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2 キララ共済増強キャンペーン
3 茨城空港開港案内 他
4 金融・工業正副部会長選任 他
5 関商連-ベストアクション表彰受賞 他
6 MEMBER'S NOW

7 福祉の店ポプラ中央店
　　　　　　　オープン 他
8 ハウツー 土浦商工会議所
10 ＬＯＢＯ調査　他
11 天童フェア 他
12 市民ゴルフ大会のお知らせ

TSUCH IURA   CHAMBER  O F  COMMERCE  AND   I NDUSTRY

土浦商工会議所会報

今月のMEMBER ' S  NOW
  尾長屋 土浦店 （左から長山さん　杉山さん　オーナーの門井万吉さん　店長の門井さん　宍倉さん）

C O N T E N T S

昭和51年7月10日第三種郵便物承認　平成22年6月15日発行　発行日/毎月15日発行

土浦ツェッペリンカレー
デラックス好評発売中‼

今月の標語 「信じるな  オレという名の  ニセ息子」（振り込め詐欺撲滅標語）



平成22年6月発行　No.498

土浦商工会議所会員事業所の皆様へ土浦商工会議所会員事業所の皆様へ

　日頃より土浦商工会議所共済制度をご愛顧いただきありがとうございます。
　さて、当所では、キララ共済を会員の皆様にご利用いただきたく、増強キャンペーンとして、
キララ共済に新規加入・増口していただいた事業所様を「大相撲土浦場所」にご招待いたしま
す。この機会に是非キララ共済にご加入ください。

〇期　　日　　10月15日（金）　霞ヶ浦文化体育館（水郷体育館）にて

〇内　　容　　キララ共済に新規加入・増口の事業所様を、大相撲土浦場所へご招待

　　　　　　　但し、席の場所については指定できません。
　　　　　　　また、応募多数の場合、抽選となりますのでご了承下さい。

〇総 席 数　　マス席Ｓ４マス、たまり席８組、イス席Ｓ２０組、イス席Ａ２０組、
　　　　　　　イス席Ｂ１０組、合計１３２名様分

〇申込締切　　平成22年７月３０日（金）

○お申込・お問合せは　
　　　土浦商工会議所　会員サービス推進室　Tel　029-822-0391　まで

キララ共済増強キャンペーン「大相撲　土浦場所」申込書

事業所名

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel

１５口以上加入・増口　マス席Ｓ（４名様分）
１０口以上加入・増口　たまり席（ペア）
　５口以上加入・増口　イス席Ｓ（ペア）
　３口以上加入・増口　イス席Ａ（ペア）
　１口以上加入・増口　イス席Ｂ（ペア）

１５口以上加入・増口　マス席Ｓ（４名様分）
１０口以上加入・増口　たまり席（ペア）
　５口以上加入・増口　イス席Ｓ（ペア）
　３口以上加入・増口　イス席Ａ（ペア）
　１口以上加入・増口　イス席Ｂ（ペア）
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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

　茨城空港が３月に開港しました。現在、韓国のアシアナ航空がソウル便を、スカイマークが神戸便をそれぞれ
毎日１往復運行しています。
　茨城空港の魅力は　①空港までのアクセスがスムーズ　②１３００台収容の無料駐車場が完備　③出発・到
着ロビーを１階に集約したことです。
　茨城からソウルへ、そしてソウル経由で世界各国へ拡がるネットワークも充実しています。神戸便は空港から
三宮までポートライナーで１８分。三宮から大阪まではJRで２０分、京都へは５０分です。ビジネスや観光に茨城
空港をご活用ください。　国際線、国内線の運行スケジュールは次のとおり。

茨城発　－　ソウル着　　　ソウル発　－　茨城着
13：00　　  15：20　　　  10：00　　　12：00

茨城発　－　神戸着　　　　神戸発　  －　茨城着
13：00　　  15：20　　　  10：00　　　12：00

茨城空港が開港 ソウル、神戸へ

○と　き：８月７日（土）　17:00～21:00（予定）
○ところ：土浦市内目抜き通り
○課題曲：土浦まつりうた（カッパおどり）
○振　付：自由（流し踊りに限る）
○応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、郵送またはFAXで
○応募締切：６月３０日（水）（当日消印有効）
※７月１３日（火）14:00より土浦商工会議所で代表者会議を開催しますので、必ず出席してください。

