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平成22年度小規模企業振興委員名簿
　氏　名 　　　  　 事業所名 　　　  住　　　所      ＴＥＬ 　FAX 　　　　業　　　種 　備考
井 原 一 朗 ㈲石豊 土浦市真鍋1-2-3 821-1386 821-9368 石材業 
勝 田 達 也 勝田商事㈲ 土浦市神立町3623 831-0523 831-0562 不動産業 
今 井 章 治 ㈲今井精肉店 土浦市神立中央1-4-11 831-0220 831-0073 食肉販売 
大 竹 信 長 ㈲オーム 土浦市都和4-4020-22 824-0006 823-7333 家電販売・電気工事 
岡 野 保 夫 ㈱岡野工務店 土浦市真鍋1-18-17 821-4747 822-4007 工務店 
君 山     毅 ㈱千代田興業 土浦市神立中央5-35-6 831-1741 831-1766 建材業 
鈴 木 豊 明 ㈲鈴木工務店 土浦市並木3-11-8 821-6807 822-8971 工務店 副委員長
山 口　  章 山口製麺店 土浦市常名485-1 821-0531 823-9290 製麺業 
大 野 成 年 ㈲丸八商会 土浦市神立中央５－２５－２ 833-0303 833-0305 クリーニング業 
久保田利一 ㈲松庄花壇 土浦市中央２-10-6 821-6691 824-7485 生花販売 
澤 辺 泰 弘 ㈲高月堂 土浦市桜町1-6-15 823-3611 826-0875 菓子販売 
桜 井　  卓　 ㈱作田屋 土浦市中央１－８－４ 821-5063 824-8850 住宅設備機器販売 
杉 山 建 一 ㈲すぎやま 土浦市川口１－５－８ 821-0677 821-3117 和菓子販売 
塚 田     彬 ㈱塚田印刷 土浦市虫掛3741-2 835-5595 835-5596 印刷業 
仲 村 勝 宏 ㈲コゼコーポレーション 土浦市川口1-3-107 824-8755 824-8755 美容業 
中 島 敏 之 中嶋康化粧品店 土浦市中央2-10-20 821-1670 821-1670 化粧品販売 
中 嶋 邦 子 ㈱土浦クリーンタオル 土浦市虫掛3338 823-1204 823-1606 リース業 副委員長
鈴 木     昇 ㈲波山堂鈴木印舗 土浦市中央1-14-1 821-5777 824-1271 印鑑製造・販売 
箕 輪 好 夫 箕輪名産店 土浦市大和町7-22 821-0329 821-0591 水産加工物販売 
久保寺　司 ㈲久保寺製作所 土浦市虫掛字東3279 821-5564 821-6590 機械部品加工業 
岡 野 忠 夫 ㈱岡野設備工業所 土浦市乙戸南３－１３－２６ 842-2830 842-2831 土木・管工事 
岡 野 良 男 辰三産業㈱ 土浦市乙戸町766－5 841-1673 841-1720 物流業 
木 村 宏 守 ㈱木村金物店 土浦市荒川沖西2-21-4 841-0064 843-3184 金物販売 
篠 塚 昌 毅 ㈱学園ビルメンテ 土浦市荒川沖西2-20-4 842-7126 843-0686 ビルメンテナンス業 
島 岡 宏 明 島岡商事㈱ 土浦市右籾1882 841-0296 841-0457 燃料販売 
青 木 規 幸 ㈱あおのり 土浦市西根南1-5-26 869-7713 842-7746 ファイナンシャルプランナー 
橋 本 信一郎 ㈱ハシモト 土浦市乙戸町766-9 841-1382 842-9703 ウエス販売 委員長
広 瀬 勝 俊 広瀬運輸㈱ 土浦市小松2-2-4 821-0847 821-2669 運送業 
吉 田　  薫 ㈱ヨシダ･アート 土浦市永国872-5 821-8880 822-2039 看板製作販売 
説 田 賢 哉 つちうら税理士法人 土浦市天川2-22-18 821-8241 825-1448 税務会計・不動産鑑定

