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に 何 が で き る か 検 討 し、【 ふ る 里
愛】をテーマに「ウォークラリー」
という形で記念事業を開催するこ
ととなりました。
ウォークラリーとは、実行委員
会が設定したコースを、コマ図（地
図みたいなもの）を使って、史跡
やチェックポイント、問題ポイン
ト等を通過しながらゴールを目指
し、設定したタイム（参加者には
公表されません）に近いチーム程、
高得点になります。タイム得点や
問題得点などの合計点が高いチー
ムが成績上位チームとなります。
地元「牛久市」の歴史と文化を
歩きながら発見し、賞品ゲットを
目指して大冒険しませんか？
※ゴールした後は地元産の河童米
や野菜等を使って、おにぎりや豚
汁もでるよ。

向を示す「幸せへの道しるべ」でもあり、住民、事業所、
団体など、みんながもっている様々な力を形にする「市
民の行動計画」です。
皆さん、幸せなまちづくりの実現を目指して、ともに語
り合い、一緒に夢を描き、協力し合って歩きはじめま
しょう。

商工会員の皆様も地域貢献に積極的に参加しましょう

牛久市社会福祉協議会 TEL 871-1295
http://www.ushikushakyo.jp/

このたび、牛久市社会福祉協議会は、牛久市地域福祉
活動計画策定委員会とともに、
「みんなの幸せづくり計
画」を策定しました。
この計画は、牛久に住むすべての人が、人や地域とつ
ながることにより、その人らしく輝きながら、幸せな暮
らしを送ることができるまちづくりを目指しています。
またこれは、市民による広い意味での福祉活動の方

住所：牛久市上柏田4-1-1 ＴＥＬ８７２-２５２０ＦＡＸ８７２-１９９１

40

深め、まだまだたくさんの自然が
残っている牛久の歴史を学んで頂
きたいという想いからです。
私自身、牛久市に長年住んでお
りますが、この事業の準備・運営
を通じ、牛久の知らない所がたく
さんあることに気がつきました。
こうした牛久の魅力を体感して
頂き「ふる里牛久への愛着」が未
来を担う子供達の心に残って頂け
たら幸いです。
皆様のご参加をお待ちしており
ます！

参 加 費
問合せ先

うしくの自然・歴史ここにあり！
周年記念事業特別委員会
委員長 小林 太一
「 周年記念事業特別委員会 は｣、
当部が設立 周年を迎え、市内商
工業並びに市全体の発展を願い、
また、日頃お世話になっている市
民の皆様に感謝の意を込めて組織
されたものです。
「 き っ か け 」 は、 ま だ 牛 久 を 知
らない子供達に地元の自然を体感
してもらい、家族や友達との絆を
40
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平成２０年１０月１日発行 発行：牛久市商工会

http://www.sci.e-ushiku.jp/

25 ,000部発行（牛久市内全戸配布）
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牛久市商工会青年部は、当時ま
だ牛久町であった昭和 年に『商
工業に従事する青年の情熱と実行
力とを結集して、商工会の事業に
積極的に協力し、もって地域商工
業の振興発展に寄与する』ことを
目的に、若手経営者と後継者によ
って設立されました。
青年部は 歳までの働き盛りの
会員で構成されており、市民の皆
様にも馴染みのある、夏のかっぱ
祭りや、秋のワイワイ祭りを始め
観光資源の発掘、ボランティア活
動を中心に日々勉強と牛久市の発
展のために努力してまいりました。
諸先輩方からの教えや伝統を引
き継ぎ、新しい考えを取り入れな
がら当商工会青年部は 周年を迎
えることができました。
周年という節目にあたり、改
めて地域貢献や市の活性化のため

募集定員
募集方法

Ｈ20年11月30日（日） 受付:9時 スタート:10時
三日月橋生涯学習センター駐車場
牛久市内と近隣の小学6年生まで。1チーム2〜5名
（うち20歳以上の大人1名以上）
30チーム
電話により受付けます。【締切り⇒11月12日
（水）】
※応募が30チームを超えた場合は抽選となります。
300円/１人（保険料込み）
牛久市商工会 872−2520 担当：勝山・斉藤
日
時
集合場所
募集対象
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10号〈〉
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牛久市商工会だより
平成20年10月1日発行

商 工 会 は 地 域 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す
●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「みんなの幸せづくり計画 〜牛久市地域福祉活動計画〜」を普及しています

牛久市商工会だより

リサイクルショップ −童里夢−
開店４年目。アットホームな
雰 囲 気 を モ ッ ト ー に、 毎 日
色々なお客さまと出逢いを楽
しみに営業しています。衣類、
食器、小物、雑貨…etc。（家電、
家具は扱っていません。）楽
しみにお出かけ下さい。

