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会員企業を全力で支援
事業・決算報告承認
第91回通常総会

P4

2020 JULY

2020年７月10日発行
No.195
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

資金繰り支援

無利子融資・
制度融資に関する相談
※各種融資の詳細は３ページをご覧ください。

補助金支援

持続化補助金相談会

※相談会の詳細は３ページ・折込チラシを
ご覧ください。

支援金・給付金支援

ひたちなか市
緊急中小企業継続支援金
地域応援
プレミアム商品券 P2
発行総額３億６千万円

20％お得！

※詳細は２ページをご覧ください。

持続化給付金
申請サポート
会場開設中（完全予約制）
※詳細は３ページをご覧ください。

会頭日記・青研ニュース
青年部通信 P9
会員のひろば

第25回 P9
ひたちなかドリンクラリー
今年は
クラウドファンディング！

※詳細は９ページをご覧ください。

P8

P10

㈱茨城県民球団

（茨城アストロプラネッツ）
らい

おん

焼鳥 来恩

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の支援として、市内の600を超える店舗で使え、＋20％プレミアムの付いた商品券を発行します。

テイクアウト＆デリバリー応援キャンペーン

参加店レポート第２弾!!

４月に始まった「テイクアウト＆デリバリー応援キャンペー
ン」は、170店舗以上の飲食店が登録、今回も参加店の声をお
聞きしました。
（那珂湊支所 大沼）
●Café and Space TOIRO

西野さん

TEL352-3700

今回参加させていただき、多くのお客様にご利用頂き感謝

街に元気を取り戻そう！
クラウドファンディングによる
地域飲食店応援プロジェクト

「なかなかイイ店ひたちなか」

支援金9,641,000円集まる!!
ご支援ありがとうございました！

感謝です。新しいお客様の獲得

と「テイクアウト」という新た

な販路が見つかり、とても良かっ

たです。飲食店の強みである「出

来 たて、作りたて」を 活 かし、
今後も元気を出して地域の食を
支えていきたいです。
●喰い道楽 すみよし

人気のローストビーフ弁当

髙安さん

TEL 262-3551

通常のテイクアウトメニュー（焼

きそば・モツ煮）に新メニューを追

５月27日から６月26日までの１か月間に、延べ628

加、ＰＲに苦労しながら独自で頑張っ

名の方から9,641,000円の支援をいただきました。店舗

ていたとき、今回のキャンペーンを

指定コースにご支援をいただいた方は、10％のプレミア

知りすぐに参加、この企画は非常に

ムが付いた食事券を、下記使用期間内に支援した店舗で

心強く、常連の方はもとより、初め

ご使用ください。

てのお客様等への販路拡大に繋がり
ました。ありがとうございました。

新しい顧客獲得に貢献

（総務企画課

西連地）

●食事券使用期間：７月20日（月）〜12月31日（木）
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資金繰り支援
●マル経融資（商工会議所▶審査）
別枠1,000万円

実質無利子（当初３年間）返済期間：運転７年・設備10年（各据置期間あり）

【要件】
①常時使用する従業員が20人（商業またはサービス業は５人）以下の法人・個人事業主の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上が前年又は全前年同期と比較し

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

て15％以上減少している法人事業所または５％以上減少している個人事業所の方

●公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付（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3,000万円上限）

返済期間：運転15年・設備20年（据置各５年以内）

●県新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金（商工会議所▶受付窓口）
運転200万円

無利子

貸付期間：10年以内（据置５年以内）

【要件】前年同月比で売上が50％以上減少し、公的融資制度及び民間金融機関による融資が受

補助金支援

※詳細は折込チラシ参照

●小規模事業者持続化補助金相談会（コロナ特別対応型）
７月10日(金)、７月17日(金)、７月22日(水)、７月29日(水)
午前９時 〜 午後５時（正午〜午後１時を除く）

