
土浦局

料金別納
郵　便

第三種郵便

501No.
2010.SEPTEMBER

2 中小企業経営セミナー2010開催のご案内
3 業務災害補償プランのご案内 他
4 新卒者体験雇用事業のご案内 他
5 青年ボランティアサークルＢＢＳ 会員募集中 他
6 MEMBER'S NOW

7 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会
　　　　　ＪＲ東日本水戸支社へ陳情　他
8 ハウツー 土浦商工会議所
10 ＬＯＢＯ調査　他
11 雇用保険コンサルティング事業のご案内 他
12 商業分野集中講座のご案内
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土浦商工会議所会報

今月のMEMBER ' S  NOW
  創作和菓子すぎやま　杉山 建一  社長
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議会議会

他

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 「気をつけよ　むすこの泣声　かぜ声に」 （振り込め詐欺撲滅標語）



平成22年9月発行　No.501

　長引くデフレ経済の中、中小企業経営は依然として厳しい状況が続いています。
本セミナーでは、ある経営者が現状打開に悩むところから経営改善に繋がる行動を実践し、元気な会社へ成長していく過程
のポイントを、ドラマ仕立てのビデオ上映を通して“今経営者は何を行動すべきか”を分かりやすく説明します。
　この時代を乗り切るためにも、経営者の皆様にぜひご参加頂きますようお願いいたします。
　また、基調講演の後、各中小企業支援機関から中小企業支援策についてご案内させていただきます。
　今後の資金繰り対策等にご活用ください。
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※保険期間は２０１０年１０月１日～１年間。中途加入は毎月受付しています。加入月の翌々月１日から補償開始されます。
※本内容は業務災害補償プランの概要を示したもので、実際の加入及び詳細は引受保険会社の約款、パンフレット等に従います。

【お問い合せ】                      　　　　　　　　　【制度引受保険会社】
　土浦商工会議所　会員サービス推進室   　　　　　　　　　東京海上日動火災保険㈱茨城南支社
    TEL029-822-0391 FAX029-822-8844                    　　TEL029-858-8657 FAX029-858-8714
※お見積、加入手続きは引受保険会社にお問い合せ下さい。

　去る8月23日、結城市民文化センター「アクロス」において第26回茨城県商工
会議所議員大会が開催され、当所からは山口会頭をはじめ役員議員、女性会など
21名が出席した。
　議事では、景気の基調判断を「自律的回復への基盤が整いつつある」としている
が、地域経済は生産活動に動きは感じられるものの、消費、投資、雇用に力強さが
なく、慎重な姿勢から抜け出していないとし、新成長戦略の推進と中小企業対策の
充実強化、中小・小規模企業の経営安定強化、中小企業金融機能の充実強化、中小企業の活力増進を図るための税制改革、
活力に満ちたまちづくりの推進、経営の環境変化に即した新たな展開支援、地域の発展と交流を支える基盤づくりの推進など
を重点事項として関係機関に要望していくことが確認された。
　同大会では各種表彰も行われ、永年にわたる会議所運営と地域商工業発展へ尽力した功績に対して、沼田義雄監事が県
知事表彰を受賞し、また、当所職員6名も県連合会会長表彰（永年勤続表彰）を受けた。
　大会終了後には、（有）モーハウス代表取締役光畑由佳氏による「起業と経営・地域」と題した記念講演が行われた。

第26回 茨城県商工会議所議員大会

山口会頭が大会宣言（案）を上程し、
満場一致で可決

ご　案　内
１０月１日スタート

■全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金
　一般加入と比べ約半額の掛金水準（団体割引30％、優良割引25～30％適用）
■労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
■政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
　政府労災保険への加入が必要です。
　（使用賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）

■契約は無記名式
　短期労働者やパート・アルバイトも包括補償
■掛金は売上高で算出OK　掛金は全額損金参入可能

新しい労災リスクの増加
●うつ病による自殺、過労死などによる

高額な賠償事例が続出
●1億円を超える事例も発生

企業の安全配慮義務の厳格化
●平成18年度　労働衛生安全法改正

非正規雇用労働者の増加
●短期間労働者、パート、アルバイト、派遣社員

今
や
、新
し
い
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業務災害補償プランの特徴
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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