　商工会議所は、国が認定した経営指導員を配置して、小
規模事業者の皆様の経営・金融・税務・経理・労務・特許・店
舗改装など経営の諸問題やこれから経営改善を行なう
方々に対して、相談・指導・斡旋等のお手伝いをしています
が、さらに相談を受けやすくするため、当商工会議所では
管内各地に30名の「小規模企業振興委員」を委嘱してお
ります。
　身近で親切なアドバイザー
　小規模企業振興委員は商工会議所の経営指導員や専
門指導員をいつでも紹介する皆様のお世話役です。相談
料は無料。秘密は厳守します。どうぞお気軽にご相談下さ
い。

　○お近くの小規模事業者との円滑な連絡
　○担当地区内の小規模事業者の実態の把握
　○小規模事業対策の情報の提供、資料の配布とＰＲ
　○商工会議所事業の連絡・普及・啓蒙

小規模企業振興委員

経営指導員とのパイプ役

経営指導員とのパイプ役
経営上の問題点を相談 相談事の取り次ぎ

経営改善策を相談 相談ごとの取り次ぎ

施策のPR
各種情報提供

施策のPR
各種情報提供

経営改善策を相談

小規模企業
振興委員

専門指導員
●弁護士●税理士
●中小企業診断士

商工会議所
●経営指導員会員事業所

  （あなた）

お気軽にご相談ください
　企業経営の身近で親切なアドバイザー

マミー代行マミー代行
0120-341-722

マミー代行チケット法人会員募集
月締めなので、その都度の清算が不要。接待等に大変便利です。

土浦市粕毛83-1
有限会社エムディサービス

http://www.mamd.jp

マミー代行マミー代行お酒を
飲んだら
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議員の役割と任期
■土浦商工会議所の最高の意思決定機関である議員
総会の構成員として、商工会議所の運営に必要な
事業計画・報告、予算などの重要事項の審議・決定
や決算の承認にあたります。 
■会頭をはじめとする役員の選任を行ないます。また、
自らも役員に選任される権利があります。 
■委員会を構成し、商工業の発展や地域振興に関す
る重要な事項を審議するほか、会員で構成する部会
を代表して商工業者の意見を取りまとめる中心的
な役割を担います。 
■定款並びに会費・負担金や部会・委員会などに関す
る重要な規約の設定や変更にあたります。 
■任期は3年です。このたび選出される議員の任期は
平成22年11月1日から平成25年10月31日まで
です。 

１号議員選挙の概要
■１号議員は、会員のうちから、会員と会員でない特定
商工業者の選挙によって選ばれます。選挙は、選挙管
理委員会の管理のもとで運営され、選挙日程は議員
選挙選任規約に基づき決定されます。

選挙人の資格
【会　員】
■１号議員を選ぶ資格のある人は、会員及び会員でな

い特定商工業者です。ただし、会費及び負担金の滞納
期間が6ヶ月に及ぶ場合は選挙権を行使することはで
きません。

【会員でない特定商工業者】 
■負担金を納入することにより、1個の選挙権個数が
あたえられます。 

選挙権の個数
■会費の負担口数により所定の1号議員の選挙権個
数が決まります。
■会費一口につき1個の選挙権を有し、1会員の有す
る選挙権の個数は50個を越えることはできません。

２号議員選任の概要
■２号議員は、会員により構成する部会において、部会
員のうちから選ばれます。 
■会員でない特定商工業者には、2号議員の選任権、
被選任権はありません。

３号議員選任の概要
■３号議員は、会頭が常議員会の同意を得て会員のう
ちから選任されます。
■３号議員に選任される資格のある人は、会員に限ら
れます。

平成22年度 議員改選について
今年は全国の商工会議所で一斉に議員の選挙が行われます

　商工会議所は、地区内における商工業の総合的な改善・発達を図るとともに、
社会一般の福祉の増進に資するための地域総合経済団体です。商工会議所には、
商工会議所法に基づく「議員」という制度があります。議員は会員の中から選ば
れ、会員の代表として商工会議所の運営に直接参画し、各種事業の推進役として
商工業の発展と地域の活性化に貢献いただく重要な役割をもっています。
　平成22年は、土浦商工会議所の役員・議員の改選の年にあたっていますので、
選挙・選任の仕組みなどについての概要を取りまとめました。どうか、この機会
にご理解を一層深めていただき、このたびの議員改選が円滑に行なわれますよう
ご協力をお願いします。
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来客対応の指導を受ける受講生

