
URL : http://www.fukuroi-cci.or.jp　E-mail : fkcci@fukuroi-cci.or.jp

F U K U R O I C C I N E W S

商工会議所
だより

袋
井

FUKUROI
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

発行 袋井商工会議所
〒437-0023
静岡県袋井市高尾1129-1
TEL .0538-42-6151
FAX .0538-42-9871

2022.5

2 … 各種補助金制度説明会を開催しました
　　 袋井市の空き店舗対策事業補助金をご利用ください　
3 … 袋井商工会議所 伴走型支援 ビジネスコンテスト上位入賞3社による正副

会頭への表敬訪問／㈱瓦粋 中国上海伊勢丹百貨店での展示販売に成功！
　　 ふくろい産業イノベーションセンター市内初のピッチコンテスト開催 
4 … 青年部「第４０回通常会員総会」を開催
　　 女性会通常会員総会を開催　
5 … 『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
　　 エコアクション２１の認証取得を支援します
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静岡新聞SBS公認バーチャルYouTuberと
「ふくろい遠州の花火」のコラボレーションが実現!
静岡新聞SBS公認バーチャルYouTuberと

「ふくろい遠州の花火」のコラボレーションが実現!

No.331

花火代替イベント:デジタルコンテンツ部門
花火PR動画の制作と情報発信について

画像提供:静岡新聞社・静岡放送、ユニバースプロダクション

　ふくろい遠州の花火実行委員会(大会会長:袋井商工会議所 会頭 水谷欣志)では、テレビ・ラジオ・新聞
社を含むマスメディアグループとしては日本初の公認となる静岡新聞SBS公認 バーチャルYouTuber
「木乃華サクヤ(コノハナサクヤ)」とコラボレーションで、バーチャルアイドルを活用した「ふくろい遠州の
花火」の魅力を伝える花火PR動画3本を製作しました。これらの動画は、3/28より3週連続して順次公
開、8/6まで《木乃華サクヤ 公式チャンネル》でご覧いただけます。



各種補助金制度説明会を開催しました

　中心市街地及び都市計画法に定める商業地域・近接商業地域にある空き店舗（※１）を有効活用し、商業の振
興に資する事業を始める方に補助金を交付します。
　今年度より、補助対象となるエリアや業種が拡大されました。
●補助対象条件：次の①または②に該当し、なおかつ③～⑤に該当する方
　①中心市街地にある空き店舗で、営業（※２）すること。
　②都市計画法に定める商業地域及び近接商業地域に指定された区域にある空き店舗で、小売業、サービス業、
　　飲食業を営業（※２）すること。
　③開店してから24か月以上継続して営業すること。
　④空き店舗所有者と同じ世帯の方または同一生計の方でないこと。
　⑤過去にこの補助金の交付を受けてないこと。
●補助対象経費：
　①店舗内外の改装費（店舗の改装を行う年度のみ１回限り）
　②店舗の家賃（12か月分、ただし月額75,000円を上限とする。敷金・礼金は対象外）
　※申請した翌年度４月以降の家賃への補助については、改めて申請が必要です。
●補助金額：補助対象経費の３分の１（ただし、次のとおり補助限度額とします）
　①店舗内外の改装費：補助限度額20万円
　②店舗の家賃：補助限度額30万円
（※１）　お店や事務所として使用されていた施設で、１か月以上利用されていないもの
（※２）　風俗営業法第２条第５項に規定するもの、宗教活動、政治活動は除く

袋井市産業部産業政策課商業観光室　電話：0538-44-3156

袋井市の空き店舗対策事業補助金をご利用ください

　去る4月22日㈮に袋井商工会議所3階会議室において、各種補助金制度説明会を開催し、経営計画に基づく各種補
助金に関心のある企業様15名の参加をいただきました。講師は中小企業診断士・ＩＴコーディネータ・特定行政書士の資
格を有し、当所登録専門家の村越誠也さん。小規模事業者向けの補助金では、国の小規模事業者持続化補助金、静
岡県の小規模企業経営力向上事業費補助金を紹介。中小企業にも使える国の補助金として、ものづくり・商業・サービス
補助金、事業再構築補助金、ＩＴ導入補助金を紹介。静岡県の補助金では、経営革新計画促進事業費補助金、中小企
業デジタル化・業態転換等促進補助金を紹介。袋井市
の補助金として、袋井市空き店舗補助金、特産品開発
事業費補助金を紹介しました。特に年度初めは多くの
補助金の公募が開始される時期なので、計画的な申請
チャレンジの必要性を述べられました。
　当所では、各種補助金申請等にあたり個別相談会を
定期的に開催しております。先ずは、お気軽にお問合
せいただき、個別相談会のご利用をお願いいたします。
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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⬇