支援金・給付金支援
●ひたちなか市緊急中小企業継続支援金
中小企業・小規模事業者２０万円

個人事業主１０万円

【支給対象】市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者および個人事業主
【支給要件】新型コロナウイルス感染症の影響により、２０２０年１月〜１２月のうち２０１９
年同月比で売上が３０％以上５０％未満減少した月があること。国の持続化給付
金を活用していないこと
【問合せ先】ひたちなか市経済環境部商工振興課
０２９−２７３−０１１１（内線１３４１、１３４２）

●持続化給付金支援対象拡大 中小法人等２００万円 個人事業所１００万円
【申請要件】１．主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
２．２０２０年１月〜３月の間に創業した事業者
どちらのケースも、収入が５０％以上減少していることが条件
【申 込 先】０５７０−０７７−８６６（予約専用コールセンター）

●家賃支援給付金 中小法人等６００万円・個人事業者３００万円上限

【申請要件】５月以降の単月の売り上げが前年同月比で５０％以下、または３ヵ月連続の平均
売り上げが３０％以上減少していること
※申請サイトは７月中に開設予定

Webセミナー開催

※詳細は折込チラシ参照

雇用調整助成金・働き方改革・消費税のインボイス制度・民法改正などの諸制度改正に伴う対
応セミナーをいつでも何度でも無料で受講可能
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ひたちなか商工会議所企業支援課 ＴＥＬ ２７３ ︱１３７１

けられないこと

問合せ先

●県新型コロナウイルス感染症対策融資（商工会議所▶相談対応）
運転8,000万円 実質無利子（当初３年間4,000万円上限） 返済期間：運転10年（据置５年以内）