　６月１日（火）土浦キララまつり2010第2回実行委員
会が開催され、記念イベント市制施行70周年記念「土浦
キララまつり20周年記念霞ヶ浦湖上花火大会」を行う
ことを決定した。８月６日（金）午後７時30分より前夜
祭として土浦新港で打ち上げられる。打ち上げの目玉は
｢２尺玉花火｣。

★土浦キララまつり2010第2回実行委員会開催★

○申　問：土浦キララまつり実行委員会　七夕おどり事務局
　　　　　土浦市中央２-２-１６　土浦商工会議所内　TEL 029-822-0391　FAX 029-822-8844
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事務局日誌事務局日誌
  ７日　正副会頭会議
  ７日　商工観光主要事業打合せ会議
  ９日　よこすかカレーフェスティバル
  ９日　土浦市招魂社戦没者慰霊祭
１０日　業務会計監査
１０日　土浦市観光事業打合せ会議
１１日　土浦ものしりＱ＆Ａ編集会議
１１日　土浦の写真コンテスト会議
１２日　青年部役員会
１２日　小野小町文芸賞運営委員会
１２日　日商会報編集研修会（～１４日）
１３日　県連政策委員会
１３日　土浦間税会総会
１３日　ジョブカード制度会議
１４日　韓国経済事情視察思い出を語る会
１４日　ＮＰＯ法人まちづくり活性化土浦理事会
１４日　土浦市観光協会監査
１５日　土浦市消費生活展
１５日　土浦地区木工業組合総会
１６日　まちなか元気市
１６日　霞ヶ浦駐屯地開設５７周年記念式典
１７日　県連専務理事会議
１８日　霞ヶ浦検定事業委員会
２０日　自治金融審査会
２０日　土浦全国花火競技大会主催団体会議
２０日　土浦駐車場組合総会
２１日　常議員会
２１日　キララまつり正副委員長会議
２１日　キララまつり七夕おどり委員会
２１日　ＮＰＯ法人まちづくり活性化土浦通常総会
２１日　霞ヶ浦市民フェスティバル実行委員会
２２日　関東ブロック青年部連合会定時総会
２３日　中城おかみさん会イベント
２４日　県連第83回通常会員総会
２４日　キララまつり新郷土民謡おどり委員会
２５日　日立商工会議所創立60周年記念式典
２５日　(社)土浦法人会総会
２５日　土浦薪能倶楽部総会
２６日　女性会役員会
２６日　金融部会会議、工業部会会議
２６日　金融部会・工業部会主催財務局講演会
２６日　神立商工振興会総会
２７日　土浦市新治商工会通常総会
２７日　(協)土浦総合流通センター通常総会
２８日　青年部例会
２８日　大相撲土浦場所会議
３１日　土浦全国花火競技大会実行委員会
３１日　県内商工会議所中小企業相談所長・課長会議
３１日　エアシップタウンつちうら協議会
３１日　中心市街地活性化基本計画策定委員会準備会

2010.5.1～5.31

議事案件（議件）

常議員会
開催日時 平成22年5月21日（金）
午後1時30分～午後2時30分
開催場所 土浦商工会議所

報告･連絡事項

議件第1号　第７８回通常議員総会 提出議案について
　１）平成２１年度事業報告の承認について
　２）平成２１年度収支決算の承認について
議件第2号　県連政策委員会提言要望について（追認）
議件第3号　新入会員の承認について

１　平成２２年度 受託業務について
２　まちの駅事業の状況について
３　ビジネスサポート事業実施計画について
４　第９期プレミアム付商品券について
５　金融部会・工業部会主催　財務局講演会について
６　茨城ゴールデンゴールズ 2010土浦市開催について
７　平成２２年度 議員改選日程について