事務局日誌事務局日誌
  ６日 土浦キララまつり前夜祭
  ７日 土浦キララまつり２０１０（～８日）
  ７日 まちなか交流ステーションオープンセレモニー
10日 県連専務理事会議
10日 青年部役員会
10日 八坂祭禮笠抜き
11日 土浦全国花火競技大会桟敷席地割り
11日 労働者共済会監査
12日 土浦ツェッペリン倶楽部会議
18日 土浦地区木工業組合視察
19日 霞ヶ浦検定事業委員会
19日 茨城県水際線シンポジウム
19日 自立支援協議会全体会議
20日 土浦全国花火競技大会桟敷券販売打合せ
20日 常議員会
20日 選挙管理委員会
22日 中城通りおかみさん会天神市
22日 青年部８月例会
23日 県連議員大会
23日 土浦のひなまつりの会
24日 土浦まち歩き学認定ガイドブック編集委員会
24日 祇園祭直会
25日 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会
 ＪＲ東日本水戸支社へ陳情
25日 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会役員会
25日 土浦全国花火競技大会雑踏警備会議
25日 土浦市民ゴルフ大会実行委員会
26日 土浦市中小企業労働者共済会総会
26日 商工会議所事業施策普及会議
26日 交通事故多発緊急対策会議
26日 環境基本計画推進協議会全体会
27日 女性会県女連役員会
28日 商業部会飛躍会総会
28日 大曲全国花火競技大会視察（～29日）
30日 土浦市観光戦略推進会議専門部会
 おもてなし部会

2010.8.1～8.31

議事案件（議件）

常議員会
開催日時 平成22年8月20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　3号議員選任について
議件第３号　2号議員部会別選出議員数について
議件第４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　まちなか元気市・ｻｳﾝﾄﾞ蔵ﾑｰﾝﾗｲﾄｺﾝｻｰﾄの開催について
３　まちなか交流ステーションについて
４　創業講座の開催について
５　経営セミナーの開催について
６　土浦名物弁当（花火弁当）について
７　青年部より
８　女性会より
９　その他

　就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用（１ヶ月
から最大３ヶ月）として受け入れる事業主の方に、新卒
者体験雇用奨励金（対象者一人につき最大１６万円）を
支給します。
（体験雇用事業の対象者）
次の①、②のいずれも該当するもののうち、正規雇用の
実現や雇用機会確保のためには、体験雇用を経ること
が適当であると安定所長が認める者。

①平成２１年10月から平成22年9月末までに卒業し
た者で、雇い入れ開始日現在40歳未満の者
②ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定
の者

詳しくは、ハローワーク土浦　求人・事業所部門及び学
卒部門へお問い合せ下さい。
　　　　　ＴＥＬ ０２９－８２２－５１２４
※平成23年3月卒業の高校生の求人が不足しており
ますので併せて求人の提出をお願いします。
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会 員 情 報
事業所名　 代表者名 業　　　　種 所　　在　　地

法務省水戸保護観察所　企画調整課

松本　　彰

岡崎　友樹

伊藤　高博

片岡　康治

齊藤　良男

櫻井　　勝

塚本　康彦

松﨑　佳子

（株）インフィニティ

ファクター

（有）成和工務店

藤良

さくらい歯科医院

（有）ゼン・デコワークス

（株）まちのとそう屋さん

カレー専門店

美容業

マンガ・インターネットカフェ・カラオケ

建築工事の請負、塗装、防水、リフォーム、内装、外構、等

飲食店（和食）

歯科医院

一般住宅の塗装工事の請負及び施工、その他に関わる付帯工事全部

土浦市小松１丁目２１－２１

つくば市桜３丁目８－４アグレアーブル１０２

土浦市大和町２－１パティオビル４Ｆ

土浦市神立町６５９－１４

土浦市桜町２丁目１－１１

土浦市木田余東台３丁目９－３０

つくば市大５７６

土浦市神立町８－３９

マンガ・インターネットカフェ・
カラオケＢＡＣＣＡＲＡＴ

内装・環境演出設計施工、サイン・ディスプレイ企画設計、インテリアコーディネ
イト及び家具販売、セールスプロモーション企画、商業コンサルタント

平成22年度　前期障害者就職面接会が開催されます。

　開催日時：平成22年10月8日（金）13：00～15：30
　会　　場：ホテルマロウド筑波（土浦市城北町2－24）

ハローワーク土浦では、面接会へ参加希望の事業所及び障害者の申し込みを受け付けております。
詳しくは、ハローワーク土浦　求人・事業所部門及び専門相談部門へお問い合せください。

TEL  029（822）5124　　　FAX  029（822）5294

障害者就職面接会開催のお知らせ
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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。