新型コロナウイルス経営相談窓口

※上記②に該当しない事業所には商工会議所が独自に利子補給し、１年間は実質無利子

会員企業を全力で支援
事業・決算報告承認

第91回通常議員総会

令和元年度の事業報告、収支決算を審議する第

回通常議員

日、ホテルクリスタルパレスにおいて役員・議員

名）が出席のもと開催されました。

上を図った。

観光振興に取り組み、地域力向

年度事業報告、議案第２号令和

○中小企業の稼ぐ力の向上とイ
ノベーションの支援

業を展開した。また、今般のコ

は、重点事項に基づき様々な事

所と経済友好協定を調印した。

フィリピンのダバオ市商工会議

進出やビジネス拡大を図るため

月には、今後のアジア

ロナウイルスで影響を受けた会

経営力アップ事業では経営力

昨年

員事業所へは今後も全面的な支

向 上 に 役 立 つ 講 習 会 を 実 施 し、

２月に開催された脳科学者の中

野信子氏を迎えた講演会では
４２０名が参加した。

新型コロナウイルス特別相談

窓口を早期に開設し、今後も継

プロジェクトが集客拡大と観光

の徹底

○一体感のある強い組織づくり

続して全力で支援にあたる。

消費に貢献した点が高く評価さ

昨年

朝食メニュー「走食健美」の開

大会に参加するランナー向けの

した。また、勝田全国マラソン

らり輝き観光振興大賞」を受賞

て会員増強を積極的に展開した。

強化に向けて役職員一丸となっ

タートした。また、会員組織の

員に就任いただき第１７期がス

担う若い方にも多数、役員・議

櫻井）

発や、市への観光客に向けた「駅

月の改選で、次世代を

れ「２０１９全国商工会議所き

２月 日、ほしいも魅力発信

地域創生の推進

○変化に対応したまちづくりと

【柳生会頭あいさつ要旨】

つしました。

援に取り組んでいく」とあいさ

柳生会頭は「令和元年度事業

されました。

元年度収支決算が原案通り承認

議事では、議案第１号令和元

ら１２１名（委任状行使者

総会が６月

91

（総務企画課

令和元年度
一般・特別会計収支決算状況

※商品券会計は、
商品券販売収入分を除く

※商品券会計は、
商品券販売収入分を除く

60

ナカ売店ＫＡＴＴＥ」を開設す

130,769千円
28％

事業収入

人件費

千円

管理費

185,454千円
38％

102,578千円
22％

46,548千円
10％

会館使用料

478,219

千円

交付金

121,125千円
25％

5,500千円
2％
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るなど、地域の魅力を活かした

31,947千円
7％

478,219

145,034千円
27％

事業費

積立金

会費

7,500千円
2％

102,239千円
22％

積立金
取崩収入

31,947千円
7％

10,300千円
2％

19,315千円
4％

＜支出の部＞

次年度繰越金

退職給与引当金

繰入金

16,182千円
4％

11

11

＜収入の部＞

前年度繰越金

繰入金

13

4

おめでとうございます

関東経済産業局長表彰
永年にわたる商工業の
総合的な改善発達及び社会
一般の福祉の増進に貢献し
横須賀
和次氏

忠行氏

た功績が讃えられての受賞。
員 阿久津

常議員
議

建築業

建設業

あかり運転代行

運転代行業

交・エ

㈱イ座

飲食業

観・飲

合同会社あしたば

児童福祉業

生・文

焼肉と韓国料理「あかべこ」

飲食業

観・飲

ピッツェリア モンテマーレ

飲食業

観・飲

㈱ヒューマンコーポレーション

生活サービス業

生・文

㈱ＢＯＮＤＳ

自動車販売業

交・エ

㈱ＳＥＩＫＥＮ

建設業

建設業

カフェレストラン フルール

飲食業

観・飲

アトラス合同会社

Webデザイン業

生・文

ちどり

飲食業

観・飲

㈱パートナー

コンサルタント業

金・コン

二川

経理事務代行業

金・コン

会 議録
■監事会

６月２日
○令和元年度一般並びに特
別会計に係る監査▽来栖正
名により各会

史氏、鈴木邦道氏、西野信
弘氏の監事

計について関係諸帳簿と対
照 し 点 検、「 適 正 」 と の 認
証を得る
■第２回運営委員会
６月９日
【議事】○顕彰制度○令和

日

元 年 度 事 業（ 案 ）
・令和元

年度収支決算（案）

■第４１４回常議員会

６月

・５％

会 員 数 ３，

組織率

件

【協議事項】①新入会員
の承認▽
９７９件

回

佐藤憲一氏③退任

㈱筑波銀行ひたちなか

②議員の職務を行う者の変
更

支店長

役 員・ 議 員 の 表 彰 ④ 第

建設業

ヒロム工業

建設業

林

コンサルタント業

性会活動

き商品券事業③青年部 女

策・地域応援プレミアム付

ス感染症への対応②緊急対

【報告事項】①新型ウイル

伴う緊急要望

型コロナウイルス感染症に

工会議所顕彰」受賞者⑥新

算（案）⑤「ひたちなか商

（案）○令和元年度収支決

項○令和元年度事業報告

通常議員総会に提案する事

特別

生・文

那珂湊

生・文

デザイン業

ほしいも神社建立にあ
たり中心的な役割を果たし、

㈱ベストカンキョウ

中部

観・飲

佐野

観・飲
餃子製造販売業

西部

飲食業

餃子専門店 一本道
南部

緋乃希
駅前

建設業