事務局日誌事務局日誌
  １日 正副会頭会議
  ２日 青年部２２年度役員予定者会議
  ３日 つくば国際大学入学式
 大相撲土浦場所第1回実行委員会
  ４日 土浦桜まつり２０１０オープニングセレモニー
  ５日 キララまつり第1回実行委員会
 角田・川俣前副知事を送る会
  ７日 交流ステーション事業打合せ
 第2回市民ゴルフ実行委員会
  ８日 県青年部連合会監査・業務引継打合せ
  ９日 大相撲土浦場所打合せ
１０日 国際ロータリー地区大会ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
１１日 国際ロータリー地区大会本会議
１２日 土浦市消費生活連絡協議会総会
１３日 新入社員セミナー（～１４日）
14日 県補助金実績報告
１５日 県連韓国経済事業視察研修（～１８日）
１５日 日本商工会議所常議員会
１６日 キララまつり　七夕おどり委員会
１８日 かすみがうらマラソン
 第９弾 まちなか元気市（ランナーズ・ヴィレッジ）
 土浦市テニス協会総会
１９日 汚染負荷申告説明会
２０日 自治金融審査会
 マル経審査会
 青年部新旧合同役員会
２２日 労働保険年度更新説明会
 関東商工会議所女性会連合会総会
 伊勢神宮式年遷宮奉賛会茨城本部会計監査
２３日 常議員会
 東商検定試験施行研修会
２5日 中城おかみさん会イベント
 中城天満宮大祭神事・表彰式
 土浦市相撲連盟定時総会
２６日 キララまつり　新郷土民謡おどり委員会
２７日 キララまつり記念イベント打合せ
 霞ヶ浦検定事業委員会・出題委員会合同会議
 サウンド蔵つちうら２０１０実行委員会
２８日 女性会通常総会
 青年部通常総会
 食のまちづくり推進協議会総会
 日本電信電話ユーザ協会茨城支部理事会
 振興委員正副委員長会議
　　　　

2010.4.1～4.30

議事案件（議件）

常議員会
開催日時 平成22年4月23日（金）　午後1時30分～午後3時　開催場所 土浦商工会議所

報告･連絡事項
議件第1号　顧問・参与の変更に伴う委嘱について
議件第2号　第78回通常議員総会の開催について
議件第3号　小規模企業振興委員の委嘱について
議件第4号　商工調停士・専門スタッフの委嘱について
議件第5号　小規模事業者経営改善資金審査委員の委嘱

　　　 について
議件第6号　新入会員の承認について

１　議員職務執行者の変更について
２　大型商業施設の状況について
３　第１０弾まちなか元気市について
４　平成２２年度事務局体制について
５　青年部より
６　女性会より
７　その他

　２０１０新入社員セミナー４月１３・１４日の２日
間にわたり、当所並びに土浦地区雇用対策協議会
事業所部会・土浦地区電信電話ユーザ協会の主催
による新入社員セミナーが開催された。３２社５５
名の受講者を集め行われたこのセミナーは、初日に
野上繁美氏（㈱NTT東日本 -茨城　ユーザ協会営
業担当部長）による講話「新入社員に期待すること」
が行われた後、渡辺満枝氏（㈱エミー代表取締役）
による、社会人としての心構えやコミニュケーション
の基本についての講義が行われた。２日目は引き続
き渡辺氏による、話し方や立ち居振る舞い、ことば
づかいや電話対応、名刺交換や訪問マナー・来客
の対応といったビジネスマナーの基本など実践型の
研修が行われた。
　どの講義も皆真剣に聞き入り、緊張感の中にも充
実した２日間を送った。

