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西　暦 歳 事　　　　　項

1882年 0 5月20日、静岡県袋井市油山寺門前に生まれる。
名は慎一郎　驥山は号。

1887年 5 僅か五歳にして大丈夫を書く。
1894年 12 明治天皇銀婚式典に孝経・出師表を諳書。天覧の栄を賜る
1901年 19 小室屈山に学び、驥山の号を受く。
1904年 22 長崎市皓台寺方丈・霖玉僊禅師に師事。5年間修業
1951年 69 書道界初の日本芸術院賞　受賞作品
1952年 70 旅日記執筆　万座温泉紀行
1961年 79 日本芸術院会員に就任。
1962年 80 財団法人　驥山館開館。（長野県長野市篠ノ井）
1989年 87 4月6日逝去。従四位追賜。

酒ハウス・ヤマヤ 袋井市方丈３-５-５ 0538-42-2541
永田屋 袋井市太田６３-２ 0538-42-4418
武内酒店 袋井市上山梨４-１-２（パティオ内） 0538-48-6035
ヤマジ酒店 袋井市川井４１６ 0538-43-3534
よろずや酒店 袋井市高尾町２０-９ 0538-42-2311
リカーズ プラスワン 袋井市山名町３-１（とれたて食楽部内）0538-44-2441

　令和4年5月18日㈬、地域が誇る書家「川村驥山先生」の油山寺内墓前にて、3年ぶりとなる献酒式を行いました。今
年は川村驥山先生の生誕140年、ふくろいの酒「驥山」が誕生して15年の記念の年となります。水谷会頭は「コロナ禍の
影響が少し落ち着いてきているので、驥山を飲んでもらえる機会が増えることを期待している。今後も先生の功績を伝えて
いきたい。」とあいさつしました。ふくろいの酒「驥山」の製造は、袋井唯一の酒蔵“國香酒造”。やわらかで淡麗辛口、冷で
も燗でもおいしくいただけます。製造の取扱店は下記の通りです。是非お問い合せの上、お買い求めください。

「驥山」取扱店（順不同）

川村驥山 略年表



ヤマドア㈱　新宿マルイ本館での展示販売に成功！
　株式会社西山技研（住所：袋井市川井1360-4、代表取締役社長：西山　智）は、輸送用機器製造の技術力を活
かし、新事業分野への進出と販路開拓にチャレンジしています。
　その一環として、グループ企業のヤマドア株式会社は、キャンプやBBQの用品を取り扱うアウトドアブランド「FIRE 
BANK（ファイアバンク）」を新たに立ち上げ、製品の開発・製造・販売を行っています。
　去る３月２５日～３１日には、新宿マルイ本館（東京都）にてポップアップストア（期間限定店）を開設し、新規ユーザー
層へのアプローチを試みました。
　通常はネットショップのみでの販売となりますが、今回は店頭でお客様からのご質問やご要望を直接伺うことができ、
今後の製品開発や販売展開への大変良いヒントを得ることができました。
　また、昨年末より袋井
市のふるさと納税返礼品
としてFIRE BANK製品
を販売するという活動も
行っており、今後も様々な
方法で販路開拓を進めて
参ります。
　商工会議所の伴走型支
援メニューも、これから機会
が合えば参画を検討します。

　ふくろい遠州の花火実行委員会（会長：袋井商工会議所　水谷欣志会頭）では、去る5月26日㈭に花火
開催検討会議を行いました。
　実行委員会においては、2022年の花火大会実施に向け準備を進めて参りましたが、新型コロナウイルス
感染症に対応した来場者や関係者等の安全・安心対策の実施が困
難と判断し、花火大会の開催中止が決定されましたのでお知らせ致し
ます。

※開催中止の決定に至った大きな理由は、下記の３つになります。
（１）コロナ禍における国のガイドラインに沿った感染防止策が実施・徹底でき

ない
（２）有料観覧エリア会場以外の自由席観覧客を対象とした密集回避や参加

者の把握・管理はできない
（３）会場周辺の雑踏対策に関して、来場者・関係者等に向けての安全・安心

対策が実施・徹底できない

ふくろい遠州の花火2022開催中止についてふくろい遠州の花火2022開催中止について
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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⬇