多加志、菊池眞一郎、藤咲
久光（以上、前議員）

献をした功績

ほしいものブランド化と地

ひたちなか商工会議所
顕彰表彰
ひたちなか商工会議所 青年部

号災害ボラン

域の観光振興に多大なる貢

［会員増強部門］
台風
ティア活動や勝田全国マラ

株式会社常陽銀行
ひたちなか支店
ソン大会おもてなし事業な

ひたちなか市職員共済会

に貢献をした功績

ど地域コミュニティの結束

新入会員の増加に多大
なる貢献をした功績
［創業部門］
和あらかると

リー応援キャンペーン」に

「テイクアウト＆デリバ

斬新かつアイディア溢

賛同し、市内飲食店に対し

岩田晶子

れる起業家精神をもって本

３ か 月 に わ た り 応 援 さ れ、

業

種

部会

新入会員紹介
事業所名

金・コン

ダンス教室

ヤナチ製作所

綾子

代表

（ベストアクション表彰）
市の産業に新たな風を吹き

（敬称略）

深谷氏は、平成３年に

年までは常議

生・文
不動産販売業

誠

関東商工会議所連合会
会長表彰
ひたちなか商工会議所 女性会

小池勝利

大なる貢献をした功績

地域経済の復旧復興への多

実行委員長

ほしいも神社建設実行委員会

［地域貢献部門］

込んだ功績

地域の女性リーダーと
して積極的に活動し、地域
活性化や知名度向上への取
り組みが高く評価されての
受賞。

訃 報

勝田商工会議所議員に
就任して以来、平成 年
から同

員 と し て、 ま た 前 渡 ブ
ロック長も歴任するな

情報通信業

㈲ビーイング

16

退任役員・議員表彰
［日本商工会議所会頭表彰］
川又友一、永井治、萩谷寛、
日詰治（以上、前常議員）
宮 本 治、 深 川 忠 義（ 以 上、
前監事）

を通し商工業の発展に

㈱ＲＴプランニング

23

ど、地域に密着した活動
本商工会議所議員

した。

ご尽力していただきま
歳）

㈱深谷建設 代表取締役
深 谷 時 雄 氏（ 享 年

謹んでご冥福をお祈
りいたします。

工業

73

海野昭彦、御厩清忠、砂押
義 郎、 飛 田 勇、 戸 部 年 三、
横須賀岳夫（以上、前議員）
［ひたちなか商工会議所会

が、５月 日逝去されま
した。

5

情報通信業

3

13

ご入会
ありがとうございます。

19
28

Ｋ−ｗａ

･

77

㈱ｉＣＡ

91

頭表彰］
大内一朗、大内敏彦、大塚

23

※観・飲 観光・飲食サービス業／生・文 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

「一般定期健康診断・生活習慣病健診」についてのお知らせ
【７月に商工会議所会館で受診していた皆様へ】

【10月に漁村センターで受診していた皆様へ】

例年７月に商工会議所会館５階で実施しておりました健康
診断につきましては、実施延期で日程調整をして参りまし
たが、年度内の実施枠確保が困難となり、やむなく中止す
ることとなりました。つきましては、実施医療機関の

新型コロナウィルス感染拡大防止（３密回避）のため人数
を制限した、完全時間指定制で実施致します（受診時

願いします。

【開催日】10月７〜９日

○問合せ先：事業推進課

※今後の新型コロナウィルス感染拡大の状況により中止と
なる場合があります。
○問合せ･申込先：那珂湊支所 TEL 263-7811

「（一財）茨城県メディカルセンター」（TEL：
243-1111）もしくは他の医療機関での直接受診をお

TEL 273−1371

間は商工会議所からご連絡いたします）指定した時間での
受診が都合つかない方、受診会場の「密」が不安な方は左
記の「茨城県メディカルセンター」等での受診をおすすめ
します。

※商工会議所共済制度ご加入の方向け受診料補助については、他の医療機関での受診を含め、補助対象となりますので、別途
申請下さい。

「新型コロナウイルス感染症」に伴う
『いきいきライフ共済』
（災害保険金）の支払対象拡大について
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていら
っしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
さて、当所生命共済制度『いきいきライフ共済』に関して、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡された場合
に災害保険金お支払い対象とさせていただくことが決定いたしましたのでご案内申し上げます。
■災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または高度障害状態に該当した場合。
※医師の診断を必要とします。
■対象期間
①これからご請求いただく場合：適用となります。 ②これまでに支払事由に該当した場合：遡及して、適用となります。
■お支払い例
「いきいきライフ共済」新型コロナウイルス感染症による死亡の場合：１口あたり 250万円（死亡保険金＋災害保険金）
※参考：通常（病気による）死亡保険金 １口あたり 50万円（死亡保険金）
【問い合わせ先】〒312-8716 ひたちなか市勝田中央14-8 ひたちなか商工会議所
TEL 029-273-1371
【共済制度引受会社】〒310-0803 水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル4F アクサ生命保険株式会社 水戸営業所 TEL 029-224-3510

