
珠算検定結果
１～3級まで発表します。

第１８４回珠算検定

2級合格 沼田 楓

熊坂 舞乙 町田 蒼雲

3級合格

平山 真帆 鐙 りりあ

第１８５回珠算検定

1級合格

熊坂 舞乙

2級合格

狩野 萌杏

合格おめでとうございます。

玉掛け技能講習会を開催します

会員事業所に属する事業主及び従業員の技

能の習得を目的として玉掛け技能講習会を下

記日程にて開催いたします。

玉掛け作業とは、吊り具を用いて行う荷掛

けおよび荷外し作業のことで、建設業をはじ

め幅広い業種で役に立つ資格となっておりま

す。

是非この機会に事業の円滑化や従業員教育

の一環としてご参加ください。

詳細が決まりましたら文書にてご案内申し上

げます。

日 時：10月下旬頃

午前8時～午後6時(予定)

場 所：守谷市商工会

定 員：10名予定
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発行責任者：守谷市商工会長 小川 一成
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商工会員：平成29年6月30日現在844会員

守谷市商工会平成29年度通常総代会
小 規 模 事 業 者 の 発 展 を 支 援
第55回通常総代会は平成29年5月24日(水)午

前10時より守谷市商工会館2階大会議室におい

て総代総数100名の内出席者92名（本人49名、

委任状43名）のもと、ご来賓の方々のご臨席

を賜り、厳粛に開催されました。

小川会長の挨拶に続いて、議長には守谷地

区総代の寺田勝徳氏が選出され、慎重審議の

中、平成28年度事業報告及び収支決算の承認

について、平成29年度事業計画及び収支予算

の承認について等の全議案が可決承認されま

した。

挨拶をする小川会長 議長を務める寺田勝徳理事

第25号守谷市商工だより
平成29年度収支予算（単位：千円）

平成29年度事業計画
中小企業庁は、小規模事業者がその地域で経営を持続的に行う

事が地域経済にとって不可欠であり、それをサポートするために

商工会に対し経営発達支援事業を求めています。このような中、

商工会が地域の総合的経済団体として、地区内のすべての小規模

事業者の発展を推進する支援機関として、需要開拓や経営承継等

の小規模事業者の課題に対し、事業計画の策定や着実な実施等を

事業者に寄り添って支援して参ります。そのために、商工会は

「行きます」、「聞きます」、「提案します」を掲げ、巡回訪問

等の会員サービスの徹底強化推進により会員支援ニーズを的確に

捉え、きめ細やかな支援を実施してまいります。そして「頼られ

る商工会」、「魅力ある商工会」として商工会が一丸となって、

企業の発展と地域経済の活性化に取り組んでまいります。関係各

団体とも連携した支援体制の充実を図り、「小規模事業者持続化

補助金」、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」な

ど、国の補助金制度の申請・採択支援等を含めた重点事業を推進

してまいります。

また、自主財源の確保による財政力の強化のため、会員増強、

会員福祉共済、商工貯蓄共済の推進、そして職員の資質向上を図

り支援機能の強化に努め、会員及び商工業者の経営強化充実に寄

与するため、事業計画に基づき推進してまいります。

経営革新個別相談会を開催します

9月30日（土）9:30～21:00／10月１日（日）9:30～19:00

・会員の皆様方、企業、各団体様より沢山の御協賛を賜り誠にありがとう
ございます。厚く御礼申し上げます。
今年も、よさこいソーラン踊り、お楽しみ抽選会、アサヒビアステーショ
ン、各種物販・ＰＲブースなど、子供から大人まで楽しんでいただけるも
のと思います。ぜひとも、皆様方のご来場を心よりお待ちしております。

【物販・ＰＲブース出展者、ステージ出演者募集！！】
会員の皆様には7/7付でご案内しておりますが、出展・出演をお考えの方は
募集要項を確認の上、8月4日（金）までにお申し込みください。

第33回商工まつりうまかもんブース よさこいソーラン守谷市商工会女性部

第34回商工まつり開催

是非ご利用ください
会員特典の数ある中、もっとも喜ばれているのが制度融資。運転資金設備資金等

お考えの方はぜひご相談ください。（利率はH29.7.1現在）

1、市町村の融資制度

2、日本政策金融公庫（従業員20人以下・商業サービスは5人以下、ただし宿泊業

及び娯楽業は20人以下）

融資のご相談は商工会へ

限度額 期間 利率

自治金融

（保証協会保証付）

運転資金 1,000万円 7年以内 1.01％

設備資金 1,000万円 7年以内 1.01％

限度額 期間 利率

経営改善貸付

（無担保保証人）

運転資金 2,000万円 7年以内 1.11％

設備資金 2,000万円 10年以内 1.11％

中小企業診断士を交えて事業所の新しい事業計画を作
成する相談会を下記日程にて開催いたします。
・自社の分析をしたい
・現状の課題を把握したい
・環境の変化に対応したい
・他社と違ったことを始めたい
など、普段忙しくてできないことを専門家と相談しな
がら形にして経営力強化のための計画を作成します。
作成することで考えが整理され、やるべきことが把握
できたり、客観的に見つめなおすことができるといっ
た効果が期待できます。
この機会を利用して事業の安定化にお役立てください。

日 時：8月7日(月)、17日(木)、21日(月)、30日(水)
午前10時～午後5時(2時間程度)