袋井商工会議所　伴走型支援袋井商工会議所　伴走型支援

　新年度初めての正副会頭会議の前に、各種ビジネスコンテスト上位入賞をされた3社、安間製茶（代表　安間孝介氏）、㈱内田建設
（代表取締役　内田鉱二氏）、TSK㈱（代表取締役　窪野　忠氏）の関係者が、入賞したビジネスコンテストの概要と当日審査会の様
子や舞台裏の出来事を説明し、役員との懇談や記念撮影を実施しました。
　当所の伴走型支援事業に参加されたことをきっかけに、商談会や展示会への参画、国や県の各種補助金への申請チャレンジ、専門
家個別相談の活用により、日々の精進とブラッ
シュアップしつづける継続性やその努力が評価さ
れたものと推察します。
　袋井商工会議所では、令和4年度も伴走型支
援により、会員企業の皆様へのビジネスチャンス
発掘のお手伝いをさせていただきます。

ふくろい産業イノベーションセンター
市内初のピッチコンテスト開催　当所会員企業の㈱瓦粋（代表取締役　塚本勇人氏）の海外

販路拡大に関する伴走型支援が実施できたので報告させていた
だきます。
　当所アジア産業交流委員会が静岡県海外展開支援ネットワー
クの一員であることを活かして、この度中国上海市にある伊勢丹
百貨店での展示販売に成功しました。
　静岡県上海事務所と当所アジア産業交流委員会、中国進出
サポートができるコンサルタント会社や貿易会社関係者がタッグを
組んで、常設展示までこぎつけることができました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大問題や知的財産権の権利問
題等全く予期しないアクシデントに遭遇しましたが、関係者間の協
力で、県内2例目となる商品展示につながりました。今後の販路拡
大展開が期待されます。

■受賞内容

ビジネスコンテスト上位入賞3社による正副会頭への表敬訪問

㈱瓦粋 中国上海伊勢丹百貨店での展示販売に成功！

　ふくろい産業イノベーションセンター（センター長：小笠原　敦氏）
では、令和4年3月30日㈬に、袋井市教育会館にて市内初のピッ
チコンテストを開催、参加者・関係者70名強が参加しました。
　コンテストは2部構成となり、まず基調講演として、ネオファーマ
ジャパン㈱執行役員　渡辺圭太郎氏が、「5-ALAの可能性と今
後の活用について」と題し、袋井工場でのみ製造されている
5-ALAの特徴と可能性の説明がなされました。今後は、袋井市
特産の農産物をはじめ、食品や飼料など、幅広い分野での組み
合わせが期待されます。
　次いで、登壇5社（安間製茶・㈱ジェネシス・子育てアーティスト
AURORA・TSK㈱・㈱Happy　Quality）によるピッチが実施さ
れ、各社自社と事業の概要から連携希望分野のパートナー捜し等
自信にあふれた迫力あるプレゼンテーションが行われました。
　会場は熱気にあふれ、登壇企業との名刺交換を希望する行列
が長くでき、今後に期待される雰囲気の中で無事に終えることがで
きました。
　令和4年度も前年度の実績を元に、更なる飛躍を目指しての産
学官金連携の強化をはかっていきます。

企業名 上位入賞したビジネスコンテスト名・結果 受賞内容

安間製茶 日本の宝物グランプリ全国大会
最強素材部門　準グランプリ

白葉茶つきしろ・・太陽光を遮断する独自の栽培方法により、アミノ酸の含有量
が煎茶の約３倍、玉露の約２倍高まった高品質茶。

㈱内田建設 第1回中部DX大賞　奨励賞
（国土交通省中部地方整備局主催）

現場の「超小規模ICT活用」と「現場の見える化」への取組み・・点群処理／３D測
量／ドローン活用を組み合わせることで、建設工事作業の省力化・IoT化を推進。

TSK㈱ 静岡県第1回SDGｓビジネスアワード
県知事賞　（静岡県主催）

MAGHEAT（マグヒート）・・磁石の高速回転による電磁誘導加熱装置を開発。
消費電力削減・CO2削減・高速加熱で化石燃料加熱から磁石燃料加熱へ！
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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