水戸地方検察庁からのお知らせ

食堂使用者募集中

水戸法務総合庁舎が本年９月に完成し、庁舎内に食堂が設
置されます。現在使用者を公募しているところですが、ご興
味のある方は下記までお問い合わせください。
記
【公募期間】
令和２年７月６日〜令和２年７月31日
【使用許可】
厨房部分（約69㎡）＜厨房機器完備＞
【食堂席数】
飲食席（約82㎡）：約50席
【利 用 者】
職員、近隣官署職員及び来庁者
【そ の 他】
売店（19㎡）も公募中です
【問合せ先】
水戸地方検察庁会計課 佐藤 TEL 029-227-9810
■詳しくは、水戸地方検察庁ホームページをご覧下さい。

茨城県警察官採用試験（第２回）
を実施します
茨城県警察では、警察官を募集しています。

○受験資格
〔男性警察官Ａ・女性警察官Ａ〕
昭和62年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業した人若しくは令和３年３月31日まで
に卒業見込みの人又は人事委員会がこれと同等と認める人
〔男性警察官Ｂ・女性警察官Ｂ〕
昭和62年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人で、警
察官Ａの受験資格（学歴区分）に該当しない人
○受付期間
７月１日（水）午前９時から８月20日（木）午後５時まで
※受験申込み手続きはインターネット（電子申請）からとなります。
○第一次試験 ９月 20 日（日）
○資格加点制度
武道、言語、財務及び情報処理関係にかかる一定の資格を有する
方に対して、一定の範囲内で加点を行います。
○お問合せ先 ひたちなか警察署警務課 029−272−0110
採用フリーダイヤル
0120−314−058
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制度融資のご案内
種

類

融

マルケイ融資

［日本政策金融公庫］

普 通 貸 付

［

〃

］

震災復興緊急
［茨 城 県］

パワーアップ
［

〃

］

自 治 金 融
［ひたちなか市］

振 興 金 融
［

〃

］

短 期 資 金
［

〃

］

経 済 活 性 化
［

〃

］

資

（令和２年６月30日現在）

限

度

額

利

率

1.21％
2,000万円 （設備・運転）
4,800万円 （設備・運転） 1.21~2.55％
8,000万円 （設備・運転） 1.2~1.5％
5,000万円 （設備・運転） 1.3~1.6％
1.11％
1,000万円 （設備・運転）
1.11％
2,000万円 （設備・運転）
0.9％
500万円 （設備・運転）
1,500~3,000万円
（設備・運転）

1.11~2.1％

○問合せ：企業支援課

金融・経営安定相談会の開催日
専門相談員が経営をサポートします！お気軽にご相談下さい。
【本所】７月22日（水）受付：午前10時〜正午/午後１時〜３時
経営相談
金融相談
経営計画、倒産防止関係など
運転・設備、
新規開業資金など
時間
10：00〜15：30
10：00〜15：30 10：00〜11：30
相談員
商工調停士
信用保証協会 日本政策金融公庫
内容

○問合せ：企業支援課

※金融相談は完全予約制となります。

取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ

「パートナーシップ構築宣言」を
作成・公表しませんか

日商の三村会頭が、かねてより主張してこられました「大企業と
中小企業による新たな共存共栄関係の構築」に向け、今般、官民
が一体となって『パートナーシップ構築宣言』の策定・登録・公
表を推進する仕組みが創設されることになりました。
①取引先との共存共栄の取組や、「取引条件のしわ寄せ」防止を
代表者の名前で宣言します。
②「宣言」はポータルサイト上に公表されます。
③「宣言」企業は「ロゴマーク」（作成中）を使うことができま
す。一部の補助金の優先採択を検討しています。
○「宣言」の提出・掲載について：
（公財）全国中小企業振興機関協会 TEL 03-5541-6688
提出先URL：https://www.biz-partnership.jp

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

TEL 029-262-4118
（那珂湊おさかな市場前）

FAX 029-262-4119

http://www.minato-kankohotel.com/ みなと観光ホテル 検索

コミュニティ交流サロン事業

まちかど交流館ふらっと

市民と商店街の交流拠点として開設している「ふらっと」では、
レンタルボックスの出店者及び催事スペース利用者を募集してい
ます。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
【レンタルボックス等利用料金】
レンタルボックス区分