　創作和菓子「すぎやま」は、創業85年の老舗で
ある。菓子の伝統の味を大切にしながら、斬新な
アイディアを取り入れた和菓子作りで地元の皆様
から親しまれております。
　現在、建一氏が4代目として一切を切り盛りし
ており、同店は、優良経営食料品小売店全国コン
クールで金賞を受賞しています。
　「すぎやま」では、健康を第一に考え保存料を
使用せず、原材料を吟味して真心込めて一つ一つ
手作りしています。特に「どら焼き」（11種類）
は、生地が他店と違い独特の風味と味わいがある
と評判で、地元のみならず県外からも注文が入る
人気商品となっています。
　また、蓮根を使った創作和菓子「まどんな」は
同店の自慢の一品。その他、定番の焼き菓子「か
すみ」、最中「常陸の名城」などの郷土菓子をは
じめ、季節の上生菓子等オリジナリティーにとん
だ商品が揃っています。
　そして、ひんやり冷たいアイスが入ったどら焼
き「アイスどら」は、同店で20年の歴史を誇るヒ
ット商品で味は9種類。クール宅急便で発送も一
年中行っております。（アイスどらは「すぎや
ま」の登録商標菓子です）
　また、カレーの街土浦にちなんで作られた「カ
レーまどんな」は、土浦カレーグランプリで特別

賞を受賞、乳製品たっぷり
の生地に地元産蓮根・人参
を入れてカレー風味に焼き
上げた同商品は土浦伽哩物
語に認定されています。
　伝統の味を大切にしなが
ら、常に新しいものへの追
求にも余念がない杉山社長
は、「和菓子は四季折々の
中で、また人の一生の節目
節目に密接な関係がある。
これからも地域の皆様に愛
され、なくてはならない店で在り続けたい」と話
してくれた。
※インターネット販売をしております。
詳しくは→　http://sugiyama-wagashi.jp/

土浦市川口 1-5-8
TEL 821 - 0677
FAX  821 - 3117

20年の歴史を誇るヒット商品のアイスどら
20年の歴史を誇るヒット商品のアイスどら

土浦伽哩物語認定
のカレーまどんな

真心込めて一つ一つ焼き上げています
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●ホテル・アルファ
　ザ・土浦

●野上病院

モール505

東崎保育所

県道24号（八間道路）

●セントラル

●NTT ●ベルズイン
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▼珠　算　　計算能力、集中力を養い右脳を鍛える
回数 級 試験日 申込受付期間 受験料

第191回 1～7級 2月13日(日） 12月6日（月）～
12月24日（金）

1級2，040円、2級1，530円、3級1，330円、
4～6級920円、7級820円

▼簿　記　　企業人の計算感覚が磨かれる
第126回 1～4級 11月21日（日） 10月4日（月）～

10月20日（水） 1級7，500円、2級4，500円、3級2，500円、
4級1，600円

第127回 2～4級 2月27日(日） 1月11日(火）～
　　1月26日(水）

▼販売士　　流通業で唯一の公的資格

第38回 1級 2月16日(水） 12月20日(月）～
1月14日(金） 1級7，500円、3級4，000円

第67回 3級 2月16日(水） 12月20日(月）～
1月14日(金）

▼福祉住環境コーディネーター（※）　　福祉現場と建設業界のパイプ役

第25回 2～3級 11月28日（日） 9月14日（火）～
10月15日（金） 2級6，300円、3級4，200円

▼カラーコーディネーター（※）　　色彩の達人

第29回 1～3級 12月5日（日） 9月21日（火）～
10月22日(金） 1級9，180円、2級7，140円、3級5，100円

▼ビジネス実務法務（※）　　実務に必要な知識を身につけよう

第28回 1～3級 12月12日（日） 9月28日(火）～
10月29日（金） 1級10，500円、2級6，300円、3級4，200円

▼環境社会（ＥＣＯ）（※）　　社会と環境を考える人のために

第9回 - 12月19日（日） 10月5日（火）～
11月5日（金） 5，250円

平成22年度下半期　

お問い合わせ先　土浦商工会議所　会員サービス推進室　土浦市中央2-2-16 TEL029-822-0391
受験申込みについては、土浦商工会議所受付窓口にて行います。
但し（※）の検定については、電話又はインターネットにて直接東京商工会議所まで申込み下さい。
東京商工会議所　TEL03-3989-0777又はhttp//:www.kentei.org/

【第一会場：土浦市立博物館】
　　　　　　※絵葉書（実物資料）を展示
　　　会　期　平成22年10月1日（金）～12月26日（日）
【第ニ会場：イトーヨーカドー土浦店】
　　　　　　※絵葉書（写真パネル）と現代の写真を展示
　　　会　期　平成22年10月22日（金）～11月14日（日）（会期中無休）

