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牛久市商工会青年部では、日頃のご愛顧に感謝の意を込めて、
今年も牛久駅前でビアガーデンを開催します。この事業は昨年は
じめての試みで行われたもので、
昨年は、雨模様にもかかわらず、大
勢の市民の皆様にご来場いただき、大好評の事業となりました。市
民の皆 様に牛久 駅 周辺 及び 市内飲 食 店や商品のＰＲをすること
で、各店の認知度を高め、市内店舗の利用を促進し、牛久駅前の活
性化を図る事業です。東日本大震災から１年以上経つ中で、復興に
むけて取り組む市民の皆様や各事業所への大きな活力となれば幸
いです。当日は、ミニライブや商工会員による出店、部員が心を込め
て提供する冷たい生ビールで市民の皆様のご来場をお待ちしてい
ます。もちろん、ソフトドリンクもご用意しますので、ご家族でのご
来場も大歓迎です。

日時 8月24日（金）午後4時〜10時
（午後９時ラストオーダー）
※荒天中止
場所 牛久駅シャトー口
（東口）ふれあい広場
※運転をされる方や未成年者には、アルコール類の提供はできません。

←取手

国道6号線

土浦→

イズミヤ

牛久駅
会場

問い合わせ

牛久市商工会 ☎872-2520

◎イベント：
「モッさん」ミニライブ
◎出店
・串焼すぎうら・DIPIKA・ゑびや・かっぱ本舗・旬彩や

常陽銀行

・ミートデリカなかじま・甲子亭・青年部かっ Pザ
※内容は変更になる場合がございます。当会ホームページなどでご確
認ください。
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《役員一覧》
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邦昭
治
明正
伊三男
正純
和夫
洋
渡
正則
春樹
久司
良一
裕一
偉人
研二
保雄
和治
安男
孝明
朱鷺
光良
英雄
宏之
忠彦
太一
康平
英樹
有
寿彦
毅
和正
裕己
惠美子
悦彦
勉

専門監事 鈴木 邦明
《任期満了退任役員》
理
事 瑞野 勝
〃
坪井 幸裕
〃
鈴木 文子
◎新役員態勢決まる
この度行われた「総代会」に
おいて任期満了による役員の改
選が行われ、飯島会長以下、新
たに４名の理事を補充し、今期
の役員が決定しました。
「会員の為の商工会づくり」
に向けてがんばってまいります。
下記に今期の委員長及び部会
長、そして青年部長・女性部長
をご紹介させていただきますの
で、宜しくお願いいたします。
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総務委員会 委員長

根本 良一
このたび総務委員長になりま
した根本でございます。
さて、商工会の会員の皆様を
取りまく環境はまだまだ厳しい
状況が続いていると思われます。
私一人の力は微力ではありま
すが、商工会の職員、理事が一
丸となって皆様のお役に立てま
すように努力していく所存でお
りますので、どうか皆様のご支
援、ご協力を承りますようにお
願い申し上げまして、私のご挨
拶とさせていただきます。

企画委員会 委員長

山川 洋
この度、企画委員会委員長を仰せつか
りました山川洋です。企画委員会という
のは初めての経験で、ゼロからの出発で
はありますが、一生懸命役割を果たした
いと考えております。具体的には、大好
評の従業員レクリエーションをこれまで
通り大勢の方に喜んでいただける内容を
企画し、また、社内スキルアップ研修会
を通じて、会員企業社員様のスキルアッ
プに貢献するとともに、親善ゴルフ大会、
新春経済講演会などを通じて会員様の相
互交流をしたいと思います。ご協力をお
願い致します。

666666666666666
広報委員会 委員長

大貫 研二
この度、広報委員長の大役を
務めることになりましたが、な
にぶんにも初めての委員長職と
いうことで、身の引き締まる思
いです。
さて、広報委員会のメイン事
業『商工会だより』も現在のス
タイルとなって７年目となりま
すが、これまで以上に商工会員
のみならず、牛久市民の方々に
とっても役立つ広報誌を発行で
きるよう知恵を絞ってまいりま
す。会員の皆様、お力添えをよ
ろしくお願いいたします。

