４

ひたちなか
商工会議所報

2020 APRIL

2020年４月１日発行
No.192

Hitachinaka

発行所

ひたちなか商工会議所

茨城県ひたちなか市勝田中央 14 番 8 号
電話 029-273-1371 FAX 029-275-2666
URL http://www.hcci.jp E-mail:info@hcci.jp

もっと身近に、もっと元気に。

〈同封資料〉

●マル経融資（商工会議所▶審査）

型
新
ス
ル
●公庫 特別貸付
イ
ウ
ナ
ロ
コ
報
情
関連
●県パワーアップ融資

別枠1,000万円 利率0.31％
（当初３年間）

（商工会議所▶相談対応）

別枠6,000万円 実質無利子（当初３年間）

（商工会議所▶認定機関）

運転5,000万円 実質利率0.35％
（当初３年間）
●持続化補助金
●雇用調整助成金
●小学校休業等対応助成金

●感染者対応フローチャート
（日商提供）
●市制度融資
●ひたちなか商工会議所の対応について

緊急アンケート在中

ご協力をお願いいたします。

特別経営相談窓口開設 P2
令和2年度事業・予算を承認
P3  P5

豊かさを実感できる地域社会の実現に向けて

一斉休校に伴う昼食支援の取り組み P8

喰い道楽 すみよし

ひたちなかまちづくり㈱

商工会議所は全力で支援します!!
−お気軽にご相談ください−

※融資の詳細は同封のチラシをご確認ください。
政策金融公庫、茨城県信用保証協会、
商工調停士による経営・金融相談会

個別相談会開催

●４月 22 日（水）午前 10 時 〜 午後３時（正午〜午後１時を除く）
会場

ひたちなか商工会議所

問合せ先

※相談会は事前予約制となります。

補助金支援
社会保険労務士による相談会

●４月 13 日（月）午前９時 〜 午後５時
●４月 22 日（水）午前９時 〜 午後５時
（正午〜午後１時を除く）

持続化補助金相談会

いずれの相談会も

詳細は同封のチラシをご確認ください。
会場は、ひたちなか商工会議所

※相談会は事前予約制となります。

税務申告支援
青色申告決算・確定申告相談会

税理士による相談会を
追加開催

●４月６日（月）、８日（水）、13 日（月）、14 日（火）
＊那珂湊支所は 13 日（月）のみ

午前９時から午後５時まで

●４月 23 日（木）〜

中小企業診断士による相談会

ひたちなか商工会議所企業支援課 ＴＥＬ ２７３ ︱１３７１

雇用調整助成金相談会

新型コロナウイルス特別経営相談窓口

政策金融公庫融資、茨城県制度融資に関する相談

平日夜間︵午後７時まで︶︑土・日︵午前９時〜３時︶も開設︒事前予約制

資金繰り支援

午前９時 30 分 〜 午後４時（正午〜午後１時を除く）
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豊かさを実感できる
地域社会の実現に向けて