２０１０新入社員セミナー２０１０新入社員セミナー２０１０新入社員セミナー２０１０新入社員セミナー２０１０新入社員セミナー
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菊池印刷株式会社
チラシ・パンフレット・小冊子・はがき・名刺

土浦商工会議所（中小企業相談所）/金融部会・工業部会 主催 　財務局講演会開催のご案内

　昨今の経営状況は、受注高の減少、単価の値下がり、個人消費の低迷等により依然として厳しい状況が
続いております。
　今般、財務省水戸財務事務所から多田所長をお迎えし、中小企業金融の円滑化、県内経済情勢等につい
ての講演をいただきます。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

テーマ 日本の財政・最近の県内金融経済情勢について
講　師 水戸財務事務所長　多田　桂 氏

日　時 平成22年5月26日（水） 14：00～15：30
場　所 土浦商工会議所　3Fホール
問合せ・
申込先

土浦商工会議所　商工振興課

入場無料

ＴＥＬ 822-0391　ＦＡＸ 822-8844

平成22年度 労働保険
年度更新の申告・納付のお知らせ

　平成19年7月に成立した「国民年金事業等の運営の改善のため国民年金等の一部を改正する法律」
により「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」等が改正されたことに基づき、これまで4月1日か
ら5月20日とされてきた労働保険の年度更新期間が、昨年度から、6月1日から7月10日に変更され、
今年度は、曜日の関係（7月10日が土曜日のため）から、6月1日から7月12日までの間に申告を
していただくことになっております。
　申告関係書類（建設事業における一括有期事業報告書等）についても、7月12日までにご提出願い
ます。
　なお、保険料を算定する期間については、従来どおり変更は無く、前年の4月から本年の3月までと
なりますので、ご留意願います。
　労働保険料の納付期限について、今年度は、第2期分が11月1日まで、第3期分が1月31日までとな
ります。

お問い合わせ先は、
茨城労働局労働保険徴収室
〒310-8511　水戸市宮町1丁目8番31号　TEL029-224-6213
または、各労働基準監督署・各公共職業安定所
　　　　　　　茨城労働局ホームページ　　http://www.ibararakiroudoukyoku.go.jp
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MEMBER’S NOW! 掲載事業所募集

あなたの企業、店舗・技術の情報を掲載してみませんか！
あなたの企業・店舗のPRを
「会報 TCCI NEWS～MEMBER’S NOW!」
に掲載してみませんか？
事業案内、人物紹介、新製品や商品紹介etc・・・会員企業
の情報を当所職員が取材の上、掲載させていただきます。
お気軽にお電話ください（総務課　８２２－０３９１迄）。

※掲載資格は、当所会員事業所。掲載情報から取引が生じ
た場合、取引者間で直接連絡・交渉願います。また、実際
の取引においてトラブルが生じても、当所はその責任を負
いかねますのでご了承ください。

奥様も社長と一緒に会社をきりもり

いつも笑顔を絶やさない岡野社長

　辰三産業㈱（岡
野良男社長）は、
三菱化学物流㈱筑
波支店の物流の協
力会社として、昭
和45年に設立さ
れた。物流といっ
てもユーザーまで
の配送ではなく、
工場内で製品を
輸送業者まで引き
渡しを行う仕事で

ある。
　物流の仕事で大事なことは、「ウルトラCはない、
自分の与えられた仕事を愚直に行うことである」と
岡野社長は語る。48名の従業員をかかえ、安全第
一をモットーに日々業務にとりくんでいる。
　岡野社長は、ほかに㈱辰和商事（規格外商品を再
度、再生原料にもどして販売するプラスチックのリサ
イクル会社）、岡野屋種苗㈲（農業資材・種・農薬
などを一般の方への販売から農協への卸し）と三社
をきりもりしている。
　また、当所青年部の会長・常議員を経験している
岡野社長は、「このような時代だからこそ初代でも二
代目でも積極的に商工会議所に、そして青年部に関
わって欲しい。そうすれば、人間の幅もでるだろう
し、商売にもプラスになるだろう」と語ってくれた。