Ａタイプ（高さ 45cm× 幅 60cm× 奥行 45cm）
Ｂタイプ（高さ 45cm× 幅 80cm× 奥行 55cm）

月額料金

3,000 円
4,000 円

※１人１小間、１ケ月単位の契約となります。
※出店者の皆様には月１回以上、店当番をお願いしております。
※各ボックス下段スペースは更にお得な料金で利用できます。
○問合せ：事業推進課

コミュニティスペース3710屋
○コミュニティスペース3710屋
3710屋では手作り作品出店者募集中！
（出店料500円〜2,000円）
○「3710屋野菜市」毎週木曜日の午前10時〜11時に開催！
安くて新鮮な野菜が手に入る週に一度の貴重な１時間！まだご
来場したことのない方は、ぜひ一度足を運んでみてください！
○「ドゥナイトマーケット」
毎月第３土曜日に開催しているドゥナイトマーケットですが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、しばらくの間休止と
させていただきます。再開時期については未定となりますが、
新企画を交えた万全な状態で再開できるよう準備を進めていま
すので、ご理解のほどよろしくお願いします。
○問合せ：那珂湊支所

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
夏季観光イベントの中止について
新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、各種イベントの中
止が発表されています。詳細は、各主催者等にお問合せ下さい。
・みなとフェスタ2020 ７月19日（日）
・第25回阿字ヶ浦花海岸花火大会 ８月２日（日）
・ROCK IN JAPAN FES.2020
８月８日（土）９日（日）、10日（月・祝日）
・第26回ひたちなか祭り ８月22日（土）、23日（日）
・第33回那珂湊海上花火大会 ９月12日（土）
・市内海水浴場の開設中止

企業の皆様へ

退職自衛官雇用の
ご案内
自衛官は、自衛隊の精強性を維持するという観点から、
若年定年制（54歳、55歳で定年退職）及び任期制（20歳
代に退職）という特殊な制度がとられています。これらの
退職者は働き盛りであり、技能（資格・免許保有）と精強
さに加え、職務遂行と教育訓練によって培われた企画力、
指導力、実行力、協調性、責任感などに優れ、企業から高
い評価を受けております。貴社の戦力として必ずお役に立
てると確信しております。
○お問い合せ先：
自衛隊茨城地方協力本部 県北地区援護センター
電話 029（274）3211 （内線296）まで
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「売れる」営業で
仕事を獲得！

青研NEWS

新

６月
文／柳生 修

６月２日（火）10時より監事会を開催。会議所の令和

▲

新型コロナウイルスの
影 響 で 経 済 が 失 速 し︑
対 面 での 経 済 活 動 に も
影響が出ている昨今︑改
めて契約に一歩踏み出す
営業スキルを身につけな
ければなりません︒そこ

元年度の事業と決算の監査を監事の方々にしていただい
た。その後のプレミアム商品券実行委員会では、新型コ
ロナウィルス禍にあって、中小商店の方々に少しでもお
力になるべく、今年に限っての緊急事業案を検討した。
６月９日（火） 運営委員会に引き続き、臨時正副会頭

▲

会議を開催。茨城県が昨日から経済活動緩和ステージ１
への移行を宣言したことを受け、今後の事業計画を話し
合った。
６月16日（火） 正副会頭会議に引き続き、常議員会を

▲

で６ 月 の 例 会 で は ㈱ ビ
ジョンリンク代表取締役
の木 下 隆 之氏 を講 師に
招 き﹁不 況 下 で も 売 れ
る営業スキル︑仕事の取
り方とは﹂をテーマに講
演会とテーブルディスカ
ッションを
開催しまし
た︒
講 演 会
では売れる
営業と平凡
な営業の違
いや顧客の
心理をつか
むアプロー
講師の木下氏

