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2 … 第５９回 通常議員総会を開催
　　 全国商工会議所専務理事会議にて 事例発表を行いました！！　
3 … 経営革新計画承認企業
　　 Hanalei身体メンテナンス／㈱ＥＩＫＯ ＥＣＯ／㈱山下金型 
4 … 「ＩＴを活用した販売強化販路開拓セミナー」を開催しました
　　 60～70歳で再就職を希望する方を応援します！
5 … 女性会主催「リンパケアセミナー」開催／青年部「コロナ禍を
　　 乗り切るためのパネルディスカッション＆グループ」を開催
6 … LOBO ―商工会議所早期景気観測調査―
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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
　　 経営安定特別相談室のご利用を【相談無料・秘密厳守】
　　 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 … 女性会新規会員大募集！！
　　 そろばんグランプリ２０２２年度　静岡県大会優勝
　　 編集後記
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問い合わせ先：ふくろい応援商品券申込事務局  ☎050-3490-0022  7/11（月）～8/31（水） 平日のみ9：30～17：00

有効期間 令和4年8月26日（金）～令和4年11月30日（水）発行：袋井市

B券 応援券 この券はスーパー、ドラッグストア、
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令和4年8月26日 　～11月30日 水金商品券の利用期間 令和4年8月26日 　～11月30日 水金商品券の利用期間

市内の登録取扱店舗 専用ホームページでご確認ください。
（A券とB券によって使える店舗がちがいますのでご注意ください）
令和4年8月26日（金）～11月30日（水）
専用ハガキ又はWEBによる事前申込。後日、希望者へ
引換通知書を郵送。（1人1回申込限り有効）
令和4年7月11日（月）～7月28日（木）ハガキ必着 WEB12：00まで
令和4年8月16日（火）以降順次発送

令和4年8月26日（金）～9月30日（金）
（申込時に引換場所を選択してください。）

抽選となった場合、引換通知書の発送をもって
当選とさせていただきます。

お１人様５冊までお１人様５冊まで

市内在住、在勤、在学
購入対象者

●商品券は市内の取扱店（登録制）でご使用いただけます。
●有効期限は令和4年11月30日（水）までです。有効期限を過ぎた券は使用できません。
●商品券は交換、売買、現金と引換えできません。また、釣銭はでません。
●盗難、紛失または滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。

●商品券はいかなる場合も再発行いたしません。
●商品券は次の場合には使用できません。
・ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いもの及びたばこの購入、仕入れ等の事業資金
・株式・先物・宝くじなどの金融商品、土地・家屋等の不動産の支払い
・国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払い
・担保に供し、または質入れすること

「ふくろい応援商品券」の
ご利用について

フッピー
©袋井市
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発送

令和4年8月16日（火）から
順次発送
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順次発送

商品券の
購入申込

令和4年7月11日（月）～
7月28日（木）必着

令和4年7月11日（月）～
7月28日（木）必着

2次募集は行いません。必ず事前にお申し込みください。

ハガキによる申込

申込方法

申込専用ハガキ（※）に住所、氏名、電話
番号、購入冊数、引換場所（①～⑤を選ん
でください）、市内在勤者はお勤め先とお
勤め先の電話番号、市内通学者は学校名
を記入の上、郵送してください。