土浦市乙戸 ７7６－５
℡ 841－1673

文
乙戸小

文
荒川沖小

トヨペット●

マルヘイ●

久
月
●

ジョイフル本田

荒川沖駅

GS

仏照寺
NTT
荒川沖

6

273

東大通り

会 員 情 報
事業所名　 代表者名 業　　　　種 所　　在　　地

代表

代表

代表取締役

代表

校長

代表取締役

竹内美恵子

伯耆田和美

上代　　光

大曽根三男

吉田　礼子

説田　和彦

土浦ラーメン

タイヤ卸値センター

㈱光陽美装

麺処　悠悠亭

吉田料理教室

㈱赤坂

ラーメン店

自動車タイヤ販売・その他

塗装

飲食店、ラーメン店

料理教室

土浦市蓮河原新町１－３３マヤビル１０１

土浦市中村西根９－２４

土浦市真鍋新町１６－９－２０１

土浦市永国８４６－２

土浦市富士崎１丁目１－１３－４１０

土浦市大和町９－１－１５０９宝くじの販売業務及び事務、
美術品の販売、売買及び作品の鑑定
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　4月28日（水）、第35回通常総会を国民宿舎水郷において開催し、平成22年度事業計画が原案通り承認さ
れた。また、任期満了に伴う役員改選が行われ、新会長に髙橋仁美（新任）、副会長には、栗山律子（再任）、
阿部ふく江（新任）、安藤真理子（新任）、田口幸子（新任）の4名が選任された。

【会長挨拶】
　土浦商工会議所女性会は、今年で35年を迎えます。この歴史は諸先輩方の努力と熱意の賜物で
あり、深い感謝と敬意を抱いております。諸先輩方からバトンタッチしたこの会を、これからどの
ように継承しながら新しい歩みを進めて行くべきなのか、
今重責を痛感いたしておりますが、まずは女性会の活動を
楽しく活気のあるものとする事によって、地域経済の発展
と活性化につなげて行けたらと思っております。
日本経済は今まだ危機的状況にありますが、このような
企業の真価が問われる今こそ、不況に強い女性の底力と連
携を持って、私たち女性起業家・女性経営者が一人でも多
く地域の中で活躍することが必要なのだと確信しており
ます。

私たち女性会はこれからも、協調、順応、包容力、忍耐力、そして育む力といっ
た女性の特質を活かしながら、柔軟な発想で創意工夫を尽くし、商工会議所本体
との連携をとりつつ地域経済の発展と活性化に尽力し、愛する土浦の発展と活性化に努力精進する所存でございます。
　皆様のご指導、ご鞭撻、ご協力を心よりお願い申し上げます。

第35回 土浦商工会議所女性会 通常総会第35回 土浦商工会議所女性会 通常総会第35回 土浦商工会議所女性会 通常総会

　4月28日（水）、第27回通常総会を霞月楼において開催し、平成22年度事業計画
が原案通り承認された。
　また、任期満了に伴う役員改選が行われ、新会長に大浦宏之（新任）、副会長には

高野竜也（再任）、箕輪勇介（再任）、尾形泰久（再任）、大山直樹（新
任）の4名が選任された。
【会長挨拶】
平成22年度の会長を仰せつかりました大浦宏之と申します。一年

間、よろしくお願い致し
ます。
　青年部のスローガン
として【未来に向かってアクション！　～我ら青年
部！まちの元気の源になろう～】を掲げております。
「青年としての発想」と「行動力」により「まちの元
気の源」になるような活動を目指し、会員と共に学
び・共に考え、地域の発展のために提案・行動をし
てまいる所存であります。皆様のご指導・ご鞭撻を
お願い申し上げます。

第27回 土浦商工会議所青年部 通常総会土浦商工会議所青第27回 青年部 通常総会第27回 土浦商工会議所青年部 通常総会

新青年部会長
大浦 宏之 氏

女性会総会の様子

青年部総会の様子

新会長と会頭

新女性会会長
髙橋 仁美 氏
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個人事業所の場合、
申告書の福利厚生費に
算入できます。