第90回通常議員総会
冒頭、柳生会頭は、
「新

画、収支予算を審議する

令和２年度の事業計

続き議事に入り、議案第

い」と述べました。引き

会議所を目指していきた

しし、新たな時代の商工

経済の持続的成長を後押

によるまちづくりで地域

業の活力強化と創意工夫

行動方針に掲げ、会員企

現に向けて』を今年度の

ています。また、令和２

の新規事業が織り込まれ

向けた支援など２０項目

りの新たな担い手創出に

業への支援や、ものづく

炎の影響を受ける会員企

緊急対応として、新型肺

は、 重 点 項 目 に 基 づ き、

事業計画（４・５ページ）

されました。令和２年度

３月

日役員議員

名

名）の

会 議 録

◆第１回運営委員会

３月３日

【 議 事 】 ① 令 和 ２ 年 度 事 業 計 画（ 案 ） ② 令

・９

日

会

回

年度収支予算は、一般及

大会②ひたちなか海浜鉄道延伸の動向③新

【報告事項】①第３回部会対抗ボウリング

②第

件

３月

和２年度収支予算（案）③顕彰制度運用に

関する事項（案）

■第４１２回常議員会

組織率

【協議事項】①新入会員の承認▽

員数４，０１９

いて、議案第２号令和２

通常議員総会に提案する事項

響を受けている。会員企

商業
建設業
金・コン
商業
建設業
生・文
生・文
建設業
建設業
商業
生・文
交・エ
建設業

型肺炎への対応④青年部・女性会活動状況

生活・文化サービス業／交・エ 交通・エネルギー業／
金・コン 金融コンサルティング業

※ 生・文

部会

種

業

新入会員紹介

令和元年度３月末現在：会員数4,019事業所

ご入会ありがとうございます。

事業所名

計

会議費
人件費
事業収入

千円
千円

積立金

3,250千円
2％

53,700千円
28％

26,398千円
14％

186,136

37,940千円
20％

管理費
会費
計

97,500千円
52％

186,136

事業費
5,000千円
3％

大内）

び特別会計の予算総額は

会館

（総務企画課

年度事業計画（案）につ

予備費

業の支援に向け全力を挙

繰入金

５ 億 ９，５ ８ ９ 万 円 と な

令和２年度一般会計収支予算

いて、議案第３号令和２

※商品券会計は、商品券販売預り金（455,000千円）
を除く

げ て 対 応 し て い く。 ま

47,390千円
8％

4,946千円
3％
8,000千円
4％
7,000千円
4％

2,460千円
1％

りました。

共済等

法定台帳
102,720千円
17％
58,860千円
10％

23,500千円
13％

繰越金

積立金
取崩収入

相談所

年度収支予算（案）など、

千円

595,893
139,667千円
23％

57,800千円
31％

交付金

34,238千円
19％

＜支出の部＞

＜収入の部＞
繰入金

13,000千円
7％

一般

た、『 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 豊 か さ を

58,660千円
10％

全議案とも原案通り承認

商品券

実感できる地域社会の実

した。

出席のもと、開催されま

（委任状行使者

53

回 通 常 議 員 総 会 は、

型肺炎の感染拡大により

１号定款の一部変更につ

第

本市においても深刻な影

10

90

13

%

80
計

186,136千円
31％

積立金

携帯電話及び周辺機器販売
建築業
法律事務所
干し芋販売
内装業
学童保育
美容業
舗装工事業
内装業
干し芋販売業
療術業
運送業
配管業

中部

西部

前渡

那珂湊

㈱ケーズソリューションシステムズ
黒澤建築
弁護士法人水戸ひばり法律事務所
塙 健一
インテリア松本
＊Sakura＊
㈱スパイシーク
㈱アイケー
助川美装
黒澤 文博
FIow
寺川運送
陽太工業

南部

3

72

24

90
令和２年度会計別予算

令和２年度事業計画概要

※アンダーラインは、新規事項

る地域社会の実現に向けて
Ⅲ．新たな時代の商工会議所を目指した強い
組織づくりの徹底

とスタートアップ支援

を受ける会員企業への支援

援と事業承継の推進

応援セミナーや創業スクール開催等起

援、産学官連携による担い手育成の推進
援（コワーキングスペース賃料助成等）
連総会への支援
会 /②部会 /③モノづくり /
女性連総会】

援と稼ぐ力の強化

開催による周知の徹底
開催
交流会等の開催
融の円滑化
小企業施策の普及促進
た経営安定化支援
種補助金申請等の支援充実
ーや個別相談の実施
融相談 /⑤施策普及 /⑥経安特別相談