　去る5月26日（水）、金融部会と工業部会は部会会議
を開催し、現在欠員となっている正副部会長を選任
した。

  工業部会　
　部 会 長　中川喜久治　氏（中川ヒューム管工業㈱）    

  金融部会　
　部 会 長　若林　正博　氏（常陽銀行土浦支店）
　副部会長　大澤　正夫　氏（筑波銀行本店）
　副部会長　廣瀬　千秋　氏（水戸信用金庫土浦支店）

　任期は平成22年10月31日まで。
　また、部会終了後、水戸財務事務所長 多田桂氏を
お招きし「日本の財政・最近の県内金融経済情勢に
ついて」と題した財務局講演会を開催した。

平成２２年度
第１回金融部会・工業部会開催
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　５月31日（月）国民宿舎「水郷」において、構成９団体に加え県企画部地域計画課から
の参加を頂きエアシップタウンつちうら協議会が開催された。同協議会は、飛行船のま
ち土浦を目指して活動しており、この度ツェッペリン伯号飛来80周年を記念してコ
ミックの発刊を決定した。このコミックは、1929年にドイツの飛行船（ツェッペリン

伯号LZ－127）が地球一周をする際、霞ヶ浦湖畔（現在
の自衛隊）に立ち寄った時の史実をもとに描いたもので
ある。
　土浦市制70周年記念式典の記念品として寄贈されるほか、土浦市および近隣市
町村の小中学校、土浦市内公民館・福祉施設等にも設置せれ、土浦の史実を広く伝
えるために活用していただきたい。

飛来80周年記念コミック発刊決定！！

ほか、土浦市および近隣市

会頭賞に選ばれた
和田史郎氏の作品

会議の様子

大小様々の皐月約100点の
盆栽が展示された
大小様々の皐月約100点の
盆栽が展示された

　6月2日（水）成田ビューホテルにおいて、第53回関東商工会議所連合会
総会が開催され、当所からは山口会頭、菅澤専務理事が出席した。
　総会前には経済産業局長賞の表彰が行われ、当所からは、説田太郎氏（当
所議員・㈱赤坂美術代表取締役）が受賞した。説田議員は、平成3年に当所
専務理事に就任、関東地区ではいち早く環境問題に取り組みISO14001
（全国7番目）を取得したことや、商店街駐車場対策モデル事業等が評価さ
れた。
　また、同日ベストアクション表彰の受賞式が開催され、「サウンド蔵つち
うら実行委員会」が受賞した。「サウンド蔵」は今年で15回目となり、9月5
日開催が予定されている。

経済産業局長賞・ベストアクション表彰受賞経済産業局長賞・ベストアクション表彰受賞

関商連総会の様子

　5月28日（金）から6月1日
（火）まで新治ショッピングセン

ターさん・あぴおにおいて第42回土浦皐月まつりが開
催。会場には腕自慢が丹精込めて育てた大小様々
のさつき盆栽およそ100点が展示された。
　また、即売会も同時開催され大勢の来場者が訪
れた。
　今年の会頭賞（競技花の部・最優等賞）には、土浦
市沢辺在住の和田士郎氏の作品が選ばれた。
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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。

たいやきを焼くスタッフ

店内の様子

　尾長屋土浦店（門井万吉 氏）は、平成21年1月土浦
市神立町にオープン。
　今、人気急上昇中の「白いたいやき」などを販売。見
た目のインパクトもさることながら、普通のたいや
きには無いモチモチとした食感と、あんこの後引く
美味しさが広い世代に受け入れられている。
　美味しさの秘密は、生地、あんこ、そして水。“こだ
わり”と“愛情”を持って全ての素材を厳選し、他には
無い尾長屋ブランドを作り上げた。
　そして、このたいやきの特徴は、冷やして美味し
い、暖めても美味しいというところ。
　尾長屋土浦店では、定番の白たいやき（タピオカを
使用した生地）のほか、オリジナルのどらたいやき
（どらやき生地とタピオカを独自にブレンドした生
地）やカリうまの大玉たこ焼き（ソース・塩だれ）と、
土浦限定の枝豆あん（ずんだ）を販売している。そし
て今後は、白いクレープや夏には冷たいたいやき等、
豊富なラインナップを企画している。
　なお土浦店では、イベント出張販売（お客様のご要