掛金は全額経費で
落しているので
いかなる理由があっても
事業主に戻る事は
ありません。
よく注意してください。
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※「先行き見通し」は当月に比べた向こう3カ月の先行き見通しDI
　（ ）内左側は前月（３月、 右側は昨年４月の先行き見通しＤＩ

《業況DI（全産業・前年同月比）の推移》業況DI（前年同月比）の推移
先行き見通し
5～7月

全 産 業

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

▲60.0

▲55.5

▲60.2

▲67.7

▲64.3

▲54.8

▲63.8

▲62.4

▲59.4

▲67.1

▲71.7

▲58.6

▲62.3

▲63.9

▲58.0

▲58.3

▲69.5

▲59.1

▲56.2

▲61.4

▲47.4

▲57.1

▲62.7

▲54.5

▲49.3

▲52.6

▲35.6

▲50.0

▲57.7

▲52.1

▲45.7

▲59.6

▲30.6

▲48.5

▲50.9

▲45.5

▲ 39.1
(▲42.5/▲60.3)
▲ 58.3

(▲57.2/▲65.0)
▲ 30.0

(▲35.1/▲60.7)
▲ 33.8

(▲39.1/▲53.6)
▲ 40.9

(▲47.2/▲63.4)
▲ 35.8

(▲36.8/▲56.1)

21年
11月

22年
1 月12月 2 月 3 月 4 月

DI＝（増加・好転などの回答割合）ー（減少・悪化などの回答割合）
※　DI値（景況判断指数）について 
　DI値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を表す。 
ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを
示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。従っ
て、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気な 
どの景気感の相対的な広がりを意味する。
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合） 
　　業況・採算：（好転）－（悪化）　売上：（増加）－（減少） 

ロボ調査ロボ調査

　４月の全産業合計の業況ＤＩは▲４５．７（前月比＋３．６ポイント）と、マイナス幅が４カ月連続で縮小した。比較対象となる昨年４月
の業況ＤＩが▲７０．４と、極めて低い水準であったという要因はあるものの、製造業を中心に、着実に持ち直しの動きが続いている。
しかし、大幅な需要不足によるデフレなどの影響により、水準は依然厳しい状況が続いている。各地からは、「消費の低迷に加え
て、天候不順により厳しい状況が続いている」との声が寄せられている。先行きについては、▲３９．１（前月比＋３．４ポイント）と、４カ
月連続でマイナス幅が縮小した。建設業では、公共工事の増加が見込めず、厳しい状況が続く見通しだが、その他の業種では、売
上・受注が回復傾向にあり、先行きに期待する声が寄せられている。しかし、原材料価格の上昇が今後の懸念材料になっており、
先行き見通しには慎重な声が依然として根強い。　　　　　　　　

業況ＤＩのマイナス幅は４カ月連続で縮小業況ＤＩのマイナス幅は４カ月連続で縮小

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

4月の業況と先行き見通し

　このコーナーでは、労働保険、社会保険や、その他労務管理上の問題等について、社会保険労務士が解説をします。
ご質問等がございましたら、お気軽にお寄せください。（担当：特定社会保険労務士　齊藤弘明）
　　　　　　　　　　　　〒300-0835　土浦市大岩田1426-1　磯労務管理事務所　TEL.029-823-2522

Q変形労働時間制度についてです。知り合いの飲食店の事
業所では、一週間単位の変形労働時間制を取り入れているそ
うなのですが、それはどのような制度なのでしょうか。また、
導入にあたっての条件などはありますか。
A一週間単位の変形労働時間制とは、週の労働時間が 40
時間の枠内であれば、１日の法定労働時間（８時間）を超えて、
10時間まで労働させることができるという制度です。ただし、こ
の制度が適用されるのは、従業員数が30人未満の小売業、旅
館、料理店、飲食店です。
　日ごとの業務に著しい繁閑の差がある事業所に適していると
言えます。各日の所定労働時間を決める際には、従業員の都
合、意見も考慮しながら、１週間の勤務予定（シフト）を前週末
までに従業員に通知しておくようにしましょう。勤務予定を決め
ても、お客様の状況等により繁閑が左右され、事前に把握しき
れないこともあると思いますが、変更が認められるのは、天候の
急変等によって予約が急にキャンセルになった場合など、「緊急
でやむを得ない事由がある場合」に限られ、事業主の主観的な
都合で変更することは避けるようにしてください。