足への対応
改革対策の推進
向けた健康経営セミナー、

確保支援
部会 /③モノづくり】

推進

上に向けたセミナーや専門家派遣

用に向けた取組み
営相談による課題の解決支援

計算機】

外展開事業の推進

ビジネスマッチングの推進
拓及び海外展示会への出展支援
及びミッションの実施

１

4,000会員の堅持と運営基盤の強化

①役職員一丸となった会員増強の推進による 4,000 会員・組織率 70％堅持
②会館維持運営及び将来に向けた施設整備の調査研究
③商工会議所顕彰制度の運用推進
④会員親睦交流事業の実施（ブロックゴルフ大会・部会ボウリング大会など）
⑤特定商工業者の法定台帳整備及び取引紹介等の運用
⑥各種共済制度の普及促進
【①組織拡充 /②運営対策 /③組織拡充・部会 /④会館・委員会 /⑤法定台帳 /⑥共済】

２

現場主義、双方向主義を反映した会議所事業活動の進化

①会員の参画機会及び会員同士のつながる機会の創出
②ブロック別正副会頭との懇談会の開催
③各種検定試験の受験者拡大、いきいきライフ共済、労働保険事務組合の加入促進
④大規模自然災害や感染症への対応力強化に向けたＢＣＰ再構築
【①部会 /②運営対策・組織拡充 /③商工技術振興・共済 /④調査研究】

３

地域の課題克服につながる政策提言活動とその実現

①地域振興、産業経済対策等提言と実現に向けた取り組み
②商工振興員と連携した巡回訪問等による会員の声を把握
③関係諸機関及び商工会議所ネットワークの強化
【①委員会 /②商工振興員活動 /③運営対策】

４

スマートＣＣＩ化の推進

①オンライン研修による職員の資質向上
②経営支援業務の効率化・高度化への取り組み
③ＩＴを活用した新たな情報発信ツールの構築及び会議所活動のＰＲ
【①②調査研究 /③委員会・広報】

５

主体的にビジョンを描き実現できる職員の育成

①時代の変化に対応した商工会議所ビジョンのリノベーション
②職員の資質向上に向けた自己研鑽（英会話、ＩＴ）及び各種研修会等への積極的
参加
③課題を主体的に発見・解決できる職員の育成
【①②③調査研究】
SDGs（エスディージーズ）とは Sustainable Development Goals の
略称で、2015年の国連サミットにおいて採択された国際目標です。豊か
さを実感できる社会の実現に向け、「全ての人に健康と福祉を」「働きが
いも経済成長も」「産業と技術革新の基礎を作ろう」「つくる責任つかう
責任」など、17の項目が設定されています。
日本政府では、経済財政運営の基本方針（骨太の方針）に位置づけ、具体的な取り組みを進め
ています。
商工会議所が提示している意見や実践している活動の多くは、政府のSDGs実施方針に示され
た具体的施策と重なっています。
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ひたちなか商工会議所

SDGs 豊かさを実感できる
Ⅰ．創意工夫と地域資源の活用による
地域創生の実現
１

創意工夫によるまちづくりと地域力向上の推進

①ひたちなかまちづくり㈱等との連携による地域活性化の推進
②商店街活性化イベント支援及び店舗力向上セミナーの実施
③空き店舗を活用した新規出店者の発掘及び助成
④「ふらっと」「3710屋」を核とした商店街への集客と活性化の推進
⑤大型店と連携した地域貢献活動の推進強化
⑥ひたちなか海浜鉄道湊線延伸への支援及び利用促進
【①②部会・まちづくり /③チャレンジショップ /④コミュニティ交流 /⑤部
会 /⑥部会・委員会】

２

インバウンドの進展を踏まえた地域産業の活性化

①ほしいもプロジェクトの更なる推進によるブランド力の向上（世界ほし
いも大会開催支援等）
②インバウンド客の誘致促進及び受け入れ環境整備の推進
③SNS やガイドブック（多言語対応含む）等を活用したまちなかへの誘客
促進
④ロックフェス等イベント開催に合わせたビジネス機会の情報提供
⑤広域的な体験型観光コンテンツの充実及び周知の推進
【①調査研究 /②④⑤部会・委員会 /③地域おこし】

