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2 … 青年部6月定例会「仕事図鑑実現に向けてキックオフ！！」を開催
　　 はかりの定期検査を実施します
3 … コロナ禍を生き抜くための経営セミナー
　　 迷惑電話対策機器無料モニター募集
4 … 気軽にゼミナール 
5 … 新会員紹介
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
　　 F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内
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　　 経営安定特別相談室のご利用を
　　 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
8 … ジャパニーズティー・セレクション・パリで㈲お茶の宝玉園さんが金賞を受賞
　　 中小企業の皆様の働き方改革を応援！
　　 エコパイベントスケジュール
　　 編集後記
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去る６月24日㈭袋井新産業会館キラット２階あきはホールに
て、第５７回通常議員総会を、大場規之袋井市長をはじめご来賓、
議員の皆さま約５０名のご出席をいただき、２年振りとなる通常
形式で開催しました。総会の冒頭に水谷会頭は、「事業再構築補
助金、持続化補助金を活用してコロナ克服を後押ししたい。」と
挨拶しました。続いて、日本商工会議所会頭表彰、関東商工会議
所連合会ベストアクション表彰の伝達が行われました。

議事では、２０２０年度事業報告案及び収支決算案、空席となっていた監事に税理士法人土屋会
計事務所　土屋尚子氏の選任案が異議なく承認されました。議事終了後、ふくろい産業イノベー
ションセンターの小笠原
敦センター長より、セン
ター設立の経緯、目的な
どについての講話があり
ました。

◆日本商工会議所会頭表彰
　（感謝状）
　前監事　故 土屋 進様　

◆ベストアクション表彰
　株式会社和孝産業
　代表取締役　荒木 孝様　



青年部6月定例会「仕事図鑑実現に向けてキックオフ！！」を開催しました

はかりの定期検査を実施します
　2年に一度定期検査を受けることが義務づけられている「取引・証明」に使用するはかりを対象に定期検査を実施し
ます。袋井市は令和3年度（2021年）が受検対象の年です。
◆対象
1.商店や工場等で取引に使うはかり
2.薬局等で薬剤調合用に使うはかり
3.荷物運送業等で配送料金を決めるために使うはかり
4.茶、乾し椎茸等を販売するために使うはかり
5.学校、病院等で健康診断書の作成のために使うはかり

◆申込・問合せ先
袋井市産業政策課産業労政係
〒437-8666　袋井市新屋1-1-1
TEL：0538-44-3136
FAX：0538-44-3179
E-mail：sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

◆検査日程表

◆料金
　有料（はかりによって検査料は異なります）

◆受験方法
申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
※前回（令和元年度）のはかりの定期検査受験者に
は、検査日の約1週間前に「計量器定期検査通知書
（はがき）」を送付します。
　　詳しくは、ホームページをご覧ください。
　　https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/
　　soshiki/14/3/shohi/8544.html

　袋井商工会議所青年部では、6月定例会として、6月12日㈯14：30～袋井新産業会館キラットあきはホール・袋井商
業高校・袋井市役所の3会場にて、「仕事図鑑実現に向けてキックオフ！！」をテーマに、袋井YEG・高校生・市役所と
のリモートによる意見交換会を実施しました。
　当初は三者が集まってのグループディスカッションを企画していましたが、
昨今のコロナウイルス感染症拡大の影響により、全員が同じ会場でディス
カッションを実施するのは難しいことから、代替案として三会場でのリモート開
催に至りました。
　青年部OB・松野 裕貴 様による政策提言事業のこれまでの報告から始
まり、袋井市役所　山本 明央 様による成果物（デジタルファイル）の活用
方法についての提言と一般の方たちのインターネット使用状況（年代別）に
ついて、袋井商業OG小林 優明 様より産学官の連携事業についての感
想をいただいた後、仕事図鑑サンプル動画上映と最後にアンケートによる感
想をいただき、無事に終了しました。
　これからの産学官の連携強化と政策提言への理解を深め、これまでの政
策提言への実現に向けて一歩を踏み出すきっかけになる定例会となりました。

検査期日 検査時間 検査場所
８月19日㈭ 午前10時30分～午後３時 袋井市役所浅羽支所
８月20日㈮ 午前10時30分～午後３時 袋井市役所浅羽支所
８月23日㈪ 午前10時30分～午後３時 袋井市役所浅羽支所
８月24日㈫ 午前10時30分～午後３時 袋井市役所浅羽支所
８月25日㈬ 午前10時30分～午後３時 三川コミュニティセンター
８月26日㈭ 午前10時30分～午後３時 今井コミュニティセンター
８月27日㈮ 午前10時30分～午後３時 山名コミュニティセンター
８月30日㈪ 午前10時        ～午後３時 袋井市役所
８月31日㈫ 午前10時        ～午後３時 袋井北コミュニティセンター