令和４年度 袋井商工会議所女性会 第30回通常総会開催令和４年度 袋井商工会議所女性会 第30回通常総会開催
　去る４月２５日㈪、標記通常総会を袋井新産業会館キラット２階あきはホールにて開催しました。出席会員は２１名（内、
委任状７名）で、来賓として袋井市長 大場規之 様を含め４名の方々にご臨席を賜りました。
　議決事項では、令和３年度事業報告（案）並びに収支決算（案）、役員の改選（案）、令和４年度事業計画（案）並び
に収支予算（案）の全てが可決・承認され、新役員体制の下、正式に今年度の事業がスタートしました。
　また、総会終了後には、伊藤和子県議会議員を講師にお迎えし、【静岡県が目指す「富国有徳の美しい“ふじのくに”」
に向けて！】との演題でご講演いただきました。静岡県が示す「基本理念を具体化する１２の政策」について、女性の視点
から県議の私見も交えつつ、とても分かりやすくお話ししていただきました。
　未だコロナ禍ではありますが、魅力ある事業を展開しながら新規会員を増やして参ります。

　4月20日㈬袋井新産業会館キラット「あきはホール」にて青年部「令和4年度通常会員総会」を開催しました。
　来賓には、大場袋井市長・小山衆議院議員・宮澤衆議院議員・渡瀬県議会議員・伊藤県議会議員・水谷会頭・豊
田副会頭・岡村青年部OB会長・石川静岡県連会長・鈴木浜松YEG会長・河原崎掛川YEG会長の9名にご臨席頂
き、令和3年度事業報告・収支決算報告、令和4年度事業計画・収支予算などの議案が承認されました。
　今年度は入沢会長のもと、スローガンとして「Beyond yourself～我らの成長の先に笑顔を～」を掲げ、①地域の活性
化（活気のある街づくり）、②地域との連携（地域や他団体との交流や連携）、③会員全体の活性化（委員会・定例会へ
の参加率アップ、組織率のアップ）といった重点事業３点を中心に活動していきます。青年部では、会員を随時募集して
おります。共に袋井のために活動したい４５歳以下の方のご加入お待ちしております。

青年部「第４０回通常会員総会」を開催
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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

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

袋井商工会議所　総務振興グループ
連絡先：電話 ０５３８（４２）６１５１　ＦＡＸ ０５３８（４２）９８７１

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。

ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を5/2～6/30
に実施いたします。本キャンペーンは、『商工会議所福祉制度』を会
員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立て
いただくことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金
準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えす
るものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺い
した際には、是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

＜事前説明会＞
【日　時】2022年6月9日㈭　13:30～15:30
【会　場】掛川市役所4階 会議室6 
　　　  掛川市長谷一丁目1番地の1

【参加料】無料
【申　込】5月27日㈮までに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
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　来賓には、大場袋井市長・小山衆議院議員・宮澤衆議院議員・渡瀬県議会議員・伊藤県議会議員・水谷会頭・豊
田副会頭・岡村青年部OB会長・石川静岡県連会長・鈴木浜松YEG会長・河原崎掛川YEG会長の9名にご臨席頂
き、令和3年度事業報告・収支決算報告、令和4年度事業計画・収支予算などの議案が承認されました。
　今年度は入沢会長のもと、スローガンとして「Beyond yourself～我らの成長の先に笑顔を～」を掲げ、①地域の活性
化（活気のある街づくり）、②地域との連携（地域や他団体との交流や連携）、③会員全体の活性化（委員会・定例会へ
の参加率アップ、組織率のアップ）といった重点事業３点を中心に活動していきます。青年部では、会員を随時募集して
おります。共に袋井のために活動したい４５歳以下の方のご加入お待ちしております。

青年部「第４０回通常会員総会」を開催
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『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

袋井商工会議所　総務振興グループ
連絡先：電話 ０５３８（４２）６１５１　ＦＡＸ ０５３８（４２）９８７１

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。

ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を5/2～6/30
に実施いたします。本キャンペーンは、『商工会議所福祉制度』を会
員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立て
いただくことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金
準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えす
るものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺い
した際には、是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

＜事前説明会＞
【日　時】2022年6月9日㈭　13:30～15:30
【会　場】掛川市役所4階 会議室6 
　　　  掛川市長谷一丁目1番地の1

【参加料】無料
【申　込】5月27日㈮までに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



3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－
3月のポイント「業況DIは、持ち直しの動き先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方」3月のポイント「業況DIは、持ち直しの動き先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方」