https://fukuroi-coupon.com
専用ホームページ

ＷＥＢからの申込

7月28日木月～7月11日
令和4年 必着

Ｎｏ. 引換場所

①

②

③

④

⑤

おすすめおすすめ

※申込専用ハガキ付きの応募チラシは、7月14日（木）に新聞折込、公共施設等に配架します。

商品券の申込みから利用までの流れ商品券の申込みから利用までの流れ

取扱店舗

利用期間
販売方法

申込受付期間
引換通知書の発送

引換期間

申込
受付期間

専用ハガキ、または専用ホー
ムページの申込フォームか
らお申込ください。
ハガキ 7/28（木） 必着
WEB  7/28（木） 12：00まで

引換通知書を封書にて
お送りいたします。

引換通知書と代金を持参し、
申込時に希望された商品券の
引換場所にて、ご購入（引換）
をお願いします。

上記の期間において、取
り扱い店舗にてご利用
いただけます。

60,０００冊発行冊数

購入には事前の
申し込みが必要です！

１冊
２,０00円分
お得！！

１冊 10,000円10,000円（１,０００円×１２枚綴）

どまんニャか
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商品券の引換場所

袋井市月見の里学遊館
（袋井市上山梨4丁目3番地の7）

9：30～16：00

8/26（金）～8/28（日）

8/30（火）～9/30（金）
平日のみ浅羽町商工会

（袋井市浅名979-1）

さわやかアリーナ袋井市総合体育館
（袋井市久能1912-1）

袋井市浅羽支所
（袋井市浅名1028）

袋井商工会議所
（袋井市高尾1129-1 Pなし）

時　間期　間

▲A券（共通券
）

A券（共通券）・・・商品券1枚当たりの額面は1,000円（8枚）全ての取扱店でご利用できます。
B券（応援券）・・・商品券1枚当たりの額面は1,000円（4枚）スーパー、ドラッグストア、
                     ホームセンター、家電量販店ではご利用できません。

▲B券（応援券）
一冊の中に
商品券が2種類
ございます。

WEBまたはハガキどちらかの
お申込み １人１回限り有効

商品券商品券援応第  弾3 くくろろいいふふくくろろいいふふ袋井で

買って
食べて
利用して！！

ふくろい応援商品券第3弾を販売します！ふくろい応援商品券第3弾を販売します！
事前申込
締め切り

購入には事前の申込が必要です。

専用ハガキ：7月28日㈭必着  WEB：7月28日㈭12：00まで

公共施設等に設置してあります申込専用ハガキに、住所、氏名、電話番号、
購入冊数、引換場所、市内在勤者はお勤め先とお勤め先の電話番号、
市内通学者は学校名を記入の上、郵送してください。

申
込

方
法 https://fukuroi-coupon.com

ＷＥＢからの
申込専用ホームページ

ハガキによる申込



全国商工会議所専務理事会議にて 事例発表を行いました！！
　5月19日㈭・20日㈮全国商工会議所専務理事会議がホテルグランヴィア広島で開催され、川越専務理事が出席しました。
　リアル・オンライン合わせて全国から374名の専務理事が出席、来賓に、広島県知事・広島市長・経済産業省中国経済産
業局長・広島商工会議所会頭を招いて、盛大に開催されました。初日の全体会議では、『強く豊かな日本を創るためにCCI
が果たすべき役割』をテーマに、中小企業庁次長から中小企業政策と経営力再構築伴走支援の説明、広島県府中商工会
議所の20年度青年部会長からクラウドツールを利用した自社の取組と商工会議所への期待について語っていただきました。
　その後、管内商工業者数により5つにグループ分けした規模別懇談会に移り、事例発表として、川越専務理事が【デジタ
ル技術を活用した国際交流について】と題して、①袋井市及び当所の概要②袋井新産業会館キラット・まちづくり会社の状
況③アジア産業交流委員会④ふくろい遠州の花火⑤ベトナム商工会議所を中心とした海外とのオンラインミーティング・セミ
ナー等、20分に亘り説明しました。終了後、コロナ感染症対策を十分にとった上で、約400名による懇親会が行われました。
　翌日は、座長から規模別懇談会の概要報告や日本商工会議所から各種報告・全体統括がなされ、最後にサンフレッ
チェ広島の仙田社長から“サッカーが広島に与えた勇気”と題して講演が行われました。

　去る6月21日㈫袋井新産業会館キラット2階あきはホールにて、第59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60名のご出席をいただき、開催しました。
　総会の冒頭に水谷会頭は、「資源・原材料価格の高騰、円安の進行で企業物価指数、消費者物価指数が上昇している
が、中小企業の多くは価格転嫁が出来ていない。デジタル化による生産性の向上などで競争力を高めていけるよう商工会議
所も支援を続けていきたい。」と挨拶しました。続いて、関東経済産業局長表彰、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、2021年度事業報告案及び収支決算案が異議なく承認されました。
　議事終了後、2022北京冬季オリンピック フリースタイルスキー・男子モーグルに日本代表9位に入った杉本幸祐選手から
地元企業からの応援のお礼と今後も引継ぎ支援をお願いしたいとの挨拶がありました

第５9回 通常議員総会を開催第５9回 通常議員総会を開催

◆関東経済産業局長表彰　　　　　　　　　　 会頭　水谷 欣志　様
◆関東商工会議所連合会ベストアクション表彰　監事　永田 博志　様
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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⬇