３

地域特性を活かしたイベント等の開催

①ひたちなか市産業交流フェアによる市民との交流促進
②ひたちなか祭り、那珂湊海上花火大会等の実施による地域コミュニティ
の強化
③勝田全国マラソン大会前日祭による市内宿泊者増加に向けたランナー支
援朝食メニューの普及及び商店街の活性化支援
④魚食普及活動推進に向けたタコ焼きフェス・世界タコ焼きグランプリ等
各種イベントの実施
⑤サイクリング、婚活等各種イベントによる地域の魅力発信
【①産業交流フェア /②協賛 /③勝田全マ前日祭 /④魚食・部会 /⑤地域おこし】

４

地域価値の向上に向けた情報発信

①ホームページ等での動画による地域情報発信及び見える化促進
②駅ナカ土産品販売所の開設とニーズ調査
③ご当地グルメの企画開発・販路開拓、『縁起のいいまち』の推進
【①広報 /②まちづくり・地域おこし /③地域おこし】

５

プレミアム付き商品券発行による地元消費拡大の促進

①消費喚起や地域経済の活性化を図るため、プレミアム付き商品券の発行
【①プレミアム付き商品券】
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Ⅱ．中小企業の稼ぐ力の向上と
緊急対応
１

新型肺炎の影響を

起業家発掘やスタートアップ支援

①ベンチャー創造協議会との連携による創業応
業家発掘支援
②事業承継支援、小売研・青研等への活動支援
③ものづくりの新たな担い手創出に向けた支援
④青年部・女性会の活動及び女性会関商女性連
【①地域創業促進支援・部会・委 員
④青年部・女性会助成、女性会関商

２

中小企業の課題解決に向けた支援

①キャッシュレス時代に対応した講習会等の開
②ＩＴの効果的活用に向けたパソコン講座の開
③会員相互の受発注促進や共同受注に向けた交
④マル経及び各種制度資金の普及等による金融
⑤パンフレット、カレンダー配布等による中小
⑥関係機関との連携による事業再構築に向けた
⑦専門家派遣による経営課題の解決支援や各種
⑧経営革新計画認定申請支援のためのセミナー
【①経営力アップ /②ＩＴ活用 /③部会 /④金融
/⑦専門家派遣 /⑧経営革新】

３

多様な人材の活用による人手不足

①人材育成や外国人材活用、働き方
②従 業 員 の 健 康 増 進 と 定 着 化 に
ウォーキングラリー等の実施
③高専・工業高校等との連携強化による人材確
【①人材確保促進・委員会 /②人材確保促進・部

４

ＩＯＴを活用した生産性向上の推

①デジタルテクノロジーを活用した生産性向上
②新たな工業団地造成に向けた調査研究
③ＩＴ企業協議会と連携したＩＯＴやＡＩ活用
④ＩＯＴを活用した省力化と迅速・適切な経営
⑤県北ものづくり活性化支援事業の推進
【①モノづくり・委員会 /②③⑤部会 /④電子計