９月   １日㈬
午前10時        ～     正午 袋井西コミュニティセンター
午後１時           ～午後３時 袋井南コミュニティセンター

９月   ２日㈭ 午前10時        ～午後３時 袋井市役所
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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⬇



　コロナに打ち勝ち、これからの時代を生き抜くための経営セミナーを開催いたします。「長引くコロナ禍において、成長
している企業や店舗は何が違うのか」や「補助金採択のコツ」など、コロナ禍を生き抜くための経営のコツを、事例を紹
介しながら詳しく解説します。

◆日程
　○8/25㈬19：00～21：00
　　「補助金の上手な活かし方」
　○9/15㈬19：00～21：00
　　「どんな時代にも勝ち残る経営」
◆会場
　袋井市教育会館３階　B会議室
◆定員
　各日20人（先着順）
◆費用
　無料

◆申込
  ホームページまたは市役所・浅羽支所などにある受講申込書に必要事項を
　記入し、ファクスまたはメールでお申し込みください。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/
　soshiki/14/3/sougyo/8463.html
◆申込・問合せ先
　袋井市産業政策課産業労政係
　〒437-8666　袋井市新屋1-1-1
　TEL：0538-44-3136
　FAX：0538-44-3179　
　E-mail：sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

コロナ禍を生き抜くための経営セミナー

　振り込め詐欺や悪質商法などの被害の多くは電話がきっかけとなっています。市内でも実際に、ご子息などの親
族をかたった詐欺の電話がかかってきています。
　そういった迷惑電話を、お使いの電話機に繋ぐだけで拒否してくれる「迷惑電話対策機器」を無料で体験してみ
ませんか？

◆無料モニター期間
　機器到着から令和4年１月31日㈪まで
　※モニター期間後は、TOKAIケーブルネットワークへ
　　月額利用料400円（税抜）を支払うことで、継続利
　　用が可能です。
◆募集数
　３０世帯
◆募集対象者
　以下のすべてに当てはまる方
　①はじめてこの事業に参加する方
　②袋井市内在住の方
　③ご自宅の固定電話が番号表示サービス（ナンバー
　　ディスプレイなど）を利用しているまたは、機器設置
　　までに利用開始することができる方

◆申込方法
　申込書に必要事項を記入し、
　市産業政策課までお申し込みください。
　申込書は、市役所ホームページから
　入手できます。
　市ホームページ
　https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/
　kurashi_tetsuzuki/shohiseikatsu/shohi/
　1497502062117.html
◆申込・問合せ先
　袋井市産業政策課産業労政係
　〒437-8666　袋井市新屋1-1-1
　TEL：0538-44-3136　FAX：0538-44-3179　
　E-mail：sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

～振り込め詐欺や悪質商法などの電話に不安を感じていませんか？～
迷惑電話対策機器無料モニター募集！
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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



今さら聞けないＷＥＢ会議の基本、ＤＸの基本
袋井市役所ＩＣＴ政策課　専門官　鈴木　一生

vol.94
サービス業部会発

ＷＥＢ会議とは、インターネットを使って、離れた場所でも複数の人が同時に参加できる会議システムです。矢野経済研究
所の2020年5月の調査によると、ＷＥＢ会議システムでの利用経験は8割近くにもなります。

１．ＷＥＢ会議とは

主なＷＥＢ会議サービスとしては、次の４つが
挙げられます。
①ＺＯＯＭ Ｍｅｅｔｉｎｇ（ズーム）
②Ｃｉｓｃｏ Ｗｅｂｅｘ（ウェブエックス／ウェベックス）
③Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ（チームズ／チームス）
④Ｇｅｏｇｌｅ Ｍｅｅｔ（グーグルミート）

２．主なＷＥＢ会議サービス
①機器のチェックや通信環境を、事前に確認しておきます。特に音声
機器の確認を十分に行います。
②話し手側が話しやすいように、ビデオカメラはできるだけオンにしま
す。その際、服装や背景の映り込みに配慮します。
③静かな場所で参加し、発言するとき以外は「ミュート（＝自分のマイ
クをオフ）」にする。
④音声以外のリアクション（カメラに向かってうなずく、ジェスチャーす
る、チャットする）をしてあげてください。