　弊社は、自動整体マシン「セラゼムマスターV３」の普及を通じて
アクティブレスト事業モデルの構築に努めております。
　アクティブレストとは、①軽い有酸素運動　②整体やマッサージ
③セラピーを組み合わせて短時間で積極的なストレス解消やリフ
レッシュ効果を生み出す方法です。
　自動整体マシン「セラゼムマスターV３」を企業様やサロン店様に
導入していただき、皆様の健康を側面からお手伝いします。更に、メ
ンテナンスサービスや交流会を提供し、機器の故障を未然に防ぐと
共に、利用者同士の情報交換の場を提供いたします。
　「セラゼムマスターV３」の耐用年数は10年ですが、定期的なメン
テナンスで寿命を延ばすことができます。本製品は韓国製のため
メーカーによる定期的なメンテナンスが受けられないため、弊社が
メーカーによる講習を受けてメンテナンスサービスを行います。お客
様には定期的
なメンテナンスの
通知を行い、メ
ンテナンス時に
は情報提供、新
製品、サービス、
交流会などの
案内を行って、
継続的なアク
ティブレスト事業
モデルを構築し
ます。

　弊社は、袋井市方丈にてベトナム料理レストラン「Bun Cha Ha 
Noi」、ベトナム食料品の販売、中古バイクの販売を行っております。
とりわけ、ベトナム食材の販売に関しては、在留ベトナム人宅への配
達も増えてきております。
　現在、全国には45万人の在留ベトナム人がおり、また、袋井市・磐
田市・掛川市・森町には約1,300人が居住しています。彼らの交通手
段は主に自転車であり、近隣のスーパーで買い物するしかなく、言葉
の壁もあり日常生活に苦労しています。また、ベトナム特有の食材は
一般のスーパーでは入手ができません。
　今回の経営革新は、日本語での会話や移動手段に困っている在
留ベトナム人のためにベトナム食材の店舗販売から、①全国の在留
ベトナム人を対象にしたインターネット販売。②近隣市町の居住地付近
まで出向く移動スーパーの事業展開を図り、在留ベトナム人の食の
ニーズに応えると共に、買い物を通じた在留ベトナム人同士のコミュニ
ケーションの場を提供し
て、生活の不安や困りご
との解消に繋げます。
　インターネット販売は、今
年3月にヤフーショッピング
と自社ECサイトにて販売を
開始しました。移動スー
パーに関しては、当面は自
家用車で試行販売を行
い、その後、移動販売車を
購入して本格
的な移動スー
パーに移行す
る計画です。

　弊社は、1970年に創業し、自動車・ＯＡ機器・家電で使用するコネクター用の超精密射出成型用金型・同部品の製造を行っております。
複雑化する形状、新素材の成形樹脂など多様化・高度化するユーザーニーズに応え、アジアへも事業展開を図っております。
　今回の経営革新は、当社が保有する樹脂金型の設計・製造技術及び樹脂成型品製造設備を活用して、①家庭菜園の為のオリジナル
園芸用品群の開発と製造販売　②複雑形状樹脂部品の３Ｄ造形の設計から制作を行い、事業の多角化と設備の有効活用を図ります。
　オリジナル園芸用品に関しては第1弾として「防鳥ネット用支柱カバー」「粒剤農薬の小型散布器」「忌避剤ペットボトルの雨よけキャップ」
の樹脂製商品を計画しています。更に第2弾も検討して商品の拡充を図り、樹脂成型設備の活用及び稼働率アップに繋げます。
　また、３Ｄ造形サービスは、当社の３Ｄ設計技術や高性能３Ｄプリンタを活用して、関連部品メーカーや医療用部品メーカー、大学の研究機
関などの試作や小ロットの樹脂部品の生産を受託し事業の多角化を図ります。
　今後、ホームページへの掲載、ＳＮＳの活用、ＥＣサイトを構築するなどして、オリジナル園芸用品の
販路開拓に努めていきます。

経営革新計画承認企業 ㈱山下金型
テーマ 樹脂金型設計製造技術を活かした園芸用品開発と３Ｄ造形サービスへの取り組み

企業概要企業概要
【企業名】株式会社山下金型
【代表者】代表取締役 山下浩一
【所在地】袋井市広岡3276番地の2
【業　種】金型設計製作
【 T E L】0538-42-0167
【U R L】https://www.y-mold.co.jp/