業種：リサイクルショップ

←取手

10号〈〉

有限会社 和田興業

国道6号線

土浦→

JR 常磐線
牛久みどり野局

〒

● ローソン

当店
牛久市南4丁目45-14
TEL･FAX.874-3705

マホガニー
〜世界に誇る日本文化〜
古き良き時代に愛されていた、現代の日本
人が忘れかけてしまっている伝統文化を衣
類に再現しました。インターネットをメイ
ンに和柄取り扱いの日本最大級のSHOPで
す。もちろんお店も営業してますので気軽
に遊びに来て下さい。他のお店にはない厳
選した商品を取り扱っておりますので、拘りのあるお客様には
きっと満足していただけると思います。
日本人の魂を着こなす“和心”を私達は応援致します。

平素は弊社を御利用いただき、心
より御礼申し上げます。
牛久市の環境衛生を「親切・丁寧」
をモットーに守り続けて50年!!こ
れからも任せて、安心・確実・低
料金、プロの職人技術をより多くの皆様に感じて頂きたいと、
社員一丸となって頑張って行きたいと思っております!!
業種：一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬、浄化槽トー
タル保守点検、浄化槽清掃、排水管清掃、浄化槽施工、排水設
備工事（牛久市・つくば市指定工事店）
牛久市牛久町3248番地 TEL.872-0814 FAX.872-0814
URL http://www.wada-k.co.jp E-mail kankyou@wada-k.co.jp

医療法人社団 常仁会
牛久愛和総合病院

韓国家庭料理・焼肉

有限会社 行動通信

花

韓国家庭料理として昨年７月オ
ープンし、お客様のあたたかい
声援を頂き今年８月焼肉も兼ね
ることになりました。食材は韓
国から取寄せて使用しており、本場韓国の味をご提供させてい
ただいております。韓国家庭料理「櫻花」は、ふるさとに帰っ
て来たような温かいおもてなしのできる空間を目指しています。
食べ方や料理についてのご案内も致しますので、お気軽にお尋
ね下さい。
業種：飲食店／韓国家庭料理・焼肉
牛久市ひたち野東1丁目29-4 TEL・FAX.872-1712
ら

ら

てい

楽々亭
厳選した肉を自家挽きしたハン
バーグをメインに豚肉、とり肉
の料理等々。また女性向きのヘ
ルシーランチが好評。昔なつか
しいオムライス、カレーライス
等バリエーションが楽しみな「昔ながらの洋食屋さん」です。
定休日 日曜、第３水曜
営 業 【月、火、木、土】ランチ 11:30 〜 2:30 ディナー 5:30 〜 9:00
【水、金】ランチのみ
※店内は完全禁煙です。
駐車場 有り
業種：飲食店／洋食屋
牛久市南2-1-5 牛久駅東口けやき通り沿い TEL.874-0722

弊社は2003年から牛久市を拠点にして、国際電話カードや独
自のIP電話サービス（ブロードバンドに接続して１分１円で海
外と通話可能）を提供してきました。全国の顧客に小売だけで
なく、大口の卸売りもしています。また、去年から中国最大級
のホテル予約の代理店と提携し、中国各地のホテルを特別価格
で紹介しています。弊社の事業内容についてはホームページ
(actel.jp)、または電話でお気軽にお問合せ下さい。
業種：国際電話サービス、中国のホテル紹介・予約代理
牛久市牛久町280番地エスカード牛久1107号
TEL.869-7638 FAX.871-8078
URL http://www.actel.jp E-mail sales@actel.jp

理容小やなぎ
我天流研磨研究所
刃物の美容整形と理容 究極の刃物研磨は刃物美容整形に！
究極のヘアーカットは温暖化防止でCO2削減でECOで地球に奉
仕。ブラシ１本でヘアーが決まるセットレスヘアーの技法。
50余年の知識と知恵と技を使って、貴方のオシャレな希望をい
れてデザイン、設計、施術、仕上げ、価値創造のヘアーを
2008年 秋の髪型を発表
安全 痛くない 快感 癒し 満足 きまり
特別サービスがあります？
業種：理容と刃物研磨
牛久市牛久町244-13 予約優先

TEL.874-0877

当商工会では、平成 年度から 年度にかけて５３１社もの新しい
会員を増やすことができました。今回は、その中のごく一握りです
が牛久市商工会の新しい仲間をご紹介いたします。