３．ＷＥＢ会議のマナー

①ＩＣＴとＤＸの違い
ＩＣＴ・・・通信技術を使って人とインターネット、人と人が繋がる技術
ＤＸ・・・通信技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でよりよい
　　　 方向に変化させる
違いを説明すると、「ＩＣＴ」は生活を便利にする技術、
「ＤＸ」はＩＣＴで生活が便利になった姿。

②言葉の使い方
　　　　ＩＣＴ　　　　　　　　　ＤＸ　　　　　
　　〇　活用する　　　　　〇　実現する
　　×　実現する　　　　　×　活用する

４．ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは何か？

矢野経済研究所調べ 

調査時期:2020年5月、調査対象:東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県のオフィスに勤務す
る20歳～70歳代の男女500人(自社がテレワーク実施中あるい
は自身がテレワーク勤務中の経営者、または自身がテレワーク勤
務中のマネジメント層および一般社員)を対象とした。
調査方法:インターネットアンケート調査、単数回答

Web会議システム(n=500)

ビジネスチャットツール(n=500)

オンラインストレージ(n=500)

タスク・PJ管理ツール(n=500) 

■利用した　　■利用しなかった
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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

→

商工会議所では新規会員を随時募集しています。
お知り合いで非会員の方がいらっしゃいましたら、
ぜひご紹介ください。

会員数：1577事業所（令和3年6月9日現在） 敬称略

入会ありがとうございました。
新会員紹介新会員紹介 新規会員

募集中

地　区 事業所名 代表者 業　種

宇刈 宮地建築 宮地　拓郎 木造建築工事業

下山梨 ㈱ウインズ 寺坂　　ヱ 通所・短期入所介護施設

久能 ふくろい労務管理事務所 沖　　正也 社会保険労務士事務所

広岡 小野内装 小野　雄哉 一般土木建築工事業

国本 Ｋ－ｎａｉｌ 金原　香織 エステティック業

新屋 手なおし健康整体 中田　めぐみ エステティック業

山崎 松本貞之税理士事務所 松本　貞之 税理士事務所

上山梨 アソシオ不動産㈱ 長谷川　久彰 不動産取引業

泉町 ｓａｌｏｎ 鈴木　久恵 喫茶店

泉町 スナック　銀 鈴木　妙子 バー，キャバレー，ナイトクラブ

豊沢 ㈱ＢＮＦ 加藤　　歩 エステティック業

一色 GUMA MOTORS SOUZA RENATO ANT 家電リサイクル業

浅岡 MUSIC BOX SHINYA ROWENA IS バー，キャバレー，ナイトクラブ

森町向天方 Manis room 小澤　知子 エステティック業

森町森 彩華美装 加藤　貴美恵 塗装工事業

浜松市中区 （同）定千建工 山本　竜二 内装工事業

浜松市中区 Ｇｌｏｂａｌ Ｂｉｚ Ｆｏｒｅｓｔ 上村　美帆 外国語会話教授業

浜松市中区 ㈱地域をつなぐ 近藤　佳裕 地域活性化、農業支援、人財育成

さいたま市中央区 ㈱エイチ・エーエル 水野　隆行 経営コンサルタント業
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　　×　実現する　　　　　×　活用する

４．ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは何か？

矢野経済研究所調べ 

調査時期:2020年5月、調査対象:東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県のオフィスに勤務す
る20歳～70歳代の男女500人(自社がテレワーク実施中あるい
は自身がテレワーク勤務中の経営者、または自身がテレワーク勤
務中のマネジメント層および一般社員)を対象とした。
調査方法:インターネットアンケート調査、単数回答

Web会議システム(n=500)

ビジネスチャットツール(n=500)

オンラインストレージ(n=500)

タスク・PJ管理ツール(n=500) 

■利用した　　■利用しなかった
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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。