【2021年度の所定内賃金(正社員)の動向】

【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【ロシアのウクライナ侵攻によるビジネスへの影響】

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。

　全産業合計の業況DIは、▲32.7（前月比+1.2ポイント）。新型コ
ロナ感染拡大の影響に伴う巣ごもり需要による日用品などの売上
が増加した小売業や、飲食料品関連の卸売業の業況感が改善し
た。一方、18都道府県におけるまん延防止等重点措置が延長さ
れ、営業制限やイベントの中止が続く中、観光関連や対面サービス
業を中心に売上が低迷するほか、製造業では、慢性化する部品供
給制約に伴う生産調整の影響を受けた自動車関連の動きが押し
下げ要因となっている。業種を問わず、原油価格を含む資源・資材
価格、原材料費の高騰などのコスト増加が収益回復の足かせと
なっており、中小企業の景況感は、持ち直しの動きがみられるもの
の、力強さを欠く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「店舗の工事受注により売上は改善したものの、部材の
納期遅れに伴う工期長期化や鋼材などの建築資材価格の上昇
が続いており、厳しい状況」(一般工事業)「民間設備投資が停滞
しており、受注は減少。また、地域の公共工事の入札も競争が厳
しく、売上確保に苦慮している」(管工事業)

【製造業】「半導体や海外からの部品不足による国内自動車メー
カーの生産調整が続いており、受注が回復してこない。世界的な
脱炭素化の流れにより、電気自動車への転換が進んでおり、内
燃機関の開発や新規案件が減少している」(自動車部品製造業)
「土産物の需要が戻らない中、小麦粉などの原材料価格の上昇
を吸収しきれない状況となっており、来月より商品の値上げを実
施する予定」(菓子製造業)

【卸売業】「売上は堅調に推移しているが、原油や銅価格の上昇に
よる電線などの製品の仕入価格が大幅に上昇しており、販売価
格への転嫁を取引先と交渉している」(一般機械器具卸売業)
「消費者への直売や価格転嫁の取り組みの成果もあり、売上は
維持している。ただし、先行きについてはロシアによるウクライナ侵
攻に伴いロシア産の冷凍魚の輸入が困難になると見込んでおり、
さらなる仕入コスト上昇を懸念している」(水産物卸売業)

【小売業】「食料品の売上が堅調に推移し、業況は改善。ただし、先
行きの感染状況に伴う来店客数など不透明な部分が多く、手探
りで営業している」(総合スーパー)「欧州のメーカーを中心に入荷
が滞っている。春の新生活シーズンを迎え、筆記用具の需要が高
まる時期に商品不足となり、販売機会の損失が生じている」(文房
具小売業)

【サービス業】「前年同月に比べ、学生をはじめとした来客が増えて
おり、業況は改善。原油高に伴い仕入商品の一部が値上げされ
るため、今後の採算悪化を懸念している」(公園・遊園地)「例年
開催されるマラソンイベントの中止や歓送迎会などの需要が低迷
し、売上の減少が続いている。光熱費や小麦粉、食用油などの値
上げもあり、経営環境はますます厳しくなっている」(飲食業)

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３２．７ ▲２３．６ ▲２５．０ ▲３３．３ ▲４０．９ ▲３９．０

関東 　 　 　 　 　

▲２５．９ ▲２４．１ ▲９．６ ▲２１．２ ▲４１．０ ▲３２．１

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２８．８ ▲２６．７ ▲２４．４ ▲３７．３ ▲３６．２ ▲２４．７

関東 　 　 　 　 　

▲２６．３ ▲３０．４ ▲１８．４ ▲３６．５ ▲３０．５ ▲２３．９

　 　 　 　
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：2022年3月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2022年4月～2022年6月）
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お問合わせ：

申請期間　2022年3月1日㈭～6月30日㈭
給付対象　①又は②に該当する中小企業・個人事業者が給付対象となり得ます。
　　　　　①飲食店への時短要請等の影響を受けていること
　　　　　②外出自粛等の影響を受けていること
売上要件　2022年2月・3月の売上が、2019年、2020年又は2021年の同月（比較月）と比較して20％以上30％未満
　　　　　減少していること
給 付 額　中小法人　10万円　　個人事業者　5万円　※定額・1回限り
ＵＲＬ： https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/jigyoukeizoku-ouenkin.html
問合せ：静岡県経済産業部商工業局（コールセンター）　☎0120-371-060

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内
■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申請サポート等経営相談会　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

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援
中小企業・個人事業者のための『事業継続応援金』

日時 内容 専門家等
6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
6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

日時 内容 専門家等
6月9日㈭
9：00～ 15：30 ・親族内承継　・第３者承継　ほか 静岡県事業承継・引継ぎセンター

エリアコーディネーター

日時 内容 専門家等

7月14日㈭
13：30～ 16：00

法律相談（トラブル、整理ほか） 弁護士法人佐々木・髙平法律事務所
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（インボイス制度、記帳、節税　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