Q当社では、フレックスタイム制の導入を検討中です。労働
時間の融通がきき、メリットがありそうだと考えていますが、
注意点はありますか。
Aフレックスタイム制は、清算期間（通常１ヶ月）中の労働時間
の総枠を、清算期間を平均して週 40時間以内に収まるように
決めておき、その上で出退勤時刻を従業員が自分で決められる
ようにするというものです。労働時間を自由に設定でき、うまく活
用すると労働時間の削減にも役立ちますが、問題点もあり、担
当者が不在の時間が生じ、顧客や取引先との連絡に支障が発
生する、社内のコミュニケーションが取りにくくなる、遅刻、早退
が分かりにくく、労務管理が煩雑になる、等のデメリットも考えら
れます。
　対策としては、コアタイムを設定し、その時間に会議、打ち合
わせをするようにする、ＩＤカードやパソコンを活用して管理の
効率化を進める、また、連絡ボード、業務日誌の活用、従業員か
ら例えば週単位で業務計画表を提出してもらう等があげられま
すが、考えようによっては、従業員にスケジュール管理をさせる
ことにより、人材育成、モチベーションアップに役立つ面もあり
そうです。
　業種、担当業務等によっては、フレックスタイムがなじまない
こともありますので、導入にあたっては、よく検討するようにしてく
ださい。
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アクサ生命保険㈱ 土浦営業所主催　あなたの命を守る先進医療セミナー開催のご案内

がんの先進治療～がんを切らずに治せる陽子線治療～
陽子線治療は陽子線をがん病巣のみにねらいを絞って照射するもので、からだへの負担が最も少ない治療
です。生活の質を落とすことなく治療できるのが大きな特徴です。日本での陽子線治療施設のパイオニアで
ある筑波大学陽子線医学利用研究センターから講師を招き、最先端の治療について語って頂きます。

いばらき出会いサポートセンター及び茨城県では、地域における世話役として、若者の出
会いの相談や仲介などの活動をボランティアで行っていただく方を「マリッジサポー
ター」として募集しています。

　　　　　「いばらきサポートセンター」とは
結婚支援活動のより効果的な展開を図り、著しく進行し
ている未婚化・晩婚化の流れを変えていくため、県と㈳
茨城県労働者福祉協議会が共同で設立。結婚を希望する
男女に対し、地域・職域を超えた出会いの場の提供や市
町村・団体等と連携して全県的な結婚支援活動を展開し
ています。

日 時

場 所

講 師

定 員

参 加 費

お問合せ

平成22年6月5日（土）11：00～12：00
つくば国際会議場　202中会議室
茨城県つくば市竹園2丁目20-3　TEL 029-861-0001

櫻　井　英　幸（さくらい　ひでゆき） 氏
筑波大学 大学院　人間総合科学研究科　放射線腫瘍学教授
陽子線医学利用研究センター長

先着100名（定員になり次第閉め切らせていただきます）

無　料

アクサ生命保険㈱ 土浦営業所
土浦市真鍋町1-16-11　延増第3ビル　TEL 029-822-3972

茨城県からのお知らせ

♡地域における若者の出会いの相談・仲介
♡若者対象の交流イベントや出会いの場づくりなどの自主的な企画、実施
♡いばらき出会いサポートセンターに登録していただける独身男女の発掘、紹介
♡いばらき出会いサポートセンターのPR
♡結婚して家庭を築くことの大切さ・素晴らしさについての意識啓蒙活動