商工会議所では新規会員を随時募集しています。
お知り合いで非会員の方がいらっしゃいましたら、
ぜひご紹介ください。

会員数：1577事業所（令和3年6月9日現在） 敬称略

入会ありがとうございました。
新会員紹介新会員紹介 新規会員

募集中

地　区 事業所名 代表者 業　種

宇刈 宮地建築 宮地　拓郎 木造建築工事業

下山梨 ㈱ウインズ 寺坂　　ヱ 通所・短期入所介護施設

久能 ふくろい労務管理事務所 沖　　正也 社会保険労務士事務所

広岡 小野内装 小野　雄哉 一般土木建築工事業

国本 Ｋ－ｎａｉｌ 金原　香織 エステティック業

新屋 手なおし健康整体 中田　めぐみ エステティック業

山崎 松本貞之税理士事務所 松本　貞之 税理士事務所

上山梨 アソシオ不動産㈱ 長谷川　久彰 不動産取引業

泉町 ｓａｌｏｎ 鈴木　久恵 喫茶店

泉町 スナック　銀 鈴木　妙子 バー，キャバレー，ナイトクラブ

豊沢 ㈱ＢＮＦ 加藤　　歩 エステティック業

一色 GUMA MOTORS SOUZA RENATO ANT 家電リサイクル業

浅岡 MUSIC BOX SHINYA ROWENA IS バー，キャバレー，ナイトクラブ

森町向天方 Manis room 小澤　知子 エステティック業

森町森 彩華美装 加藤　貴美恵 塗装工事業

浜松市中区 （同）定千建工 山本　竜二 内装工事業

浜松市中区 Ｇｌｏｂａｌ Ｂｉｚ Ｆｏｒｅｓｔ 上村　美帆 外国語会話教授業

浜松市中区 ㈱地域をつなぐ 近藤　佳裕 地域活性化、農業支援、人財育成

さいたま市中央区 ㈱エイチ・エーエル 水野　隆行 経営コンサルタント業



5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－
5月のポイント「業況DIは、感染拡大に伴う活動制約から足踏み。先行きは、不透明感増す中、厳しい見通し」5月のポイント「業況DIは、感染拡大に伴う活動制約から足踏み。先行きは、不透明感増す中、厳しい見通し」

【2021年度の設備投資の動向】【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【2020年度の設備投資の実績】

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。

　今回の業況DIは▲２５．０ポイントと感染拡大に伴う活動制
約から足踏み。米国・中国などの海外経済の回復に伴い、半
導体・電子部品関連や自動車関連の製造業・卸売業が堅調
に推移した。しかし、小売業では買いだめ需要の喪失の影響を
受けており、業況は悪化した。先行きはワクチン接種拡大による
効果や、海外経済回復に伴う電子部品関連の輸出増に期待
する声が伺える一方、変異株の拡大、活動制約の長期化、原
材料費の上昇による採算の悪化を懸念する声は多く、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】「防災・減災など土木工事を中心とした公共工事で売
上を確保しているが、輸入木材や鉄鋼などの仕入価格の上昇
が続き、採算は悪化した」（一般工事業）「民間工事の発注 減
少により公共工事の入札事業者が増えており、価格競争が厳し
くなっている」（管工事業）

【製造業】「鉄鋼の仕入価格が上昇しているものの、主力である
サスペンションの海外からの引き合いが伸びており、売上は改
善」（自動車部品製造業）「土産品の需要減少で売上は悪
化。内食需要の高まりから、原材料である鶏卵の仕入価格が
上昇しており、今後の採算悪化を懸念している」（菓子製造
業）

【卸売業】「前年同月は緊急事態宣言の影響で主要取引先で
ある学校給食向けの受注が減少したが、今年は売上・採算と
もに例年の約8割まで回復。BtoC向けのネット販売を検討して
おり、今後の収益改善を図っていきたい」（飲食料品卸売業）
「銅の仕入価格が上昇しているが、価格転嫁が追い付かず、
採算は悪化」（鉱物金属材料卸売業）

【小売業】「前年同月は休業の期間があったが、今年は大型連
休期間中も営業が可能であったため、売上は改善。ただし、首
都圏などで発令された緊急事態宣言の影響により来店客数
は例年より大幅に少ない状況が続いている」（百貨店）「食料
品や生活用品を買いだめする消費者の増加に伴い売上が大
幅に伸びた前年同月よりも売上は減少した」（スーパー）

【サービス業】「前年同月比では宴会場の利用が増加したた
め、売上・採算ともに改善。ただし、飲食サービスを伴わない利
用が多く、依然として業況は厳しい」（宿泊業）「コロナ禍で駅
前駐車場の稼働率が大幅に低下しているほか、テナントの休
業による家賃値下げ要求もあり、今後の売上回復が見通せな
い状況が続いている」（不動産賃貸業）

2.6

30 0.2

2.8

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２５．０ ▲１８．９ ▲１５．０ ▲２３．９ ▲３１．６ ▲３３．５

関東 　 　 　 　 　

▲２０．１ ▲１９．８ ▲２．３ ▲２８．３ ▲２７．８ ▲２７．５

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３３．６ ▲２８．９ ▲２０．９ ▲３０．８ ▲４０．５ ▲４４．６