５

北米・ＡＳＥＡＮ市場開拓等海外

①ダバオ市商工会議所と連携した経済交流とビ
②ロサンゼルス事務所を活用した北米市場開拓
③ＡＳＥＡＮ市場開拓のための個別サポート及
【①〜③海外展開・委員会】

▲

者・事業後継者等から

会員企業の若手経営

商工会議所青年部は

（企業支援課

しています！

躍中！ご入会をお待ち

ません。女性会員も活

たします。業種は問い

新入会員募集中！

なる団体です。現在約

企業支援課

大人だってまだまだ学べます♪

４回程度手作りのカレー

お問い合わせ

一緒に始めてみませんか？

女性会の有志が集まる

や磯部もちを販売し、子

品田）

１５０名のメンバーが
所属しており、青年経

同好会活動があるのをご

同好会を初めて知った

めるイベントを目指して

方も、参加を迷っていた

まず１つは英会話同好

１と第３水曜日に講座を

創意工夫しながら参加し

開いています。少人数で

方もまずはお気軽にご連

会。ネイティブの外国人

和気あいあいと、楽しく

絡ください。

中谷

話せる雰囲気で英語力を

企業支援課

（問合せ先）

根本悦子先生を迎え、

「 昭 和 の 店 」 で す。 年 に

ＲＩＢＡ横丁に出店する

３つめは勝田ＴＡＭＡ

います。

最後は楽しく食事をして

意識した食事作りを学び、

手をかけて家庭の健康を

ト

クッキングスクールネモ

に は、 女 性 会 会 員 の ㈱

座を開いています。講師

の調理施設を利用して講

月１回第３水曜日に市内

２ つ め は 料 理 同 好 会。

高めています。

ています。

済人としての研鑽と交

メリット

講師を招き、月に２回第

供も大人も自分達も楽し

30,000 円（年間）

up

存知ですか？

会議所の会員事業所であって
18 才〜45 才の方。

close

流を目的に活動してい
ます。
青年部では毎月例会
として、ビジネスに生
かせる研修会や親睦事
業等を開催しています。

また、イベントへの協

力やボランティアな

ど、地域への貢献活動
も行っております。同
世 代 の 仲 間 を つ く り、
ネットワークを広げら
れるのも青年部の魅力
歳までの

のひとつです。
歳から

者、社員の方も歓迎い

若手経営者・事業後継

45

会員に直接役立つ研修
事業への参加。分野別テ
ーマの調査研究や異業種
交流ができ、街づくりへ
の参加や会員相互の親睦
が図られます。

▲

▲

入会のご案内

ビジネスについて熱く討論
交流スポーツ事業も！
※随時募集しております。

18

来たれ！青年経済人！

３月19日（木） 井上政策委員長と共に市役所へ。市長と
担当大臣と会議所県連役員他県産業界代表との意見交換

▲

▲

費
会

格
資

Young Entrepreneurs Group

青年部通信

３月24日（火）第90回通常議員総会をホテルクリスタル
政策実現が期待される。

席。24日の通常議員総会に向け、議事内容を審議した。
３月１日（日） 水戸京成ホテルで西村康稔経済財政政策

文／柳生 修

３月

会頭日記
新

会に参加。先ず大臣から中小企業振興や人材育成等の政策

の懇談の中で話題の中心はやはり新型コロナウィルス対策
説明の後、新型コロナウィルスの対応策、社会保障や働き方

になった。直近のつなぎ資 金融資や収 束後の活性化策な
改革等幅広い話題について話し合いが行われた。実効ある

ど、協力して進めることを確認した。
３月３日（火） 午前、全国会議所観光振興大賞の受賞を

パレスで開催。緊急時として縮小した規模で行わざるを得
大谷市長に報告に伺った。午後には、会議所運営委員会が

なかったが、重要な令和２年度の事業計画並びに収支予算
開催され出席。

３月10日（火） 正副会頭会議に引き続き常議員会に出

について決議した。
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令和２年４月1日現在

ひたちなか商工会議所 イベント･セミナー等 スケジュール
４月
７月
・若手･新入社員セミナー
・おもてまち七夕まつり（４日）
（９〜10日） ・勝田TA･MA･RI･BA横丁（４日）
・パソコン講座（21〜24日）
・一般定期健康診断･生活習慣病検診
（本所）（６〜10日）
・ひたちなかドリンクラリー
・ドゥナイトマーケット
・みなとフェスタ2020
・3710屋おさがり交換会
５月
・阿字ヶ浦海岸花火大会
・電卓技能検定試験（10日）
・ドゥナイトマーケット（16日）
・パソコン講座（19〜29日）
・女性会関東商工会議所女性会連合
８月
会 第35回総会（26日）
・ロックインジャパンフェス
（８〜10日）
６月
・ひたちなか祭り花火大会（22日）
・ひたちなか海浜鉄道
開業記念祭2020（７日予定） ・ひたちなか祭り（22〜23日）
・勝田TA･MA･RI･BA横丁
・簿記検定試験（14日）
（22〜23日）
・勝田TA･MA･RI･BA横丁（14日）
・ドゥナイトマーケット
・珠算検定試験（28日）
・ドゥナイトマーケット

