8/21㈯ 国民体育大会東海ブロック大会 ソフトボール競技

静岡県内フットサルリーグ
第13回静岡県フーバ大会

8/22㈰ 静岡県シニアサッカーリーグ
国民体育大会東海ブロック大会 ソフトボール競技

掛川サマーカップ高校サッカー8/24㈫～26㈭
U18・16　陸上競技選手権静岡県予選

8/28㈯ 高円宮杯　静岡県U15サッカーリーグ
静岡県アーチェリーWIN＆WINカップ
エコパ高校ナイター陸上競技記録会

8/29㈰ 高円宮杯ＪＦＡ U‐18 サッカーリーグ2021静岡 スルガカップ
静岡県アーチェリーWIN＆WINカップ

東海フットサルリーグ9/4㈯
第37回袋井市バウンドテニス親善交流大会9/5㈰
全日本学生フォーミュラ大会20219/7㈫～11㈯

静岡県社会人バスケットボールリーグ戦9/12㈰

　ある書籍を読んでいて目に留まったもので
す。①性格は顔に出る②生活は体型に出る③
本音は仕草に出る④感情は声に出る⑤センス
は服装に出る⑥美意識は爪に出る⑦清潔感は

髪に出る⑧落ち着きのなさは足に出る 皆さんも、思い当たる
項目がありますか？ 仕事柄、特に④・⑤・⑦には常日頃から気
を遣うよう意識しています。⑧は、貧乏ゆすりのことを指して
いるのでしょうか？??（N・T）

奥野山実来さん 原田育実さん

　去る6月27日㈰、全国一斉に実施しました「第222回
珠算能力検定試験」におきまして、奥野山実来さん

（袋井市立山名小学校6年　兼子珠算教室所属）、
原田育実さん（袋井市立袋井東小学校5年　橋本そ
ろばん塾所属）が、見事1級に合格しました。
　袋井会場での合格率は33.3％で、お2人とも合格ライン

（240点以上）を余裕をもってクリアされ、大変優秀な成
績を修められました。
　今後も、更に上
位級（段位）取得
を目指してチャレ
ンジされるよう希
望しています。

　8月31日㈫までに対象店舗で「PayPay」で支払うと、
最大20%のPayPayボーナスが付与されます。
　対象店舗は店頭に掲示されているポスターまたは
PayPayアプリにてご確認ください。

付与上限 ： 1回の決済あたりの付与上限　1,000円相当
　　　　　期間内の累計付与上限　　 10,000円相当

応 援応 援 商   品  券商   品  券

有効期限は

8月31日（火）
までです‼

有効期限は

8月31日（火）
までです‼

お
忘
れ
な
く
！

ご使用ください‼

8月31日（火）までに8月31日（火）までに8月31日（火）までに
ご使用ください‼

お
忘
れ
な
く
！

ご使用ください‼

8月31日（火）までに8月31日（火）までに8月31日（火）までに
ご使用ください‼

お
忘
れ
な
く
！
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