関東 　 　 　 　 　

▲２８．８ ▲３４．６ ▲９．２ ▲２８．３ ▲３５．２ ▲３９．１

　 　 　 　
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5月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年6月～2021年8月）
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お問合わせ：

経営安定特別相談室のご利用を【相談無料・秘密厳守】

●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7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

当所が委嘱した商工調停士（相談員）が親切丁寧に相談にのります。

経営不振、受注減、販売減、借入金過多、借入口数過多、手形処分、関連先の倒産
偶発事故、相続問題、リストラ、事業展開、経営分析、法人成、増資、労使問題
その他経営上の諸問題

相談内容

■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

お問合せ　袋井商工会議所 Ｆ-Ｓｔａｔｉｏｎ　TEL 0538-42-6151

〇詳細はお問合せください〇

日時 内容 専門家等

8月13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
8月19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
8月4日㈬・10日㈫
18日㈬・24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
8月12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
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袋井商工会議所共済・福祉制度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　☎0538-42-6151
●アクサ生命保険㈱袋井分室　☎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

中小企業の皆様の働き方改革を応援！

◉ 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

開催日 開催イベント

アイルランドオリンピックチームキャンプ

国民体育大会東海ブロック大会 サッカー競技
8/7㈯

8/9㈪

高円宮杯　静岡県Ｕ－１５サッカーリーグ
国民体育大会東海ブロック大会 サッカー競技

第２回フロルカップ
かわせみ陸上競技記録会

8/8㈰

8/14㈯

7/5㈪
～8/6㈮

　千葉県八街市で起きたトラックによる交通死亡事
故。下校途中の小学生の列に突っ込んだ運転手から
は、基準値を超えるアルコールが検出されたとのこと。
免許を持つ一人一人が自覚をもって行動する、これが
当たり前の世の中に、一日も早くなってほしいものです。

寺田直樹 6代目園主

受賞した「和製白茶」

◇働き方改革の実行に向け、無料の窓口相談・専門家派遣をご活用ください。
◎無 料 相 談　人材の育成・確保・定着を目的とした雇用管理改善など労務管理等の相談に対応します。
◎専門家派遣　労務管理等の専門家を無料で派遣し、個別にコンサルティングを受けることができます。
　　　　　　　（最大6回まで無料）
＜申し込み・問い合わせ＞
　静岡働き方改革推進支援センター
　（受託・運営：静岡県中小企業団体中央会）
 　電話：0800-2005451（フリーアクセス）
　メール：work@siz-sba.or.jp
詳しくは、ホームページ（http://work.siz-sba.or.jp）

　パリで唯一の日本茶コンクール「ジャパニーズティー・セレクション・パリ」。
　2017年から開催し、今年は４度目を迎えました。毎年多くの日本茶生産者の参加があり、当地フランスで、また日本で、
徐々に話題になっております。
　コンクールでは、日本茶インストラクター協会より任命されたフランスにおける日本茶大使　能宗美佐子氏の監修の下、厳
正な審査が行われました。計３回行われる審査では、毎回会場を変え、フランス
人一般人からフランス料理界トップシェフ、フランス茶業界バイヤーなど、様々な審
査員が審査を行います。
　当コンクールを通して、フランス人の嗜好を知ると共に、日本茶の魅力を発信
し、フランス人一般人とプロフェッショナルへの認知度を高め、日本国内外での日
本茶市場の拡大を目的としております。

寺田直樹　6代目園主様のコメント
　今回の経緯は、過去に国内での様々なコンテストで入賞している実績
を知った関係者の方から、是非応募してみないかとオファーがあったこと
からスタートした。一次審査・二次審査を通過し、最終審査で１２社の中に
選ばれ「金賞」を受賞した。
 対象品の「和製白茶」は、開発に数年掛けた当社の自慢の逸品である。２
０２１年度は、白茶を中心に自社商品の「発酵茶」を世界的な大会に出して
いく計画。今後、白茶でフレーバーティー（アップルフレーバー、メロンフ
レーバー等　フルーツを乾燥させたものを使用）を作り、商品化していく
予定である。
　次回以降も、白茶のスキルを上げるため、このコンテストに新商品を応
募していく。

ジャパニーズティー・セレクション・パリで
㈲お茶の宝玉園さんが栄えある金賞を受賞
ジャパニーズティー・セレクション・パリで
㈲お茶の宝玉園さんが栄えある金賞を受賞
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