会頭日記

決算の承認を決議した。
６月18日（木） 午後、先月に引き続きオンラインによる

▲

日商の常議員会を視聴。来月には、東京での会議も再開
できる見通しとなってきた。
６月２3日
（火） 商工振興員連絡会に出席。委嘱状伝達

▲

チの仕 方などにつ
いて講師から具体
的な事例を交えな
が ら 紹 介︒続 いて
のテー ブルディス
カッションでは 各
参加者が自社の営
業 方 法 を振り 返り
な が ら︑今 後 改 善
できる 点について
意見を交換しまし
た︒
参加者からは
﹁さ っ そ く 明 日 か
らの営 業に生かし
て み たい﹂
﹁社 員 に も 紹
介したい﹂との声が聞か

開催。25日の議員総会に向け、令和元年度の事業報告、

期待したい。
６月25日（木） 通常議員総会をホテルクリスタルパレ

▲

れました︒
︵事業推進課 大森︶

が遅れたが、今年度も会員とのパイプ役としてご活躍を

スで開催。市長始め来賓をお迎えし、感染防止対策に留
意しながらも、久し振りに平常に近い形で開催できたこ
テーブルディスカッションは白熱！

とがうれしい。

Shopping town 勝田中央

KICONA勝田駅前店
ファーストレンタカー

229-3990

㈱ネクサスソフトウェア

229-1041

あおと歯科矯正

215-9401
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ＹＥＧデリバリー

31

日の間実施し、

日間で延べ１５０

21

日～

計

名のメンバーが集まり、

11

新型コロナウイルス

受けた飲食店の力に

配達をしました。
美味しい料理を届けました

により、多大な影響を

な る た め に、 青 年 部

ではボランティアに

よるデリバリー支援

を行いました。デリ

バリーをやりたいが、

店

15

人手不足等で出来な

松本氏や宮田氏から

い市内事業所（

経営研究委員会が主

は、今この状況を補助

舗）を対象に、５月

管のもと、３週連続で

金や融資等各種支援施

オンラインセミナー

オンラインセミナーを

てほしいと力強い言葉

策を活用し、乗り切っ

第１回目は融資関係

をいただきました。

初めてZOOMを使ったセミナー

開催しました。

や持続化給付金などに

品田）

（企業支援課

Young Entrepreneurs Group

ついて事務局より説

明。第２回目は社会保

険労務士の松本光治氏

による雇用調整助成金

についての講話を、第

３回目は中小企業診断

士の宮田貞夫氏による

小規模持続化補助金に

ついての講話をいただ

きました。

青年部通信

第25回ひたちなかドリンクラリー

今年はクラウドファンディング！
飲んで！食べて！３軒ハシゴして！
飲食店を応援しよう！

一人３店舗で6,000円相当のメニューが楽しめます。
詳細は「ひたちなかドリンクラリー
◆CAMPFIREでの支援期間

CAMPFIRE」で検索！

７月31日（金）まで

※今回はクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて
チケットを購入していただきます。
◆チケットご利用期間
◆詳細・問合せ
TEL

８月20日（木）〜９月20日（日）

実行委員会事務局（ひたちなかまちづくり㈱内）

029-353-3181

受付時間

13:00〜18:00

公式HP（http://drink-rally.com）では参加店の紹介やコメント
等を掲載しています。
あわせてご確認ください。会議所HPからもご覧になれます。

▲公式HPはこちら

▲CAMPFIREはこちら

新しいナノミストサウナは、
すっごく「いい汗」かけます！
別名「アンチエイジングサウナ」で爽快発汗！
いい汗かいたら、昼は海、夜は月をのぞみな
がら…海風でクールダウンする贅沢を。

疲労、
ストレスは汗とともにさっぱり流そう！
のぞみでパワーチャージ！

「お食事のみ、宴会のご利用もお気軽にどうぞ」
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関東屈指の濃い温泉
★

★

会員のひろば
中部ブロック

大好きな野球で地元に元気を！

㈱茨城県民球団

（茨城アストロプラネッツ）

山根

将大さん

Q この仕事を始めたきっかけは？

子どもの頃から野球のクラブチームに所属していたので、いつ
か育ったひたちなか市や茨城県を本拠地とするプロ野球チー
ムが設立されたら、そのチームで仕事したいと思っていまし
た。その夢の実現に行動をするキッカケとなったのが「東日本
大震災で被災した地元に貢献する」という思いでした。長年構
想を練り一歩一歩進みながら、昨年、プロ野球独立リーグ「ベ
ースボール・チャレンジ・リーグ」に加盟しました。