～任期満了に伴う役員・議員改選が行われます～

商工会議所の議員とは？ 各号議員選挙の概要と議員定数

議員の種類

1号議員選挙の概要（定数56名）

2号議員選挙の概要（定数32名）

3号議員選挙の概要（定数11名）

議員選挙・選任スケジュール（予定）

令和4年度は議員改選の年です

商工会議所は、地区内における商工業の総合的な改
善・発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資す
るための総合経済団体です。
商工会議所では「商工会議所法」に基づき、商工会

議所の会員事業所より議員を選ぶこととなっています。
商工会議所の議員は会議所の最高意思決定機関と

して設置されている議員総会の構成員となり、地域経済
人として産業界の地域発展に寄与するという重要な職
責を担っています。
議員の任期は３年。今回選出される第１１期議員の任

期は令和７年１０月３１日までです。

商工会議所の役員は、広く商工業者の意見を反映さ
せるため、選挙や専任の方法によって１号議員・２号議
員・３号議員に区分されています。
これらの議員の選挙、選任は８月から１０月にかけて、２
号→１号→３号の順で行われます。選出が終われば、議
員は全て同一の資格を有します。

１号議員は商工会議所会員および、会員以外の特定
商工業者の選挙によって選ばれます。
立候補の届出は、本人自ら立候補する方法と、本人の

承諾を得て候補者推薦を行う２通りの方法があります。
投票は、候補者が定数を超えた場合のみ行われ、定

数の場合は無投票当選となります。

●選挙人の資格
１号議員を選ぶ資格のある人は、商工会議所会員及
び、会員でない特定商工業者です。ただし、納期の到来
した会費を完納した者に限ります。

●選挙権の個数
会費の等級により所定の１号議員の選挙個数が決ま

ります。会費１等級１号を一口として、一口に付き１個の
選挙権を有します。１会員の選挙権の個数は５０個を超
えることはできません。

商業・工業・建設・サービス・おもてなし・農業産業の業
種別６部会において、部会員の中から選出されます。
部会別議員数は、各部会の会員数と会費口数を勘

案して、常議員会の議決を経て別に定められます。

会頭が選任した選考委員会によって、会員の中から
選任されます。

 8月 2号議員選任告示（22日）
  1号議員選挙告示（18日）

  立候補届出期間（18日～9月6日）

 9月 1号議員選挙投票・開票（20日）
  3号議員選任告示（下旬）

 10月 臨時議員総会（27日）
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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



「働き方改革推進支援センター」をご利用ください。

女性会研修委員会主催
「グーグル・ビジネスプロフィール講座」開催

女性会研修委員会主催
「グーグル・ビジネスプロフィール講座」開催
　5月23日、㈱サンシャイン・フィールド 代表取締役　柴谷
幸子さん（女性会会長）が講師となり、商売に役立つ
「グーグル・ビジネスプロフィール講座」を開催しました。
　講座内容は、①ＭＥＯ対策の概要②ディスカッション
③振り返りとアンケート　以上3つを柱として、資料配布
はせずタブレットからスクリーンに投影する形式で行いま
した。
　参加された皆さんそれぞれが、ご自分のスマホを使って
操作しながら、何故ＭＥＯ対策が必要なのか、グーグル・ビ
ジネスプロフィールをどのように商売に結び付けていくの
か、マップランキングの仕組み（関連性、距離、知名度）、
グーグル・ビジネスプロフィール8つの基本機能　等につ
いて画面や事例を見ながら学んでいきました。
　女性会には所属しない一般会員の方（飲食店経営）も
2名ご参加いただき、お店の集客に役立ちそうな機能を覚
えるため、真剣な表情で講師の説明を聞いていらっしゃい
ました。
　今回は参加者が少なかったものの、継続的な開催と併
せて内容もより充実させていくことで、2回目以降の参加
者を増やしていく計画です。

女性会総務委員会主催
「ソープフラワーアレンジメント講座」開催

女性会総務委員会主催
「ソープフラワーアレンジメント講座」開催
　去る5月18日、菜里Ｈａｎａ Ｃｌｕｂ 代表　落合秀美さん
を講師にお迎えし、標記講座を行いました。
　ソープフラワーは石鹸
で作られているお花で、
一見するとプリザーブド
フラワーのようですが、そ
れとはまた異なり見た目
がとても華やかです。
　当日は、落合講師の
適切な指導により、参
加された皆さんが思い思いに工夫しながら作り上げてい
き、とても個性的な飾り付けのソープフラワーが完成しま
した。
　出来上がった後は作品をお互いに観賞し、感想を述べ
合いながら楽しく有意義な時間を過ごしました。
　次回以降の開催時には、より多くの会員の皆さんにご参
加いただけるよう、内容を充実させて参りたいと思います。