日時 内容 専門家等
5月23日㈪・24日㈫・26日㈭・27日㈮・
　 30日㈮・31日㈫・
6月1日㈬・14日㈫・15日㈬・28日㈫
9：00～16：00

事業復活支援金・県事業継続応援金・
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 ※詳細は同封のリーフレットをご覧ください

中小企業診断士
　豊田 和之 氏
　村越 誠也 氏
　竹内 康博 氏
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順位 事業所名 氏名 ＯＵＴ ＩＮ グロス ＨＤＣＰ ネット
1 ＫＡＭＩＹＡ㈱ 神谷　隆司 ４１ ― ４１ ６．０ ３５．０
2 中村　真也 ― ５１ ５１ １５．６ ３５．４
3 窪野　　來 ４４ ― ４４ ８．４ ３５．６
4 井向　利秀 ５０ ― ５０ １４．４ ３５．６
5 東豊自動車㈱ 天野　弘之 ― ４９ ４９ １３．２ ３５．８
6 丸勝産業 鵜島　敏勝 ４９ ― ４９ １３．２ ３５．８
7 ㈲マルコー 尾崎　　亮 ４９ ― ４９ １３．２ ３５．８
8 杉森　英雄 ― ４２ ４２ ６．０ ３６．０
9 竹内　安彦 ４１ ― ４１ ４．８ ３６．２
10 南谷　邦生 ― ５２ ５２ １５．６ ３６．４

※）グロス，ＨＤＣＰが同じ場合は年長者が上位になります。

（１）男性　参加人数９４人
順位 事業所名 氏名 ＯＵＴ ＩＮ グロス ＨＤＣＰ ネット
1 ㈲グリーン 山田　義晴 ― ４０ ４０ １．２ ３８．８

（２）女性　参加人数６人
順位 事業所名 氏名 ＯＵＴ ＩＮ グロス ＨＤＣＰ ネット
1 ラウンジ櫂 竹田　恭子 ― ４７ ４７ ９．６ ３７．４

第26回 袋井商工会議所会員親睦ゴルフ大会開催

新入職員のご紹介

編集
後記
編集
後記

 去る４月１４日㈭、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から２年間中止していた会員交流事業「会員親睦ゴルフ大会」
を、３年振りに開催致しました。
　前日の天気予報では降水確率が高く雨の心配をしていましたが、当日は殆ど降ることがなく太陽も顔を覗かせるなか、会
場となった静岡カントリー袋井コースには総勢１００名のプレーヤーが集いました。春の日差しを体で感じながら、シングルクラス
の方も初心者クラスの方も思い思いに楽しまれ、珍プレー・好
プレーがあちらこちらで見られたように思います。　
　また、今回は密を避ける目的から、表彰式・懇親パーティー
は自粛しました。新しく試みたハーフプレーでの集計によって
順位を出し、お帰りの際に順位賞・協賛品・参加賞等をお渡
しすることでスムーズな流れができました。来年以降も、より多
くの皆さまに楽しんでいただけるよう企画・開催して参ります。
　尚、上位入賞者は次の皆さんです。

㈱サンワＮＥＴＳ、遠州トラック㈱、
丸尾興商㈱、塚本建設㈱、
㈱ライフサポート、
法多山名物だんご企業組合、
㈱静岡カントリー袋井コース、㈱タイセイ、ワコーゴルフクラブ、遠州和の湯、㈱八ケ代造園、ＶＲゴルフ パーシモン
※本大会にご協賛賜りました会員事業所の皆様、本当にありがとうございました。

①順　位

②ベストグロス

協賛事業所

　昨今、自動車業界は１００年に一度の変革期と言われ、二酸化炭素を撒き散らすガソリン車は、そう遠くない将
来に生産が終了すると言われています。ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ等々、環境に優しい機構の車両が次々に完成品として
世に出され、今や待ったなしとなった地球温暖化対策への効果が徐々に表れてくることでしょう。しかしながら、先
日知人と「官能的なエンジンサウンドを沢山聴いてきた我々世代に、モーター音の車は馴染むことがないよな」と話
をしました。当時、真剣に購入を検討したＮＳＸ－Ｒ、現存する個体は果たして何台あるのだろう・・・（Ｎ．T）

皆様はじめまして。４月から受付におります、橘ゆきです。
住まいが隣の森町なので、この袋井市は学生時代からとても馴染みのある場所です。
前職も袋井市でした。これから、この袋井市の魅力をたくさんお伝えできるよう、また地元

の皆様のお力に少しでもなれるよう努める所存です。人と話すことが好きなので、笑顔で
明るい接客を心がけてまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
【趣味】登山・ランニング、身体を動かすこと、旅行、お金の勉強
【興味のあること】起業家の皆様の考え方
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