Q 仕事をする上でのこだわりは？

最初に始めた仕事はWebコンサルタントで、現在は球団の運
営も含め、県内各所で福祉事業所の運営や農業事業、飲食事
業、印刷事業、清掃事業の６つの事業を行っています。常に
お客様にとって何が必要でどんな需要があるかを考えて仕事
をしています。わが社の農地で採れた無農薬野菜を使った料
理を提供する カフェ&ダイニングバー「さぼーる」 （写真）
も市内東大島で営業しているので、ぜひご来店ください。

Q PRをどうぞ！

初参戦した昨シーズンは残念ながら成績が振るわず最下位と
いう成績でしたが、これからは一勝でも多く勝ち、盛り上げて
いきたいです。ひたちなか市民の方々に必要だと思っていた
だける、元気なチー
ムづくりを目指して
いきます。皆様から
いただける応援が選
手やスタッフの大き
な励みになります。
茨城県民球団「アス
トロプラネッツ」を
どうぞよろしくお願
いいたします！
山根社長（右）と、試合会場でテナント出店等を担
当し、チームを盛り上げている倉持大輝さん（左）。

●飯村ストアー
●ピザーラ
● ㈱茨城県民球団

（茨城アストロプラネッツ）

らい

おん

焼鳥 来恩

波見

則子さん

Q この仕事を始めたきっかけは？

現在店長を務めている息子の健司が、つくば市でやきとりの
移動販売をしていたのでそのノウハウを活かし、平成27年３
月にオープンしました。 来店してくれたお客様に恩返しとし
て美味しいものを提供する 、そんな想いから母と息子で始め
た焼鳥店です。焼鳥だけでなく地鶏料理も提供、鶏ラーメン
も始めました。

Q 仕事をする上でのこだわりは？

塩にこだわった各国からの数十種類の塩を部位ごとに合うよ
うブレンドして、一本一本丁寧に！をモットーに真剣に焼い
ています。滅多に食べられない希少部位や今まで食べたこと
ない部位もご注文いただけます。日本酒にもこだわってい
て、常連の方も飽きないようにいろいろ取り寄せています。
お好みに合わせてオススメも紹介しますよ！

Q PRをどうぞ！

希少部位の ふりそで や ほろほろ 、 白レバー が人気です。
メニューに載っている鶏の絵を見ながらお好きな部位をご注
文ください。熊本県産直の馬刺と鹿児島県産直の鳥刺も絶品
です！くどさがなくスッキリとしたスープのラーメンは鶏だ
けを使用、こ
ちらもぜひ召
し上がってい
ただきたいで
す。焼鳥と日
本酒、そして
〆でラーメン
をお楽しみく
ださい。
こだわりの土佐備長炭で一本一本丁寧に焼く、息子の健司
さん。店内の棚には、健司さんオススメの日本酒が並んで
います！

取材メモ

取材メモ

「ベンチャー企業の社長に休み

「お 客 様 に 笑 顔 で 帰 っ て ほし

はないんです…。でも仕事が好

い、との思いで、真心を込めて

きなので頑張れます！」と話す

美 味 し さ を 提 供 し て い ま す」

山根社長。
Ｅスポーツで気分転

と波見さん親子。休日は、ゴル

換をしながら、毎日飛び回るよ

フを楽しみたいけど、なるべく

うに仕事をしているそうです。

体を休めるようにしています。

外野小●

● 焼鳥

来恩

● ガソリンスタンド

東大島1-24-29 正和ビル4F
●営業時間／９：00〜18：00
●定 休 日／不定休
●T E L／029-229-2611
●F A X／029-212-7500

勝田駅

勝田駅

ひたちなか
● 市役所

鶏の希少部位をこだわりの日本酒とともに…

カスミ●
常陽銀行●

●笹野署

はしかべ1-1-1
●営業時間／17：00〜24：00
●定 休 日／月曜日
●T E L／029-357-7524
●F A X／029-357-7524