「静岡働き方改革推進センター」では、『働き方改革』に関連する様々な労務管理上の疑問点について無料で
相談・支援を行っております。ぜひお気軽にご利用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

【静岡働き方改革推進支援センター】（静岡労働局委託事業）
電話：0800-200-5451　月～金　9：00～17：00（土日祝・年末年始除く）

4 ふくろい商工会議所だより［Vol.332］� TEL.0538-42-6151

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

●●●● こんにちは、商工振興委員です。 ●●●● 

市公用郵便封筒の広告主を募集します
◆対　　　象　市内に事業所などがある企業・団体
◆広告の規格

　　　　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。
◆封筒使用予定期間／長形40号は令和５年４月頃から、角型２号は令和４年11月頃から約１年間
　　　　　　　　　　使用します。（現在の封筒の在庫がなくなり次第、新しい封筒へ変わります。）
◆提出物
　（１）郵便用封筒広告掲載申込書（様式第１号）　※市のＨＰからダウンロードできます。
　　  アドレス：https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/suitou/suitou_kakari/1436247385869.html
　（２）広告原稿案
　　  ※広告原稿作成費用は、広告主の負担となります。
　（３）法人または個人事業主・団体の概要が分かるもの
◆提出方法・期限／令和４年７月29日㈮までにメール又は出納室窓口へ御提出ください。
◆問合せ　袋井市新屋一丁目１番地の１ 袋井市役所出納室　ＴＥＬ 44-3137　メール suitou@city.fukuroi.shizuoka.jp

　商工振興委員とは、各地域の会員事業所の皆様と商工会議所のパイプ役として、小規模事業者からの経営相談等の
橋渡しをする重要な役割を担っています。
　身近な相談窓口として、お気軽にご相談ください（表の☆印は新任）

種類 広告の規格 募集枠 作成枚数 掲載料（１枠）

長形40号封筒 縦25ミリメートル×横70ミリメートル ５枠 ４万枚 20,000円

角型2号封筒 縦40ミリメートル×横90ミリメートル 8枠 6万枚 30,000円

三川支部
大場　政伸 ㈲オオバ建築 どまん中

支部
松本　喜作 ㈲マツモトカンパニー

鈴木　直人 山甚本家㈱ 村田　朝子 桜ネットジャパン㈱

今井支部
八木　　勇 八木建築木工所 袋井西

支部
☆中村　　司 中村社会保険労務士事務所

☆鈴木　孝雄 ㈱スズトヨ ☆井上　史人 むつみ司法書士事務所
上山梨
支部

金原　弘典 金原家具店
駅西支部

鈴木　光明 鈴松建築
鈴木　弘睦 メンズショップ スズヤ 窪野　裕之 窪野建築

下山梨・宇刈
春岡支部

島野　雅代 アトリエまのん
駅前支部

森　　三利 三明堂印刷
高木　英伸 ㈲高木鐵工 中村　友康 神念道印刷

久能・鷲巣
支部

増田　雄己 ㈲マスダ・エス・エス
駅南支部

瀧下　卯一 ㈲電化のアスカ
小澤　　誠 ㈱トラスト 鈴木　功三 Ｈｏｎｅｙ！ハニー！！

堀越・山科
支部

榊原　孝洋 榊原建築
駅東支部

吉永　　優 ㈲吉永製畳
塚本　雄三 塚本板金工作所 山田　義輝 ㈲グリーン

北新四町
支部

☆塚本　勇人 ㈱瓦粋
豊沢支部

高橋　秀行 高橋自動車
☆宮本　裕充 ㈲宮本 井谷　哲朗 法多山名物だんご（企）

東支部
川島　和宏 ㈱川島

笠原支部
髙橋　俊明 ㈲髙橋モータース

☆市川　和史 市川組㈱ 小松原竜広 小松原工務店
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グーグル・ビジネスプロフィール8つの基本機能　等につ
いて画面や事例を見ながら学んでいきました。
　女性会には所属しない一般会員の方（飲食店経営）も
2名ご参加いただき、お店の集客に役立ちそうな機能を覚
えるため、真剣な表情で講師の説明を聞いていらっしゃい
ました。
　今回は参加者が少なかったものの、継続的な開催と併
せて内容もより充実させていくことで、2回目以降の参加
者を増やしていく計画です。