業種：衣類販売
牛久市岡見町84 TEL･FAX.871-8690
URL http://www.shop-mahogany.com/
e-mail manager@shop-mahogany.com

牛久愛和総合病院は昭和53年に
旧牛久中央病院として開設し、現
在に至っております。救急医療・
予防医療・高齢者医療を三つの柱として、地域の医療機関と連
携し、近隣の皆様へ医療サービスを提供しております。その予
防医療の一環として、全ての検査がワンフロアで行なえる人間
ドック施設『総合健診センター』や総合的な健康づくりの為の
会員制健康増進施設（厚生労働省認定）『スポーツリラックス』
も是非ご利用下さい。
〒300-1296
牛久市猪子町896番地
TEL.873-3111 FAX.874-1031

櫻

新規加入会員の紹介

平成20年10月1日発行
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※掲載は17年度以降の新規会員で希望者の中から抽選によるものです。

〈〉

牛久市商工会だより

『空気もきれいなお店』
募集中 !!
たばこによる健康被害を軽減するため、牛久市では、
たばこ対策を行っている店舗を対象に、申請後認証され
ると認証区分に応じたステッカーを交付させていただく
とともにあらゆる機会（ホームページ、健康まつりなど）
を通してお店をご紹介していきます。
既に認証されたお店もありますので下記ホームページ
をご覧いただき、皆さんで応援していきましょう。
詳しくは ⇒（http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/
kenkou/kenkou21/kinnenn/kuukimokirei.htm）
   

◎認証区分

【禁煙店】

【完全分煙店】

【時間帯禁煙店】

10号

DOG SALON
Angel Tail

（ドッグサロン エンジェルテイル）
皮膚洗浄が出来る「システムマイク
ロバス」を県内初導入！アレルギー
などのベタベタに悩まされているわ
んちゃんには特におすすめです。フ
ードは、わんちゃん・ねこちゃん用とも「ロイヤルカナン」を始め今話
題の無添加「ネイチャーズロック」や「Ｐボール」、グッズは写真とそ
っくりに職人が手彫りで作る皮製品など専門店ならではの商品を取り揃
えています。９月にはミニチュアシュナウザーも産まれましたので赤ち
ゃんからの成長が分かる仔犬が飼える絶好のチャンスです！

〜只今新規会員募集中〜（当店は会員制です）
業種：美容・ホテル・仔犬販売・交配
牛久市南6-4-18 TEL･FAX.828-6118

パソコン修理・ｐｃＱ援隊
無料パソコン点検
自宅・事務所へ訪問して、無料でパソコンの調子を点検します。
データ復旧
起動しなくなったパソコンのデータ復旧を受け付けています。
業種：パソコン修理・データ復旧

牛久市田宮町1070-7
TEL.878-3953
FAX.878-3956
URL http://www.pcqentai.com/

国民生活金融公庫からのお知らせ

10月1日

日本政策金融公庫 誕生

平成20年10月１日、国民生活金融公庫は、農林漁業金融公庫、中
小企業金融公庫、国際協力銀行（国際金融等業務）と統合し、「株
式会社 日本政策金融公庫」（略称：政策公庫）となります。この
たびの統合により、国の教育ローンについては、ご融資対象の範囲
が縮小されますが、小企業のみなさまへの小口融資や“創業支援”
などの事業資金融資（マル経融資（経営改善貸付）、生活衛生資金
貸付を含みます。）、恩給や共済年金などを担保とする融資は、その
まま政策公庫に引き継がれます。
10月以降も、これまでと同様の手続きで政策公庫をご利用いただ
けます。お気軽にご相談ください。

［県内店舗のご案内］国民生活事業
【水戸支店】
水戸市南町3-3-55 TEL029-221-7137
【土浦支店】
土浦市中央1-1-26 日本生命土浦ビル TEL029-822-4141
【日立支店】
日立市幸町1-4-1 三井生命日立ビル TEL0294-24-2451
いずれの支店も国民生活金融公庫の店舗を引き継ぎます。

沖縄家庭料理

あしびなー
当店では、沖縄直送の食材を使
用し、沖縄料理の定番、チャン
プルーや沖縄そば、また旬の食
材、パパヤー、ナーベラ、島ら
っきょうや泡盛なども揃えております。
店内は外観とはちがいゆったりとした空間になっています。ぜ
ひ一度「めんそーれ」。ちなみに店名の「あしびなー」とは「遊
び庭」みんなが集まって遊べる庭って感じの意味なんですよ！
業種：飲食店
牛久市中央5-14-6