ロスからの手紙

※日程は変更になる可能性がありますのでご了承ください。

12月
９月
・駅前イルミネーション点灯式
・玉掛け技能講習会（８〜９日）
（１〜３日）
＊学科
・勝田TA･MA･RI･BA横丁（13日） ・勝田TA･MA･RI･BA横丁（13日）
・ドゥナイトマーケット
・電卓技能検定試験（27日）
・那珂湊海上花火大会
１月
・ドゥナイトマーケット
・勝田全国マラソン大会前日祭
（30日）
・勝田全国マラソン大会（31日）
10月
・一般定期健康診断･生活習慣病検診 ・ドゥナイトマーケット
（支所）（７〜9日）
・小型移動式クレーン運転技能講習会
（13〜14日）＊学科
・みなと産業祭（18日または25日）
２月
・世界タコ焼きグランプリ
・電卓技能検定試験（７日）
（18日または25日） ・珠算検定試験（14日）
・珠算検定試験（25日）
・高所作業車運転技能講習会
・産業交流フェア（31日〜11/1）
（16日）＊学科
・スイーツ＆パンフェア
・簿記検定試験（28日）
（31日〜11/1）
＊２･３級のみ
・ドゥナイトマーケット
・ドゥナイトマーケット
11月
・簿記検定試験（15日）
・ドゥナイトマーケット

３月
・勝田TA･MA･RI･BA横丁（14日）
・ドゥナイトマーケット

当会議所の海外進出アドバイザーで
米国 GLOBIZZ CONSULTING 社 President 春山氏が
海外事業への気付きを伝えるコーナー。

2019年の終わりから、中国でコロナウィルスが発生

それでも事業を継続するためには、ドラスティックな判

し、その後日本でも感染問題が大きくなりました。現在

断も必要で、決断が遅れたり、選択肢がない場合は、事

は欧米でも拡大しており、この先どのような展開になる

業が終了してしまいます。不幸にも波の大きさに耐えら

のか？誰も想像ができない状況になっています。もう少

れない場合、アメリカではすでに倒産、解雇など様々な

し短期間でマイルドに終息するのだと、多くの方は期待

ことが、一気に起きています。

をしていましたが、誰も経験のないレベルで、実際には
驚異的な勢いで世界を恐れさせています。

リーマンショックでも経験をしましたが、社員が一致
団結して厳しい局面を耐える日本式よりは、米国では影

日米を行き来することで、私はビジネスをしていまし

響の小さいポジションから、解雇がすぐに始まります。

たが、ある日を境に仕事のスタイルを変えざるを得なく

こういう景色を見るたびに、日本の農耕民族的企業経営

なりました。従業員も自宅勤務を中心にし、それに伴う

と、勝ち負けをクリアにする狩猟民族型企業経営の差を

インフラの整備や、セキュリティーの確保を短時間に決

感じます。日本では100年以上も続く伝統型企業が多く

断・実行する必要がありました。会社の投資に関し検討

ある一方で、企業価値で見ると世界のトップは米国企業

する場合、プランを立てて、データを検証しながら、失

ばかりです。どのような企業を目指すかは、その国の文

敗のない選択を目指すのですが、今回のコロナ対策では、 化や慣習により、変わることの表れとも思います。
誰もが瞬時にいろいろなことを決めなくてはなりません
でした。
経営者は様々な予測を立て不測の事態に備えますが、