会員対策室 室長

小河 保雄

工業部会 部会長

杉浦 英樹

料飲業部会 部会長

666666666666666

政治・経済の不安定な状況が
続き、商工業を営む会員の皆様
方も日々経営に苦慮されている
と存じます。
工業部会では、様々な情報交
換をする場と会員交流会や研修
事業など会員の皆様が参加して
いただける様な事業を企画して
いきたいと思います。

大林 正則

今年度、会員対策室の室長と
いうことで任命されました。大
林です。会員の皆様には、商工
会の活動を行う上で、さまざま
な面でご理解とご協力を頂き感
謝しております。会員の増強を
図ることと、入会に当たり、商
工会の有用性をアピールするこ
とを目的とした重要な部署です
ので、気持ちを引き締めて運営
して行きたいと考えています。
よろしくお願いいたします。

666666666666666

商業部会 部会長

張替 和夫

「おばちゃん○○ちょうだい」
「はぁい。○○ちゃん今度引越
しするんだってね。忘れないで
ね。ここは○○ちゃんのふる里
な ん だ よ。」 親 に 連 れ ら れ て、
そして一人での初めてのお使い
を、思い出として残せる〝ふる
里〟あの店・この店を牛久市商
工会加盟店は目指します。
みなさんのこの街を、誇りに
思える〝ふる里〟にしたいと思
います。

日頃より当部会の事業に対し
ご理解とご支援を賜り心より感
謝申し上げます。
本年度より部会長となりまし
た杉浦です。前部会長のもと効
果を上げてきた「うしくうまい
もんグルグル大作戦」を柱に地
域に根ざした事業を行ってまい
ります。また、当部会（市内飲食
店約１７０件）の 会 員 様 に も ご
協力をいただきながら、さらな
る活性化を目指してまいります
ので、今まで以上のご支援ご協
力を心よりお願い申し上げます。

青年部 部長

社会サービス部会

部会長

小礒 寿彦

が楽しく参加できる女性部づく
りをしていきましょう。

惜敗！

エコキャップ収集ご協力

ありがとうございました

一人でも多くの子供たちにポ
リオワクチンを提供できるよう
引き続きこの運動を推し進めて
参りますのでご協力をお願いい
たします。
※ご協力頂く際には、ペットボ
トルのキャップ以外（アルミ・
コルク等）は絶対に入れないよ
うにお願いします。
お問合せ 牛久市商工会女性部
☎８７２ー２５２０

：

県南地区商工会青年部

利用料 会

野球大会準優勝！

平成 年度に、会員様または、
市民の皆様よりご提供いただき
ましたエコキャップは２３６，
０００個となりました。８００
個でポリオワクチン１人分が購
入できましので２９５人分のワ
クチンをエコキャップ推進協会
からＮＰＯ法人世界の子供にワ
クチンを日本委員会へ寄付する
ことができました。

利用料 会

はじめに昨年度の青年部事業
にご協力頂いた皆様に御礼を申
上げます。昨年度から部長職を
務めさせて頂き、我々青年部世
代が担うべき事を考え、自覚し
行動することで牛久市に必要と
される青年部になると思い一年
間活動して参りました。今年度
も部員全員の想いを一致団結し、
組織力の強化と部員のスキルア
ップを図り、若者らしく活動し
ていきますので宜しくお願い致
します。
666666666666666