市制施行70周年記念 土浦市立博物館・イトーヨーカドー土浦店共催展

【第一会場：土浦市立博物館】

市制施行70周年記念 土浦市立

展展

常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会
ＪＲ東日本水戸支社へ陳情
　8月25日、常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会（阿部彰会
長）は、ＪＲ東日本水戸支社を訪問し、茨城県常磐線整備促進期成
同盟会、水戸線整備促進期成同盟会、茨城県水郡線利用促進会議、
茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会と合同で要望活動を行い、
常磐線の東京駅・横浜駅乗り入れに関する要望書を提出した。
　内容は、「常磐線全列車の東京駅・横浜駅への乗り入れ早期実
現」を訴えるもので、阿部会長からの2013年度の東京駅への乗り入
れ本数は決まっているのかとの質問に対し、高崎線・宇都宮線との
兼ね合いがあるので、実際には間際
まで判らないとの回答であった。今後
はこの２路線とのシェア争いに注目が
集まるところである。
　また、9月28日にはＪＲ東日本本社
への要望活動も行う予定である。

阿部会長（写真左）より要望書が手渡された

　当所観光部会　村山
昭一郎部会長（ビジネス
ホテル山崎屋代表）は、8
月31日、キララまつり
2010にて行った観光部
会主催「チャリティーれん
こん麺試食会」で集まった

収益金20,100円を地域の福祉向上等に活用いた
だくべく、㈱常陽新聞新社を通して常陽新聞厚生
文化事業団に寄託した。
　チャリティーれんこん麺試食会は、毎年、キララ
まつり2日目（日曜日）に、観光協会まちかど蔵野村
にて行うイベントで、土浦名物の「れんこん麺」（土
浦農業協同組合販売）を蓮の葉に乗せふるまい、
毎回、大勢のお客で賑わいをみせる。

　

村山部会長より関野常陽新聞新社
代表取締役社長(写真左)へ
善意金が手渡された

観光部会　キララまつりチャリティー
れんこん麺試食会　収益を寄託
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Ａコース（基本検診）
　胸部レントゲン・心電図・血圧測定・身体測定・尿・血液・
視力・聴力検査など、労働安全衛生規則第４４条の対象項
目が診断できます（＊注１）。

Ｂコース（腹部超音波検診）
　超音波は人間の耳には聞こえない高い周波数の音波で、
一定方向に強く放射され直進性が高いという性質がありま
す。これを利用して腹部に超音波を発信し、そこから返ってく
るエコーを受信し、コンピュータ処理で画像化して診断する
のが腹部超音波検査（腹部エコー）です。主に、胆嚢や膵臓
をチェックします。

Ｃコース（大腸がん検診）
　大腸がんはある程度進行すると、血便、下腹部痛、便通異
常、残便感、便が細い、貧血などの症状がでてきますが、早期
のがんは自覚症状がないのが普通です。ではどのように発見
するのでしょうか。実は『検便』という最も簡単な方法で発見
されています。大腸がんは大きくなると形が崩れ、その表面
から血液がにじみ出てくることがあります。検便では、便の中
に血液の成分であるヘモグロビンが含まれているかにより
判定します。

Ｄコース（前立腺検診）
　PSA検査は血液検査だけで測定できる前立腺が
んを判断する基準として非常に有効です。
PSAとは健常男性の前立腺から分泌される物質で、
血液中に流れ出ることはないのですが前立腺の疾病
によって浸出して検査に反応するようになります。

Ｅコース（胃がん検診）
　胃Ｘ線検査は、バリウムと発泡剤を飲み、胃の中の
粘膜を観察する検査です。胃がんを見つけることが目
的ですが、良性の病気である潰瘍（かいよう）やポリ
ープも発見されます。

＊注１
【参考】定期健康診断（労働安全衛生規則第４４条）について
１年以内ごとに１回、定期的に次の項目の健康診断をおこなわなければなりません。
◆健康診断項目 
既往歴および業務歴の調査・自覚症状および他覚症状の有無の検査 ・身長、体重および視力の検査・聴力の検査
（1000Hzの30dbおよび4000Hzの40db）・胸部エックス線検査尿検査（尿中の糖および蛋白の有無の検査）・貧血検
査（赤血球数、血色素量）肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ） 血中脂質検査（総コレステロール、ＨＤＬコレステロール、トリ
グリセライド） 血糖検査（血中グルコースまたはヘモグロビンA1c） 心電図検査（安静時標準12誘導心電図） 

定期健康診断の申し込み等については、
会報同封の別紙（折込）に有りますので
ご覧ください。

前日夜９時以降の食事は
とらないでください。
飲物はお水程度で控えめに･･･。

では健康管理の一環として、年１回、定期健康診断を実施しております。当所では健康管理の一環として、年１回、定期健康診断を実施しております。当所では健康管理の一環として、年１回、定期健康診断を実施しております。当所では健康管理の一環として、年１回、定期健康診断を実施しております。当所では健康管理の一環として、年１回、定期健康診断を実施しております。
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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
9～11月