望にあわせた商品で）や
様々な場面で贈り物と
してご活用いただける
紅白たいやきもご用意。
（要予約）
　最後に「清潔・安心・安
全はもとより、お客様が
気軽に立ち寄ってくれ
るお店づくりを目指し
ます」と話してくれた。

土浦市神立町 3739-7
℡ 832－8558

文

とりせん
木田余ショッピングモール

日立電線

●ローソン

●ワークマン

●セブンイレブンココストア●

コカコーラ● 神立消防署 神立病院

神立小東レ
土浦工場

県営神立南
アパート

6

国
体
道
路



家族連れなどで賑わいをみせた亀城公園

朝採り新鮮野菜販売は大好評

「れんこん麺」早食い大会

イベント会場まちかど蔵「野村」

木工製品制作の様子

福祉の店「ポプラ」中央店

平成22年6月発行　No.498

中城おかみさん会イベント

福祉の店「ポプラ」中央店オープン

第１０弾まちなか元気市

　5月27日（木）福祉の店「ポプラ」が桜橋交差点角（かねき亭跡）にオ
ープンした。障害者の社会参加活動を支援し、ボランティアと地域住民と

の交流の場とな
る「ポプラ」
は、土浦市が市
社会福祉協議会
に運営を委託し
て開設されたも
のである。
　店内では、市内の福祉施設の入所者が作った木工製作品やお
菓子、農産物などを展示・販売している。また一角に障害者や
ボランティアが制作活動を行うスペースや２階には絵画などを
展示するギャラリーも設けられている。

　去る5月23日（日）中城おかみさん会が主催する小イベントが、
まちかど蔵「野村」で開催された。
　このイベントは、中城通り商店街のおかみさんたちが、商店街の
ために自分たちで何かできることはないかと、15人の有志を募
り、行っているもので、今回で2回目となる。

　「頭の良くなる天神ポッ
プコーン」をはじめ、「地
元肉屋さんのコロッケ」や
軽トラ3台による「朝採り新
鮮野菜」の販売など非常に
好評を博した。
　当日は、あいにくの雨天にもかかわらず、同日実施していた「土浦市民ウォー
クラリー大会」の参加者も多数立ち寄り大いに賑わいをみせた。中城おかみさん
会のイベントは、今後も毎月第4日曜日に開催する予定。

　去る5月16日（日）まちなかのにぎわい創出を目的に、第10弾まちな
か元気市が亀城公園で開催された。
　おなじみの「つちうらカリー物語」認定カレーや新鮮野菜の直売のほ
かに初の試みとして霞ヶ浦名産の「れんこん麺」の大食い大会も開催さ
れた。制限時間10分間で一皿300グラムの「れんこん麺」を何皿食べら
れるかを競うもので、付け汁も「カレーのまちつちうら」ならではの特
製カレー付け汁が用意された。
当所の山口会頭も飛び入り参加
するなど会場は大盛況となっ
た。
　大会は2回行われ、各優勝者に
は賞品としてツェッペリンカ
レーが送られた。また、当日は
「まちの駅」を巡るスタンプラ
リーも同時開催され、大勢の家
族連れなどでにぎわった。
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事業概要
・発行者 土浦商工会議所
・利用期間 第 9 期 平成22年7月1日～10月31日
 第10期 平成22年12月1日～平成23年3月31日
・発行額 第 9 期 1億5,000万円（＋プレミアム分1,500万円）
 第10期 1億5,000万円（＋プレミアム分1,500万円）
・金　種 商品券 1,000円×８枚(内４枚は大型店可)＋500円×6枚
・販売単価 1万円（14枚1セット）
 　＊1,000円券８枚のうち4枚は大型店でも使用可能
 　＊小規模店舗は商品券14枚すべてが使用可能
・購入限度 10万円/１世帯
・加盟店 市　内 約６５０店
・販売所 市　内 25ヶ所（平成２２年６月現在）
  土浦商工会議所、土浦市新治商工会、土浦まちかど「蔵」、

  国民宿舎「水郷」、ワークヒル土浦、JA土浦本・支店ほか

NEW!!