(要予約)
場 所：守谷市商工会
講 師：宮田中小企業診断士

中原中小企業診断士



商 工 会 新 規 加 入
平成29年1月26日から平成29年6月30日までの加入

【青年部だより】
第四回 守谷灼熱の雪合戦

日時 平成29年8月26日（土）

チビッ子の部・ジュニアの部

9時30分～16時10分（予定）
スポーツビアガーデン 17時～21時

（ラストオーダー20時30分）

平成29年8月27日（日）

一般の部 8時～15時30分（予定）
場所 守谷駅西口駅前広場

本年で4回目となる守谷灼熱の雪合戦を上記の通り開催する運びとなりました。

毎年多くの企業様にご協賛、ご協力を賜りまして開催できますことをこの場を借りて

厚く御礼申し上げます。

真夏に本物の雪を使用し大人も子供も本気になって楽しめる「スポーツ雪合戦」。

今年は新しく小学１～3年生のチビッ子の部を開設し、より多くの方に楽しんでいただ

けるようにしました。また、小さいお子様には「スノーパーク」を設置し、雪で楽し

く遊んでいただけます。年々市外、県外からの反響も大きくなってきており、守谷の

「夏の風物詩」として定着しつつあります。

今年も青年部の先輩方の力を借りて同時開催いたします「スポーツビアガーデン」

や開会式には守谷市商工会女性部桜組さんの「よさこい」もこの大会の名物となって

おり、大いに盛り上げていただいております。是非、当日は会場にてド迫力の冷たく

て熱い戦いをご覧下さい。

平成29年度の雇用保険料率
4月1日から雇用保険料率が引き下がりました。

事業の

種類

負担者

①

労働者負担

（失業等給付の

保険料率のみ）

②

事業主負担 ①＋②

雇用保険料失業等給付の

保険料率

雇用保険二事

業の保険料率

一般の事業 3/1000 6/1000 3/1000 3/1000 9/1000

農林水産・

清酒製造の事業
4/1000 7/1000 4/1000 3/1000 11/1000

建設の事業 4/1000 8/1000 4/1000 4/1000 12/1000

【平成29年度の雇用保険料率】

経営の専門家を招いて、基本的なマーケティング戦略（製品・流通・価格・販

売促進）を実際に活用した事業所の事例をご紹介しながら、皆様の経営の役に立

つ手法について講演していただきます。

創業間もない方やこれから経営に携わる予定の方はもちろんのこと、ベテラン

の経営者の方も経営の基礎を思い出す良い機会かと思いますので、ふるってご参

加ください。

日 時： 平成29年9月9日（土） 13：00～17：00

場 所： 守谷市商工会2階会議室

講 師： 石井 浩一 中小企業診断士

売上アップにつながるセミナーを開催します

女性部では、地域活性化に向けた各種セミナーの開催、よさこいソーラン踊りの普

及、また商工会事業にも積極的に参加し活動しています。どなたでも楽しんで参加で

きるセミナーや事業を予定しています。ぜひ皆様の参加をお待ちしております。

現在の女性部員数は８６名です。

お問合せは、商工会女性部（担当 小菅）まで

【女性部だより】

日時 テーマ 会場 費用 人数

8/22（火）

14：00～15：30

相続、遺産分割、生前贈与

セミナー
守谷市商工会 無料 20名

8/27（日）

10：00～14：00
守谷第一病院祭模擬店 守谷第一病院 ― 10名

9/30（土）～

10/1（日）
守谷市商工まつり模擬店 守谷駅西口広場 ― 25名

11/14（火）

7：30～18：00

りんご狩りとジャムづくり

体験（貸切バス）
大子町

部員4,000円

一般5,000円
25名

12/1（金）

8：30～17：00
物産展

茨城県民文化

センター

部員4,000円

一般5,000円
50名

12/14(木)

9：00～14：00

料理教室

「美味しく調理骨粗鬆予防」

中央公民館

調理室

部員1,000円

一般1,500円
15名

事業所名 代表者名 業種

吉田生産技術研究所 吉田 卓生 不動産貸付

古屋 光男 古屋 光男 不動産

M3 BODY RISE 三宅 竜二 トレーニングジム

アルティメイト・プラス 清原 章太 中古車販売・レンタカー

協和電子㈱ 建部 俊久 電気工事

SOENO建築設計事務所 添野 有美 建築設計

吉田 久子 吉田 久子 不動産

エヌテック 野村 泰三 エクステリア

㈱ラソス 清水 嘉莉 照明器具等卸売

LOOSE" 染谷 安広 飲食

㈲小山内保温工業 小山内 学 建設業

㈱輝龍フーヅ 久保 武 飲食

Backenbart 小川 仁士 パン製造販売

フードスクエアカスミ守谷テラス店 紺野 裕次 小売業

homeeez 小菅 大輔 建築リフォーム

洋食屋くく 上大迫 利喜 飲食

青葉司法書士事務所 石原 英治 司法書士

㈱菓子工房あおい 川田 哲也 洋菓子製造販売

戸祭塗装㈱ 戸祭 逸人 建築塗装・防水工事

ＮＰＯ法人スカイスポーツクラブ取手 木村 利男 スポーツ、福祉

K'fm事務所 小池 広 電気設備保守管理

合同会社KNY 荒木 絹代 飲食

商工会ホームページに求人募集
守谷市商工会のホームページにて会員企業様の求人募

集広告を無料で掲載しております。
新規掲載、詳細変更、掲載取り止めなど随時受付てお

ります。
掲載内容は、守谷市商工会のホームページの会員事業

所求人募集で確認いただけます。
申込方法は守谷市商工会に申込用紙がございますので
ご連絡下さい。
ＵＲＬ：http://www.moriyashishokokai.or.jp/

検索方法：守谷市商工会で検索