経営革新計画承認企業 Hanalei身体メンテナンス
テーマ メンテナンスサービスの提供による

持続的アクティブレスト事業モデルの構築

経営革新計画承認企業 ㈱ＥＩＫＯ ＥＣＯ
テーマ 在留ベトナム人に向けた

ベトナム食材販売事業の展開

企業概要企業概要
【企業名】株式会社EIKO ECO
【代表者】代表取締役 ドァン・ソン・トゥン
【所在地】袋井市方丈１丁目４番地の６
【業　種】飲食業、食料品販売、中古バイク販売
【 T E L】0538-74-2271
【U R L】https://ceragem-salon.com/

企業概要企業概要
【企業名】Hanalei身体メンテナンス
【代表者】青島由美恵
【所在地】袋井市湊882-1
【業　種】美容機器販売、リラクゼーション
【 T E L】0538-74-5895
【U R L】https://ceragem-salon.com/
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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



「ＩＴを活用した販売強化販路開拓セミナー」を開催しました「ＩＴを活用した販売強化販路開拓セミナー」を開催しました
　去る6月20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「ＩＴを活用した販売強化販路開拓セミナー」を開催し38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。
　キャッシュレス決済の動向として、大手PayPay決済では2021年9月時点で、アカウント登録数4200万人、登録店舗
数344万か所以上、決済回数は月平均で2.6億回を超えており、2021年4月～9月までの半年間で16億回を突破する
など、前年同期間との比較で1.8倍となっており、キャッシュレス決済の浸透が伺えます。また、ＩＴを活用したコロナ禍で
の情報発信・販促事例では、Googleマイビジネス、LINE公式、Instagramを併用し、来店促進を促す仕組み、ネット
で目を引き購入してもらえる仕組みを作ることが重要であり、同時にGoogleマイビジネスはネットにおける最重要広告媒
体として最大限活用してほしいと述べ、最後に使える補助金制度の説明をいただきました。
　会社ビジネスにおけるＩＴ化の重要性は今後も拡大が予想されます。当所でも、ITに関する各種セミナー・説明会を
今後も計画しますので、是非、参加をご検討ください。
＜参加者の感想＞
・今すぐ使えそうな知識について事例を交えて教えていただき、よく
わかりました。
・様々なITを組み合わせて活用することによって販促をかけていく
ことが重要であるということが理解できました。ターゲットをしっかり
と定めた上で、何を活用するのが効果的であるのか見極める必
要があると感じました。
・Instagram、LINE＠の設定について、もっと教わりたいです。
・Googleをもっと効果的に、写真をたくさん用いて、絞ってお金を
あまりかけずにできることからやっていきたい。
・自分が「客」の立場で利用していたIT広告の店側のことが理解
できた。補助金の紹介では、「何かやってみよう」と思うモチベー
ションアップに繋がった。
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剪定・伐採・庭造り

〒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

青年部「コロナ禍を乗り切るためのパネルディスカッション＆グループワーク」を開催
　6月16日㈭袋井新産業会館キラット「あきはホール」にて青年部6月定例会「コロナ禍を乗り切るためのパネルディスカッ
ション＆グループワーク」を開催しました。
　会の冒頭で、事前に会員事業所164社から回答頂いたアンケート調査結果について、コロナ禍で景気が悪化した企業
が多いこと、政府の給付金など各種支援策やテレワークの導入によって対応していることなどを報告しました。
　パネルディスカッションでは、鈴木副市長、㈱西山技研・西山社長、㈱ひしだいパックス・寺田社長、丸尾興商㈱豊田専
務の4名をお招きし、青年部・入沢会長を交え、コロナ禍での各社の取り組み・行政としての取り組みについて意見交換
を行いました。
　最後に、グループワークとして、青年部メンバーに市役所職員を交え、業種ごとにコロナ禍を乗り切るための創意工夫を
情報交換し、通信販売を始
めたり、デジタル化を推進した
りといったアイデアが出され、
参加者は熱心に耳を傾け参
考にしていました。
　青年部政策提言委員会
では、引き続き会員の声を元
に、行政に政策提言していく
よう努めていきますので、ご
支援ご協力をお願いします。