今回の商品券のデザインは、
当所会員事業所の
「ブループリント」による
作品に決定いたしました。

今回は、従来の1,000円券
に加え、アンケート結果で
要望の多かった500円券が
発行されることに
なりました。

加盟要件
　・市内の会員事業所であること
　・換金手数料をご負担いただける方(額面の2.2%)
　・換金の際、商工会議所に来所可能な方

＊加盟店はチラシや当所のホームページにてご紹介させていただきます。
　（今期よりお申し込みの場合、ホームページのみでのご紹介になります。予めご了承ください。）
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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（4月、 右側は昨年5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

▲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

▲ 36.5
(▲39.1 ／▲53.9)

▲ 53.7
(▲58.3 ／▲60.8)

▲ 27.2
(▲30.0 ／▲51.3)

▲ 27.6
(▲33.8 ／▲50.0)

▲ 38.8
(▲40.9 ／▲55.9)

▲ 36.1
(▲35.8 ／▲51.3)

21年
12月

22年
1 月 2 月 3 月 4 月

▲ 39.7

 ▲ 55.3

 ▲ 25.4

 ▲ 34.6

▲ 46.0

▲ 39.5

5 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

　５月の全産業合計の業況ＤＩは▲３９．７（前月比＋６．０ポイント）と、マイナス幅が５カ月連続で縮小した。ＤＩがマイナス３０台を記
録したのは２００７年１１月以来、２年６カ月ぶり。比較対象となる昨年５月の業況ＤＩが▲６５．７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、景気回復の自律性はまだ乏しく、競争激化による低
価格受注や、消費者の低価格志向を意識した値下げ競争により、採算面では厳しい状況が続いている。各地からは、「景気回復
はまだ実感できない」との声が寄せられている。
　先行きについては、▲３６．５（前月比＋２．６ポイント）と、５カ月連続でマイナス幅が縮小した。全ての業種で、受注・売上に回復の
兆しが徐々に出ており、先行きに期待する声も出ている。しかし、一部原材料価格の上昇や公共工事の減少に加え、急激な円
高、宮崎県における口蹄疫の影響拡大が今後の懸念材料となっており、先行き見通しには慎重な声が根強い。　　　　　　　

業況ＤＩのマイナス幅は５カ月連続で縮小業況ＤＩのマイナス幅は５カ月連続で縮小

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

5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従業員数３０人ほどの会社ですが、当社で初めて育児休業
を取得する女子社員がいます。初めてのことなのでよくわから
ないことが多いのですが、育児休業は必ず取得させなければ
ならないのでしょうか。
A事業主は、原則として従業員から１歳に満たない子（保育所
の入所を希望しているが入所できないなど一定の場合は１歳６
か月になるまで）を養育するための、書面による育児休業の申
出があった場合には、休業させなければなりません（日雇いを
除く）。期間雇用者については、同一の事業主に引き続き雇用さ
れた期間が１年以上であること、子が１歳に達する日を超えて
引き続き雇用されることが見込まれること、等の条件がありま
す。育児休業についての扱いについては、育児・介護休業法で
規定されていますが、今年法改正が施行されるところもありま
すので、社内の規定（就業規則）等が整備されていない場合は、
ぜひご相談ください。　
　従業員の方が雇用保険の被保険者で、休業開始前の２年間
に賃金支払基礎日数１１日以上の月が１２か月以上あり、休業
期間中賃金の支払がない場合は、育児休業基本給付金という

給付を国からもらうことができますので、その手続もしてあげて
下さい。

Q質問を続けたいと思います。まだ育児休業を取得するのも
これからなのですが、育児休業を取っていた人が職場復帰し
てからについては、法律の規定があるのでしょうか。
A小学校就学前の子を養育する従業員は、病気やケガをした
子の看護のために、年間５日まで看護休暇を取ることができま
す。また、小学校就学前の子を養育する従業員から請求があっ
た場合には、時間外労働や深夜業を制限しなければなりませ
ん。これらについても法改正があり、労働者の保護が強化され
ます。　
　なお、ご質問の場合、従業員の方が育児休業を６か月以上
取得し、その後６か月以上就業実績がある、等の条件はあり、ま
た、事業所についての受給条件等もあるのですが、雇用保険事
業で行っている助成金のひとつである、「中小企業子育て支援
助成金」がもらえるかもしれません。助成金の受給のためには、
事前の書類の提出、申請等、いろいろな準備が必要なので、計
画的に進めることが必要です。この助成金は、事業主に対して
支給されるもので、返済は不要です。検討してみてもよいと思い
ます。
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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