茨城県保健福祉部子ども家庭課
水戸市笠原町978-6 　TEL 029-301-3261　FAX 029-301-3269

♡県内に居住する満20歳以上の人

♡登録の日から2年間
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土浦キララまつり実行委員会では2010 七夕おどりの参加団体を募集しています。土浦キララまつり実行委員会では2010 七夕おどりの参加団体を募集しています。浦キララまつり実行委員会では2010 七夕おどりの参加団体を募集しています土浦キララまつり実行委員会では2010 七夕おどりの参加団体を募集していまますまいいててしてしてしを募集しを加団体参参ののりりのりどおど夕七夕0 七0010010は20は20ででで実行委員会で実実りりまつりまつラララララキラキキ土浦浦キ 体 集 す

ジュニア賞受賞チーム及びその他入賞以外のチームには参加賞（３万円）があります。
　　☆優勝したチームは翌年のキララまつりで模範演技をご披露いただきます。（審査対象にはなりません）
1　応募資格
（1）どなたでも参加できます。
（2）出場は原則として1チーム30人以上です。
　（30人以下の場合は事務局までお問い合わせください）
（3）ジュニア賞併願希望は、参加者の20人以上を小学生以下で構成してください。
2　応募方法
参加申込は応募用紙に必要事項を記入の上、6月30日（水）（当日消印有効）
までに事務局宛に送付して下さい。FAXでの申込みもできます。
3　演舞方法について　（守られなかった場合、減点対象となります）
（1）おどりかたは原則2列縦隊の“流しおどり”です。
（2）審査会場・おどりの配列・コースなどは応募締め切り後、参加チーム代表者会議を開催して協議、決定します。※参加人

数が100名以上のチームは、3列縦隊となります。
（3）審査ゾーン（約40㍍）の通過（先頭の進入から最後尾の通過）までは、4分程度内でお願いします。
（4）振り付け̶自由に！！（但し、流し踊りに限ります。）

チーム名は○○連と最後に連をつけてください。　プラカードは各チームで製作をお願いします。　
参加チームの代表者会議（抽選会）を、7月13日（火）14：00より、土浦商工会議所3Fホールで開催いたしますので、各チーム
の代表者の方は必ず出席してください。なお、抽選は、ジュニア賞併願希望チームからとなります（踊る順番は、ジュニア賞併願
希望チーム終了後、一般のチームとなります）
※代表者会議終了後、15：00（予定）より同会場で、七夕おどり練習会（基本おどり）を開催いたします。
　参加を希望するチームは応募用紙に記入してください。

1　応募資格
（1）どなたでも参加できます。
（2）出場は原則として1チーム30人以上です。
　（30人以下の場合は事務局までお問い合わせください）
（3）ジュニア賞併願希望は、参加者の20人以上を小学生以下で構成してください。
2　応募方法
参加申込は応募用紙に必要事項を記入の上、6月30日（水）（当日消印有効）
までに事務局宛に送付して下さい。FAXでの申込みもできます。
3　演舞方法について　（守られなかった場合、減点対象となります）
（1）おどりかたは原則2列縦隊の“流しおどり”です。
（2）審査会場・おどりの配列・コースなどは応募締め切り後、参加チーム代表者会議を開催して協議、決定します。※参加人

数が100名以上のチームは、3列縦隊となります。
（3）審査ゾーン（約40㍍）の通過（先頭の進入から最後尾の通過）までは、4分程度内でお願いします。
（4）振り付け̶自由に！！（但し、流し踊りに限ります。）

チーム名は○○連と最後に連をつけてください。　プラカードは各チームで製作をお願いします。　
参加チームの代表者会議（抽選会）を、7月13日（火）14：00より、土浦商工会議所3Fホールで開催いたしますので、各チーム
の代表者の方は必ず出席してください。なお、抽選は、ジュニア賞併願希望チームからとなります（踊る順番は、ジュニア賞併願
希望チーム終了後、一般のチームとなります）
※代表者会議終了後、15：00（予定）より同会場で、七夕おどり練習会（基本おどり）を開催いたします。
　参加を希望するチームは応募用紙に記入してください。

20周年 ドラマチック・ナイト周年年 クククククククククククククククッッッッッッチチチチッチチッチチチチチチチチチチララララララララララララララドドドド マママママ ・・・・・・・・・20周年 ドラマチック・ナイト

その他、応募詳細・審査について等 詳しいお問合せは