ウィルス問題はまだ解決の兆しが見えませんが、皆様
におかれましても、これに飲まれることなく変化し、打
ち勝ちましょう！改めて事業の拡大を目指す日が来ると、

今回のようなことは想定されていないのが普通でしょう。 私はシナリオを描いています。

大小御宴会・御宿泊・御慶事・御法事・御会合
御予算に応じ承ります

送迎

T E L 029-262-4118 FAX 029-262-4119
（那珂湊おさかな市場前）

致します http://www.minato-kankohotel.com/ みなと観光ホテル
7

検索

新型肺炎の影響による一斉休校に伴う
子どもたちへの昼食支援の取り組みを紹介します。

那珂湊焼きそばで地域に貢献！
市内湊中央にある創
ばかりの学童クラブに

の子どもたちが出来た

喰い道楽 すみよし

年 の「 喰 い 道

でも地域の役に立てた
クラブの子どもたちか

安さんご夫妻は「学童

わせて届けました。高

お世話になりとても助

業約

ら」との思いから店主
らはお礼のメッセージ

楽 すみよし」
（高安泰

夫妻が話し合って、市

カードをいただき、胸

かったので、その恩返

クラブの子どもたちに

の関係者に相談して実

が熱くなりました。麺

二代表）では、那珂湊

那珂湊焼きそばを無償

現しました。出来るだ

を無償提供してくれた

しの意味を込めて少し

で提供する取り組みを、

け温かいまま食べても

㈲わたなべ製麺さんや

地区の６つの市立学童

毎週月・水・金の週３
らえるように一つひと

日まで

日、２クラブずつに分
つを発泡スチロールの

今 回 の 取 り 組 み は、

３月９日から

けて行いました。

た市内の企業からの協

友人たちに感謝してい
ます。少しでも地域に
貢献できて、喜んでい
ただけたのならうれし
いです」と話していま
した。
西連地）

（総務企画課

供してもらえて助かる」
等の声が聞かれ、子ど

ひたちなか市東石川3517
TEL：029−273−6111
FAX：029−273−6091

配達を手伝ってくれた

〝笑顔満点のＴＡＭ

賛品も集まり、カレー

もたちにも保護者にも

これが私たちのエネルギー！

容器に入れてお昼に合

テイクアウト方式で３

ＡＲＩＢＡカレー〟は

の他にも飲物やお菓子

カレーと元気が提供さ

医療機器・理化学機器・電子電気計測機器の
設計、製作および販売

年 ほ ど 前、 我 が 家

市内表町の「ひたち

月９日から４月１日ま

る「お持ちかえり子ど

ご飯の大盛もサービス

が配られました。

れ、笑顔も生まれる取

学ぶこと。
楽しむこと。
育むこと。

「

子どもたちに『 笑顔満点カレー 』で元気を！

なかまちづくり㈱」（小

で毎週月・水・木・金

も食堂」が企業からの

で、食べ盛りの子ども

「 カレー が 大 好 き な

り組みとなりました。
（総務企画課
西連地）

お食事処 11：30〜21：00ラストオーダー
お問合せ、ご予約は 029−265−5541 まで

★

★

知ってましたか…？のぞみは、お食事処のみ
のご利用大歓迎！冷えたビールに旬の海鮮料
理をご用意しています。「天然温泉付き宴
会」も大好評受付中！（温泉無しもOK）

関東屈指の濃い温泉

ひたちなか市内でお食事処・
宴会場をお探しなら！

ひたちなかまちづくり㈱

野修代表取締役）で

の週４日、各日

食を

は、小中学生と保護者

寄付で運営されまし

たちは大喜び！昼食の

のでうれしいし元 気 が

提供。

た。場所を提供して室

用意に頭を悩ませる保

出る」
「 栄 養 満 点のカ

を対象にカレーを１

内で飲食をするより持

護者の方にも大好評で

レーを少しの負担で提

食１００円で提供す

ち帰って食べてもらう

毎回完売しました。ま

50

子どもたちに届ける焼きそばを作る、
奥様の澄江さん
順番を待つ子供たち

60

方が良いと状況判断し、

http://www.corona-el.co.jp/

23

店内に飾ってある子どもたちからの
メッセージカード
企業から協賛いただいたジュースと
ヤクルトとお菓子

30