日　時　６月２４日（木）・７月５日（月）
　　　　　　午前10時～午後４時

場　所　土浦商工会議所　２階事務所

ご用意いただくもの
　　・現金出納帳並びに備付帳簿類
　　・印鑑
　※源泉徴収所得税の納期特例の
　　納付期限は７月１２日（月）になります

商工振興課：TEL　０２９－８２２－０３９１

次回の会費振替は７月７日（水）です。
　商工会議所会費、および特定商工業者
負担金について７月７日（水）、ご指定の口
座より振替させていただきます。
　なお、会費等の請求明細または領収書
が必要な方はお手数ですが、下記までご
一報賜りますようお願い申し上げます。

総務課：TEL　０２９－８２２－０３９１

６月２０日（日）１０：００～１４：００
「欽ちゃんリーグ」ゴールデンゴールズ2010同時開催
天童特産品
　（サクランボ「佐藤錦」、漬物、お菓子など）の販売
山形の玉こんにゃく実演販売

６月１９日（土）１０：００～１７：００
　  ２０日（日）１０：００～１４：００
＊天童特産品
　（サクランボ「佐藤錦」、漬物、お菓子など）の販売
＊山形の玉こんにゃく実演販売
＊新鮮野菜市（ほびき園、１９日のみ）

６月１９日（土）１０：００～１７：００
２０日（日）１０：００～１４：００

＊天童特産品
　（サクランボ「佐藤錦」、漬物、お菓子など）の販売
＊地元農産物即売会（JA土浦）

６月１９日（土）１０：００～１７：００
「小町ふれあい祭り」同時開催
＊天童特産品
　（サクランボ「佐藤錦」、漬物、お菓子など）の販売
＊山形の玉こんにゃく実演販売
【小町庵】
そば打ち実演と打ちたて生そば即売
【農産物直売所】
春の収穫祭「朝採り野菜直売」

問い合わせ
土浦市観光協会　０２９－８２４－２８１０
問い合わせ
土浦市観光協会　０２９－８２４－２８１０
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第45回土浦市民ゴルフ大会開催のご案内第45回土浦市民ゴルフ大会開催のご案内
ホワイトバーチカントリークラブ

千代田カントリークラブ
土浦市冲宿町3476　TEL 029-828-0911

かすみがうら市上佐谷877-6　TEL 0299-59-3030

市内居住者及び市内勤務者

4,000円

ホワイトバーチカントリークラブ　定員140名
　セルフ 8,000円

千代田カントリークラブ　　　　 定員260名
　セルフ 9,000円・キャディー付 10,500円

申込書と参加費を添えて大会事務局、実行委員、土浦市新治商工会、
市内指定ゴルフショップ・練習場まで
※8月31日（火）締め切り
４名同時申込みに限り同組可
スタート時間は先着優先となります（後日改めてハガキでお知らせします）

18ホールストロークプレー
　　　　  　  （大会特設ティーマーク）
新ペリア方式（ダブルパーまでとする）
シニアの部（昭和17年以前生まれの方）

同日18時からホテルマロウド筑波にて開催

主　催／土浦市体育協会・土浦市民ゴルフ実行委員会
共　催／土浦商工会議所・土浦市新治商工会
後　援／土浦市教育委員会・土浦市アマチュアゴルフ連盟・
　　　　㈱常陽新聞新社・土浦ケーブルテレビ㈱

9
29 水2010.

参加資格

参加費用

プレー費

申込方法

競技方法

表 彰 式 

お問合せ
大会事務局：土浦商工会議所内（土浦市中央2-2-16）
TEL 029-822-0391
FAX 029-822-8844