当会青年部が毎年優勝めざし
て闘志を燃やしている野球大会
が阿見町にて開催されました。
順調に決勝まで進み、迎えた
決勝戦。相手は昨年優勝の稲敷
市。これ以上の相手はなく、全
員で円陣を組み挑みましたが、
初回に２点を奪われる苦しい立
ち上がり。それでも全力で立ち
向かい、６回の攻撃でついに同
点に追いつきました。後日談で、
昨年優勝の稲敷市も、今年の牛
久の勢いに焦りを覚えたとか。
惜しくも６回の裏に追加点を許
し、規定の７回で終了となりま
した。来年こそは優勝するぞ！

利用人数：約20名

23

池田 正純
各委員長・部会長が変わった
中、続投になりました池田です。
昨今のデフレ経済により景気
の回復の光さえ見出せない中、
いかにしてこの荒波を乗り切っ
ていくのか、それを商工会とし
ていかにサポートしていけるか
を考えています。今政府では、
消費税を上げて減税は行わない
なか、国・県のお金を有効に使
う補助金について今年度から、
社労士の先生に部会の幹事にな
っていただき、よりきめ細かな
使用法を検討できる様、講習会
を開催いたします。
女性部 部長

佐藤 惠美子
「継続は力なり」という言葉
があります。諸先輩方々が残し
てくれた良いところを引き継ぎ
ながら、少しでも街を明るく、
元気に、人が集まる場所になれ
るように、部員の皆さま全員で
進みたいと思っております。
又、「 国 の 本 は 地 域 な り、 地
域の本は人なり」と誰かが言っ
ていました。ならば、仲間を大
切にすることこそ地域を大切に
することでもありますので、商
工会女性部の「人の和」を第一
とし、より多くの部員の皆さま

☎872-2520

お問合せ・お申込み：牛久市商工会

666666666666666
建設・不動産業部会

部会長

本橋 和治
本年度より新たに建設・不動
産業の部会長として選任されま
した本橋です。建設業及び不動
産業を取り巻く環境は依然厳し
いものがありますが、資格取得
の講習会や建設・不動産の交流
を通して、既存の事業に役立て
る企画ができるよう努力してま
いります。会員の皆様におかれ
ましては、積極的に事業にご参
加いただきますようお願い申し
上げます。

◎会議室のご予約は１か月前から受
付いたします。
（非会員の方は時間外の利用はできません。）
会議室の設備等ホームページで詳
・プロジェクター貸出し １日 3,150円 しく紹介しています。

・延長料金1時間 1,050円
・夜間及び休日の割増料金 +2,100円

その他

員 2,100円（半日）
		
4,200円（終日）
非会員 10,500円（終日）

利用人数：約50名

員 3,150円（半日）
		
6,300円（終日）
非会員 21,000円（終日）

《小会議室》
《大会議室》

青
年
部
よ
り

女
性
部
よ
り

牛久市商工会では、当会館 3 階の
大・小会議室の一般貸出を行っております。

25号
牛久市商工会だより
〈3〉

社会サービス部会

新規会員募集中
牛久市商工会 ☎872-2520

15 15

当会の顧問弁護士（熊谷弁護
士）による、無料法律相談会を
実施します。
ご商売のトラブルから身近な
問題まで相談できます。
※実施日
平成 年９月 日（水） 時
月 日（水） 時
※完全予約制ですので、事前に
お電話でご予約下さい。
11

28 26

666666666666666

事故を未然に防ぐ為、撤去や
修繕のご判断はお早めに。
666666666666666

第３回〝元気市〟
ご来場ありがとうございました
４月 日に開催された元気市。
当日は晴天に恵まれ多くの市民
の皆様がご来場されました。メ
インの大抽選会のほか、商工会
員のＰＲコーナーや、当会青年
部がご当地グルメの開発にがん
ばっている【かっＰザ】の無料
試食も大変な賑わいをみせてい
ました。お餅の無料配布につい
ては行列に餅の出来上がりが対
応できず、ご迷惑をおかけした
ことをこの場をおかりしまして
お詫び申し上げます。次回〝元
気市〟も、大人から子供まで皆
様が楽しめて、会員事業所の為
になるよう企画してまいります
ので、ぜひご来
場ください。
21