女性会主催「リンパケアセミナー」開催
　去る6月17日、女性会主催事業として「リンパケアセミナー」を行いました。
　講師は、今年度から役員に就任したＣｏｚｙ Ｓｔｙｌｅの熊切千晶さんにお願いしました。
　内容は、リンパケアが何故必要なのか・どのような効果があるのか　というところから始まり、血液の流れを良くするマッ
サージや顔のむくみを取り除く方法・肩こりや頭痛を和らげるストレッチなど、自分の体は自分で改善できることを理論的に
分かりやすくご指導いただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　参加された皆さんそれぞれが、ご自身のウイークポイントを解消するため真剣に取り組まれ、また、分からないところがあれ
ば適宜講師に質問するなどし、
体質改善に向けて真摯な姿勢
で向き合っている姿がとても印
象的でした。
　今後もニーズがあれば、この
ような事業を開催していく必要
性を確認し、講師からは、何か
疑問点等あれば後日個別に対
応することも可能なので遠慮な
く聞いてほしいといった、ありが
たいお言葉をいただきました。
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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、活動回復で個人消費が持ち直し、改善先行きは、価格転嫁が追いつかず、厳しい見方」5月のポイント「業況DIは、活動回復で個人消費が持ち直し、改善先行きは、価格転嫁が追いつかず、厳しい見方」

【2022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】
【2021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。

全産業合計の業況DIは、▲20.4（前月比+5.3ポイント）。３年ぶりの
行動制限のないゴールデンウィークで人の流れは回復に向かい、外
食・宿泊関連のサービス業、百貨店・土産品販売等の小売業で業
況が改善した。また、個人消費の回復により、卸売業も業況が改善
した。一方で、資源・資材価格の高騰・供給不足の長期化により、
製造業は改善するもその動きは鈍く、建設業では業況悪化が継続
した。資源・資材価格の高騰スピードは速く、増加したコストに見合う
価格転嫁は行えていない。価格転嫁の遅れは引き続き企業の収益
回復の足かせとなっているものの、活動回復による個人消費の持
ち直しに下支えされ、中小企業の景況感は改善の動きが見られた。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「資源価格の上昇、建築資材の高騰が続いている。工事
を受注しても、建築機械の納期が遅れ、工事期間が長期化して
いる。赤字受注になりかねないため、受注を足踏みすることもあり、
厳しい状況が続く」（一般工事業）「民間の建築案件が激減して
おり、競合他社との受注競争が激化している。採算割れ覚悟で
受注する事態も起きている」（建築工事業）

【製造業】「少しずつ消費者の意識が活動的になっており、売上に
も結び付いている。コロナ禍で生まれた新しい需要を事業に反映
し、今後も売上改善を図っていく」（酒類製造業）「仕入れコストの
増加が著しいが、採算の厳しい製品については、客先に事情を
話して販売価格へ反映を行っている」（金属加工機械製造業）

【卸売業】「食料品や飲料の需要は回復してきている。一方で、仕
入価格の上昇や包装資材の値上げは継続しており、販売価格
への転嫁対応に迫られている」（食品・飲料卸売業）「中止になっ
ていたイベントが実施され始めたため、消費意欲の回復による売
上増加を期待する」（衣服・日用品卸売業）

【小売業】「ゴールデンウィークでのお出かけが増加したことに加え、5
月は天候・気温も安定していたため、春物や夏物を中心にアパレ
ル製品の需要が増えた。昨年と比較しても、堅調に推移しており、
今後の消費にも期待する」（婦人服小売業）「久しぶりに行動制
限のないゴールデンウィークで観光客が増加したことで、土産品や
飲食関係の売上が増加した」（百貨店）

【サービス業】「客足も戻り、売上が増加。業況も改善に向かって
いる。原油価格の高騰によるコストアップは注視していく必要はあ
るが、来月以降も好転が継続していく見込みである」（宿泊業）
「コロナ禍も収束の傾向が見受けられ、ゴールデンウィークには客
足も伸び、外食産業に良い影響が出てきた」（飲食店）

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２０．４ ▲３１．３ ▲１５．４ ▲２０．２ ▲３１．８ ▲９．３

関東 　 　 　 　 　

▲１７．９ ▲２９．９ ▲１３．９ ０ ▲２８．８ ▲１４．０

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２３．６ ▲２７．７ ▲２２．２ ▲２５．３ ▲３５．１ ▲１２．７