TEL.871-3344

ペットの郷 龍ヶ崎
愛嬌たっぷりに家族を癒してくれた最愛のペットの天国への旅
立ちを、ご家族揃って静かにお見送りいただけるよう、真心を
こめてお手伝いさせていただきます。ご火葬後にご利用いただ
く納骨堂や供養塔も完備。ご遺体の送迎も承っております。
また、ご利用前に施設をご見学いただくこともできますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
茨城県許可 ペット火葬施設・全国ペット葬祭協会正会員
業種：ペット火葬施設

日本政策金融公庫の
シンボルマークと
ロゴタイプ

牛久市上太田町783-10
TEL.0297-62-8709
FAX.0297-62-3606

ご意見があり、初めての事業で
至らなかった点を反省するとと
もに、今後の活動に役立ててい
けると実感しました。
また、今回掲載した会員様か
らは「掲載をしたことで問い合
わせがあり、仕事をいただけま
した」と嬉しい報告もあり、広
報委員一同、大きな励みとなり
ました。今後も商工会のＰＲ活
動の一環として楽しい企画を考
えてまいりますのでこうご期待。

テーマ『秋の収穫祭』

66666666666
牛久南商店会
ふれあい青空市開催

マーケット等も開催致します。
皆様のご来場をお待ち致してお
ります。

うしくスタンプ会
イベント情報！

今年も 月３日（文化の日）に、
うしくワイワイ祭り会場（牛久
市中央生涯学習センター駐車
場）の「うしくスタンプ会テン
ト」において、お楽しみ抽選会
が開催されます。時間は午前
時〜 時の 時間限定（※賞品
なくなり次第終了）となってお
りますのでお間違えないように
お願い致します。昨年大好評の
「うれしっくて賞」をはじめ加
盟店賞品を多数ご用意してお待
ちしております。※空くじなし
抽選方法等詳細は加盟店にあ
る「ミニコミ紙」またはホーム
ページにてご確認ください。
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集中豪雨
雷雨を呼んだ河童
なってしましましたが、これも
河童が水を欲していたのでしょ
う。来年のかっぱ祭り、青年部
今年も 万人の来場者で賑わ
一同、商工みこしで皆さんと一
った「うしくかっぱ祭り」は、
緒に盛り上がることを楽しみに
２日目の夜に激しい雷雨の為に
しています。」
中止となりました。
66666666666
突然の雷雨で来場されたお客
「建設・不動産業フェア」開催
様は、慌ただしく非難しながら
真夏のシャトーに大行列
も、例年にない思い出ができた
と雨に濡れながらも活気づいて
いました。
当商工会は今年も理事、出店
者が協力し、終了後及び早朝に
清掃活動を行ない、片付けもキ
レイに終えることができました。

これぞ河童祭り？

牛久南商店会では 月９日
（日）午前９時より向台自治会
館において、ふれあい青空市を
開催いたします。
野菜やその他の食料品の販売
の他、ミニコンサートやフリー

11

詳しくは、牛久市商工会  872-2520

24

「 今 年、 商 工 み こ し 頭 を 勤 め
させていただきました部長の茂
手木です。２日間行われたかっ
ぱ祭り並びに商工みこしを担ぎ
に来てくれた皆さん、ありがと
うございました。 日は夕方か
らの雷雨の為にイベント、商工
みこし共に中止と残念な結果に

全国商工会
会員福祉共済

!!

快晴の７月 日、シャトーカ
ミヤにおいて「建設・不動産業
フェア」を開催しました。
たくさんの賞品や軽食、さら
に大道芸人を用意して市民の皆
様をお迎えしたところ、約１５
００名の来場者で賑わいました。
炎天下の中長蛇の列を作って
いただき、お客様にはご迷惑を
かけましたが当日ブースでＰＲ
活動をした会員様にはよい機会
になったことと思います。
当 日 は、「 も っ と Ｐ Ｒ ブ ー ス
が あ る の か と 思 っ た 」「 商 工 会
だよりを見て、掲載している企
業に相談をしたかった」などの
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柏田町
歯科医業
中央
不動産業

873−8336
828−7800
中央

872-2520
828−7601
871−8690

平成20年６月16日〜９月15日までの加入

新規加入事業所紹介

牛久市商工会

新規会員募集中
南
飲食業
岡見町
衣類販売

客家
楽天
㈱マホガニー

料飲業部会
878−2760

宮本歯科医院
コンビニ
エコプラス牛久店

871−6011
リサイクルショップ

樹らら不動産㈱
栄町

社会サービス部会
セブンイレブン牛久栄町２丁目店

建築・不動産業部会
商業部会

10号〈〉
牛久市商工会だより
平成20年10月1日発行