女性会総務委員会主催
「ソープフラワーアレンジメント講座」開催

女性会総務委員会主催
「ソープフラワーアレンジメント講座」開催
　去る5月18日、菜里Ｈａｎａ Ｃｌｕｂ 代表　落合秀美さん
を講師にお迎えし、標記講座を行いました。
　ソープフラワーは石鹸
で作られているお花で、
一見するとプリザーブド
フラワーのようですが、そ
れとはまた異なり見た目
がとても華やかです。
　当日は、落合講師の
適切な指導により、参
加された皆さんが思い思いに工夫しながら作り上げてい
き、とても個性的な飾り付けのソープフラワーが完成しま
した。
　出来上がった後は作品をお互いに観賞し、感想を述べ
合いながら楽しく有意義な時間を過ごしました。
　次回以降の開催時には、より多くの会員の皆さんにご参
加いただけるよう、内容を充実させて参りたいと思います。

「静岡働き方改革推進センター」では、『働き方改革』に関連する様々な労務管理上の疑問点について無料で
相談・支援を行っております。ぜひお気軽にご利用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

【静岡働き方改革推進支援センター】（静岡労働局委託事業）
電話：0800-200-5451　月～金　9：00～17：00（土日祝・年末年始除く）

5ふくろい商工会議所だより［Vol.332］� TEL.0538-42-6151

●●●● こんにちは、商工振興委員です。 ●●●● 

市公用郵便封筒の広告主を募集します
◆対　　　象　市内に事業所などがある企業・団体
◆広告の規格

　　　　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。
◆封筒使用予定期間／長形40号は令和５年４月頃から、角型２号は令和４年11月頃から約１年間
　　　　　　　　　　使用します。（現在の封筒の在庫がなくなり次第、新しい封筒へ変わります。）
◆提出物
　（１）郵便用封筒広告掲載申込書（様式第１号）　※市のＨＰからダウンロードできます。
　　  アドレス：https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/suitou/suitou_kakari/1436247385869.html
　（２）広告原稿案
　　  ※広告原稿作成費用は、広告主の負担となります。
　（３）法人または個人事業主・団体の概要が分かるもの
◆提出方法・期限／令和４年７月29日㈮までにメール又は出納室窓口へ御提出ください。
◆問合せ　袋井市新屋一丁目１番地の１ 袋井市役所出納室　ＴＥＬ 44-3137　メール suitou@city.fukuroi.shizuoka.jp

　商工振興委員とは、各地域の会員事業所の皆様と商工会議所のパイプ役として、小規模事業者からの経営相談等の
橋渡しをする重要な役割を担っています。
　身近な相談窓口として、お気軽にご相談ください（表の☆印は新任）