会
員
限
定

無料法律相談の実施

稲垣設備
住宅設備・上下水道工事
柏田町 ☎886-4474

街路灯所有している
会員様へ

㈱アリスこども研究所
コンサルティング（復興）
南 ☎874-3775
小林 毅彦
保険業 中央
☎874-1787

建設・不動産業部会

24

商工会の会員事業所のＰＲと、
夜間の防犯の役割を果たしてい
る街路灯ですが、旧型の老朽化
や、昼間でも消灯しないなど故
障が見受けられます。
街路灯の所有権は会員様であ
り、管理及び修繕についてお願
いしているところですが、今一
度ご確認いただき、危険な場合
や故障等ございましたら、商工
会 ま で ご 連 絡 く だ さ い。（ 有 償
にて対応します。）

「ピザとワインの街うしく」

〜商店街活性化コンペ事業〜

茨城県では、
地域ならでは
の商店街活性
化プランを公
募し、優れた
プランに対し
て助成を行う
「商店街活性化コンペ事業」を
実施しており、当会青年部がご
当地ピザの開発をからめた「ピ
ザとワインの街うしく」事業と
して応募したところ、一次審査
の【書類審査】を突破し、二次
審査の【公開プレゼンテーショ
ン】が７月６日に行われました。
一次審査から選定された県内各
地の９団体が、地元商店街活性
化への熱い想いを発表しました。
当会青年部、かっＰザを担当
している入江秀夫氏（㈲サワム
ラヤ靴店）も牛久市活性化への
足がかりとすべく、積極的にア
ピールしました。プレゼン後は
表彰式の時間まで、各団体の交
流会も行われ貴重な意見交換会
の場となりました。
気になる審査結果は…残念な
がら採択されませんでした。し
かしながら今後もかっＰザの開
発は続けてまいります。この事
業を継続し、今回のコンペ事業
には来年再チャレンジしていき
ます。皆様ご意見とご支援をよ
ろしくお願いします。

新職員紹介

牧子

補助員

巴

４月からかすみがうら市商工
会より人事異動によりこちらへ
勤務させていただいております。
こちらへ来て感じた事は、役
員の方々が積極的に事業に取り
組んでいて、会員の方も協力的
であり、活気がある事に感銘い
たしております。私も少しでも
街の元気づくりのお手伝いが出
来る様に頑張りたいと思います。

666666666666666

共済推進員

藤井 里花

はじめまして。５月に入りま
した藤井と申します。共済推進
員として会員の皆様のお役に立
てるよう努めますので、ご指導
のほど宜しくお願いいたします。
趣味は海・山へ行くことです。
（ながめるだけですが…）

3 3 3 3 3 3 3 3

編集後記

前述した「第３回元気市」の
大抽選会ですが、特賞がなかな
か で な か っ た ん で す。「 ホ ン ト
に特賞の玉入ってる？」などと
声が聞こえる中、残り 本くら
いでようやくでました！ 抽選
の玉は最初から全て入っていま
すからご安心を♪（勝山）

10

中国家常料理 百香亭
中国料理店 さくら台
☎873-1566

㈲甲州屋
食鳥卸 岡見町
☎870-4429
セブンイレブン 牛久女化北店
コンビニ 女化町
☎872-8231

平成24年3月13日〜平成24年6月30日までの加入

新規加入事業所紹介

ハーブ＆アロマハウス
ＣＡＴＭＩＮＴ
スクール・サロン 栄町
☎874-9790
郵便事業㈱牛久支店
郵便事業 中央
☎874-2394

料飲業部会
㈲ウッドゆう建築事務所
設計・施工 上柏田
☎870-5065
翔栄塗装工業
塗装業 柏田町
☎879-8497
ユニバーサルホームひたち野
うしく店 ㈱リアルウッド
住宅建築・販売
ひたち野東
☎830-8277

商業部会
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