関東 　 　 　 　 　

▲２３．４ ▲２８．６ ▲２０．０ ▲１１．７ ▲３６．５ ▲１８．４

　 　 　 　
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5月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2022年6月～2022年8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　1.22％（令和4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

経営安定特別相談室のご利用を【相談無料・秘密厳守】
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

■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

■事業環境変化対応型支援事業個別相談会　完全予約制

会場：袋井商工会議所　予約、お問合せ ＴＥＬ 0538-42-6151  Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

〇詳細はお問合せください〇

〇詳細はお問合せください〇

日時 内容 専門家等
8月12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
7月21日㈭
9：30～16：00 創業、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
8月12日㈮
9：00～ 15：30 親族内承継、第3者承継　ほか 静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

エリアコーディネーター

日時 内容 専門家等

9月8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
7月20日㈬・26日㈫・
8月3日㈬・9日㈫・17日㈬・23日㈫
9：00～16：00

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

中小企業診断士
　村越 誠也 氏
　竹内 康博 氏
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～～ そろばんグランプリ２０２２年度　静岡県大会優勝 ～～

令和４年度通常総会 リンパケアセミナー

編集
後記
編集
後記

袋井商工会議所女性会は、会員事業所の女性経営者や社員の方を中心として組織され、研修会や親睦事業・各
種セミナー、ボランティア活動などを行っております。
ウクライナ情勢や、長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、国内の経済状況が目まぐるしく変化する昨今、
自助努力も大事ですが相互に助け合い、士気を高め合いながら難局を乗り越えて参りましょう！　年齢は問い
ません。皆さまのご加入を心よりお待ちしております。

会長　柴谷幸子

・パソコン教室（年１２回）　　
・ソープフラワーアレンジメント講座（５月）
・グーグルビジネスプロフィール講座（５月）
・リンパケアセミナー（６月）　・ＳＮＳ販売戦略セミナー（７月）
・女性起業家支援セミナー（６月、８月、１０月、１２月）
・動画作成講座（調整中）　　・営業に活用スマホ教室（９月）
・コミュニケーション力向上講座（１１月）
・教養講座（１２月）　　　　　・新年会（１月）
・確定申告対策講座（１月）
・インボイス制度についての講座（２月）
・役員会（年６回）　　　　 　・会報「芽ぶ樹」発行

　去る４月２４日、静岡商工会議所で開催された「そろばんグランプリ２０２２年度　静岡県大会」のジュニア部門個
人総合競技で、武田一麦さん（入手そろばん教室所属　小６）が、見事優勝されました。しかも、好成績に花を添え
る「満点」での優勝です。
　普段から、試験や大会を想定して珠算・暗算の勉強に取り組んでいる一麦さんですが、７月に神戸市で行われる
全国大会出場に向け、「（県大会同様）満点を目標に、優勝をするつもりで一所懸命頑張って来ます！！」と、心強い
抱負を聞かせてくれました。
　当所職員一同、遠く袋井の地から声援
を送らせていただきますので、是非、日本
一を目指してこれからも努力を惜しまずに
前へ進んでいってほしいと思います。

【主な事業計画】

【お問い合わせ】　袋井商工会議所女性会　事務局　電話０５３８（４２）６１５１
　　　　　　　  E-mail　fkcci@fukuroi-cci.or.jp

ボクシングの世界三団体統一王座に輝いた“モンスター”井上尚弥選手。ドネア選手との試合の様子をリアルタイ
ムでご覧になった方も大勢いることと思います。
高校生の頃から、その類まれなセンスの良さと優れたテクニックで脚光を浴び、プロデビュー後は２３戦無敗という
恐ろしいまでの強さを見せつける本人の陰で、父親でありトレーナーでもある真吾氏がこんな発言をしていました。
「周りから、やれ天才だ、生まれつきの恵まれた才能だ、などと言われるが決してそんなことはない。家賃の安い狭
いアパートで慎ましい生活をしながら、毎日毎日基本的な練習をコツコツと積み上げてきた賜物。ナオは大したもん
だよ。その一言だけ。」と。今後、階級を上げても快進撃を続けることでしょう。イケメン且つ無敵のＢＯＸＥＲ、随分
年下ですが男として憧れてしまいます。（Ｎ．T）

たけだ かむ

～～私たちと一緒に 楽しく活動しませんか～～

袋井商工会議所  女性会新規会員大募集！！

４０代から５０代の経営者急増中です！
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