種類 広告の規格 募集枠 作成枚数 掲載料（１枠）

長形40号封筒 縦25ミリメートル×横70ミリメートル ５枠 ４万枚 20,000円

角型2号封筒 縦40ミリメートル×横90ミリメートル 8枠 6万枚 30,000円

三川支部
大場　政伸 ㈲オオバ建築 どまん中

支部
松本　喜作 ㈲マツモトカンパニー

鈴木　直人 山甚本家㈱ 村田　朝子 桜ネットジャパン㈱

今井支部
八木　　勇 八木建築木工所 袋井西

支部
☆中村　　司 中村社会保険労務士事務所

☆鈴木　孝雄 ㈱スズトヨ ☆井上　史人 むつみ司法書士事務所
上山梨
支部

金原　弘典 金原家具店
駅西支部

鈴木　光明 鈴松建築
鈴木　弘睦 メンズショップ スズヤ 窪野　裕之 窪野建築

下山梨・宇刈
春岡支部

島野　雅代 アトリエまのん
駅前支部

森　　三利 三明堂印刷
高木　英伸 ㈲高木鐵工 中村　友康 神念道印刷

久能・鷲巣
支部

増田　雄己 ㈲マスダ・エス・エス
駅南支部

瀧下　卯一 ㈲電化のアスカ
小澤　　誠 ㈱トラスト 鈴木　功三 Ｈｏｎｅｙ！ハニー！！

堀越・山科
支部

榊原　孝洋 榊原建築
駅東支部

吉永　　優 ㈲吉永製畳
塚本　雄三 塚本板金工作所 山田　義輝 ㈲グリーン

北新四町
支部

☆塚本　勇人 ㈱瓦粋
豊沢支部

高橋　秀行 高橋自動車
☆宮本　裕充 ㈲宮本 井谷　哲朗 法多山名物だんご（企）

東支部
川島　和宏 ㈱川島

笠原支部
髙橋　俊明 ㈲髙橋モータース

☆市川　和史 市川組㈱ 小松原竜広 小松原工務店



4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－
4月のポイント「業況DIは、活動回復が進み2か月連続の改善先行きは、コスト増への警戒感強く厳しい見方」4月のポイント「業況DIは、活動回復が進み2か月連続の改善先行きは、コスト増への警戒感強く厳しい見方」

【2021年度の採用実績の動向】【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【円安進行が業績に与える影響】

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、▲25.7（前月比+7.0ポイント）。日常生活
の回復が進み、再開した春のイベントや県民割等の需要喚起策で
客足が戻りつつある外食・宿泊関連のサービス業や、堅調な電子
部品や飲食品関連等に下支えされた製造業で業況が改善した。
一方、資材の供給不足や設備機器の納期遅れで工期が長期化
する建設業で業況が悪化した。また、業種を問わず、対露制裁や円
安の急伸により、原油等の資源価格や原材料価格等の高騰が加
速化したことが、収益の圧迫要因となっている。加えて、価格転嫁
の遅れも収益回復の足かせとなっており、中小企業の景況は２ヵ月
連続で改善しているものの、まん延防止等重点措置が出ていた昨
年４月と同水準の回復に止まっている。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「石油関連製品やアスファルト資材、燃料等の価格高騰
のスピードが速く、価格転嫁が追い付いていない。見積りから施工
の間に資材の単価が上昇するため、安易に仕事を請け負えない
状況」(建設工事業)「サプライチェーンの停滞によって、製品や原
材料の不足・高騰が続いている。受注に至った工事の工期遅れ
や採算割れが危惧される」(管工事業)

【製造業】「小麦等の原材料や資材などすべての仕入れにおいて
値上げが続いているものの、4月から受注が伸びてきている」(パ
ン・菓子製造業)「新規得意先確保努力によって売上高は前年
並みに近づいてきたが、原材料価格等の高騰が収益を悪化させ
ている。商品価格に転嫁しているが、希望価格までの転嫁は行え
ていない」(水産食料品製造業)

【卸売業】「主力製品の受注数は伸びているが、売上比率の低い
製品の回復が遅れている。主力製品の需要減少に備え、新市場
への拡大を検討している」(繊維品卸売業)「販売価格は上がって
いるが、物資や燃料費の値上げなどのコストを吸収しきれていな
い。働き方改革への対応にも追われている」(穀物類卸売業)

【小売業】「水道光熱費の高騰、価格転嫁対策の影響は大きいも
のの、売上・業況は好転。店舗の計画的なリモデルオープンも奏
効した」(百貨店)「ゴールデンウィークでの帰省や行楽客の増加に
よる好転を見込んでいるが、原油等の資源価格や仕入コスト増に
よる収益悪化を懸念する」(総合スーパー)

【サービス業】「感染拡大前の水準に戻るには、まだ時間はかかる
が、需要喚起策等もあり客足は回復基調。会議や懇親会もまん
延防止等重点措置の解除に伴い、わずかだが上向き傾向にあ
る」(宿泊業)「年度変わりで人の流れもやや活発になっており、
売上が回復傾向。引き続き感染対策の徹底を継続していく」(飲
食店)

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２５．７ ▲２７．０ ▲１７．０ ▲２８．３ ▲３９．５ ▲２１．１

関東 　 　 　 　 　

▲２０．９ ▲３２．５ ▲９．０ ▲２０．３ ▲３２．４ ▲１６．０

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２８．０ ▲２６．１ ▲２６．３ ▲２９．５ ▲３８．１ ▲２２．１

関東 　 　 　 　 　

▲２７．２ ▲３２．５ ▲２４．６ ▲２０．３ ▲３７．３ ▲２１．４

　 　 　 　
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4月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2022年5月～2022年7月）
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お問合わせ：

【日　時】 7月1日㈮～7月11日㈪（土・日は除く）　9:00～12:00／13:00～16:30
【場　所】 袋井商工会議所1階Ｆステーション（袋井市高尾1129-1）
【持ち物】 ①一人別の源泉徴収簿（または給料明細）
　　　　 ②給与所得者の扶養控除等異動申告書
　　　　 ③納付書
【駐車場】 まちなかにぎわい駐車場（袋井市三門町：駅前ローソンの北西）
【問合先】 袋井商工会議所経営支援グループ　TEL:0538-42-6151

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

■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

専従者、従業員の源泉所得税納付手続きは、7月11日㈪までです。
以下のとおり指導会を開催致しますので、お気軽にご利用ください。

源泉所得税納税　手続きについてのお願い

日時 内容 専門家等
7月8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

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
6月28日㈫・
7月6日㈬・12日㈫・20日㈬・26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

7月14日㈭
9：00～15：30 事業承継相談（親族内承継、第3者承継） 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
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ご登録いただいているお客様の声

袋井商工会議所 経営支援グループ　☎0538-42-6151　担当／佐野・岩本●お問合せ●

編集
後記
編集
後記

　袋井商工会議所・浅羽町商工会で共同運営している特設サイト「ふくろい応援プロ
ジェクト」は袋井市内の安全に配慮したお店や、テイクアウト・デリバリー商品、暮らしに
役立つ商品・サービスなどを提供しているお店や企業を紹介し、みんなで応援していく
プロジェクトです。
　袋井を元気に、また袋井の元気を多くの皆さんにお届けできるような情報を特設ホ
ームページやInstagramで日々ご案内しております。

　登録は無料です。事業者の皆様にとって有意義な情報を発信してまいりますの
で、ご登録の程、宜しくお願い致します。

ひしだい製茶株式会社が、ペット茶のコラボ商品を発売 !!ひしだい製茶株式会社が、ペット茶のコラボ商品を発売 !!

既に行かれた方もいらっしゃると思いますが、大井川鉄道の「奥大井湖上駅」からの絶景をご存知でしょうか？紅
葉の時期は言うに及ばず、春から夏にかけても自然が織りなす美しい風景を楽しむことが出来るとあって、大変
人気のスポットだそうです。駅の裏手には、週末にのみＯＰＥＮするカフェがあり、利用者限定で入ることが可能な２
階からの眺めは、正に「非日常」と形容するのが相応しいとか。秘境の地にあるため、到着するまでの道中は大変
でしょうけれど、近いうちに１馬力のロードバイクで“のんびり”行ってみようと思います。（Ｎ．T）

★「ふくろい応援プロジェクト」登録事業者募集★★「ふくろい応援プロジェクト」登録事業者募集★

【商品情報】　静岡新聞社・静岡放送公認VTuber 木乃華サクヤ コラボ
　「できたて木乃華サク茶」　●参考売価　￥300（税抜）　●商品仕様　340ml/本

【商品開発経緯】
　商品開発のきっかけとなったのは、SBSラジオから聴こえてきた「木乃華サクヤ」の紹介CMです。
　静岡の魅力をPRしていくために活動するとのことに共感し、当社の商品とコラボできないかと企画をしました。
　その場でできたてのお茶を作って飲めるペットボトル「できたて緑茶」をベー
スとして、木乃華サクヤの可愛らしい姿と静岡県の観光名所を紹介できるよう
に数種類のパッケージを作成しました。
　ひしだい製茶所在地である袋井市からは、ふくろい遠州の花火大会の背景
となっております。

ふくろい応援プロジェクトの登録と共に、「わからない事があったら、なんでも聞いて
くださいね」 と、頼もしい一言をいただいて、始めてみたインスタグラム。
ちょっとした裏ワザまでも サラッと教えてくださる商工会議所の職員さん、最高です！ 
ありがとうございます。
そんな インスタグラム、皆さんも活用してみませんか？
イベントの告知や おススメの商品を、自分のタイミングで自分流に発信できるって楽
しいですよ。
不安な事やわからない事は、商工会議所の職員さんが、ソッコーで解決してくれるはず
です！！！　是非、ふくろい応援プロジェクトへ登録しましょう！！！　 袋井市大谷　西村農園

8 ふくろい商工会議所だより［Vol.332］� TEL.0538-42-6151