全 産 業

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

▲49.3

▲52.6

▲35.6

▲50.0

▲57.7

▲52.1

▲45.7

▲59.6

▲30.6

▲48.5

▲50.9

▲45.5

▲ 37.2
(▲ 34.7/▲ 46.3)

▲ 52.1
(▲ 49.6/▲ 46.9)

▲ 31.9
(▲ 27.2/▲ 42.5)

▲ 24.8
(▲ 30.9/▲ 45.8)

▲ 36.1
(▲ 37.0/▲ 50.2)

▲ 39.3
(▲ 31.7/▲ 45.4)

3 月 4 月

▲ 39.7

 ▲ 55.3

 ▲ 25.4

 ▲ 34.6

▲ 46.0

▲ 39.5

5 月

▲ 40.5

 ▲ 58.1

 ▲ 25.1

 ▲ 37.0

▲ 41.8

▲ 45.1

6 月

▲ 39.7

 ▲ 58.0

 ▲ 20.6

 ▲ 33.3

 ▲ 46.9

 ▲ 41.6

7 月

▲ 37.7

 ▲ 56.1

 ▲ 20.0

 ▲ 35.4

▲ 43.9

▲ 38.8

8 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

　８月の全産業合計の業況ＤＩは▲３７．７（前月比＋２．０ポイント）と、マイナス幅が２カ月連続で縮小した。業況は、持ち直しの動き
がみられるが、主要因は猛暑特需によるものであり、これを除くとほぼ横ばい。６月以降、改善の勢いが鈍化している。景気回復の
自律性は依然として乏しく、競争激化に伴う低価格での受注や、消費者の低価格志向を意識した値下げ競争により、収益確保
は難しい状況が続いている。
　先行きについては、▲３７．２（前月比▲２．５ポイント）と、８カ月ぶりにマイナス幅が拡大した。公共工事の減少、低価格での受注
競争の激化、経済対策（エコカー補助金）の期限切れによる自動車販売の落ち込みの見通しに加え、製造業を中心に、急激な円
高の悪影響を懸念する声が多く出ており、先行きへの警戒感が強まっている。

業況ＤＩはわずかに改善も、
先行きへの警戒感が強まる
業況ＤＩはわずかに改善も、
先行きへの警戒感が強まる

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

8月の業況と先行き見通し

Q 当社では、定年は60歳なのですが、50歳台後半の従
業員が多く、会社の事業活動の維持のためにも、定年以
降も継続雇用をしていきたいと考えています。その際、給
与の見直し（賃金引き下げ）や労働条件の変更も行うつも
りです。

A 従業員の方は、定年後も働きたいと思っている人は多い
ようですか。

Q ほとんどの人が働きたいと考えているようです。ただ
し、必ずしもフルタイム、正社員と同じような働き方では
なく、勤務時間短縮などを希望する人も多いようです。時
間短縮して契約を変更すると大幅に給与を下げなければ
ならないこともあるので、モチベーションの低下につなが
らないかと心配です。

A 雇用保険の被保険者が対象の、高年齢雇用継続基本
給付金という制度を活用してみてはどうでしょうか。これは、
簡単に言うと、被保険者期間が５年以上ある従業員の方が
60歳到達後も継続して雇用され、60歳以降支払われる賃

金が60歳到達時点の賃金月額の75％未満まで下がった
場合、その方が65歳に達する月まで国から支給される給付
金です。
　また、60歳以降になると、公的年金を受給できるようにな
る方もいると思いますが、給与が高いと年金がカットされる
こともあります。雇用契約の見直しをして賃金を下げても、高
年齢雇用継続基本給付金をもらい、年金ももらえるような
形で賃金設計をすると、会社にとっても従業員の方にとって
もメリットがあると言えるのではないでしょうか。高年齢雇用
継続基本給付金の実際の計算式は複雑なのでここではご
紹介しませんが、概略としては、賃金の低下率が61％以下
のとき支給率が15％、そこから低下が少なくなるごとに支給
率も下がり、賃金の低下があっても低下後の賃金が60歳到
達時点の賃金月額の75％以上になると支給もゼロとなりま
す。賃金の試算等については、私たち社会保険労務士にお
気軽にご相談ください。

　　　　（茨城県社会保険労務士会会員　齊藤弘明）
　　　問い合わせは 当所商工振興課まで　TEL 822－0391
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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

全国ネットの人材情報で
出向・移籍、転職 をサポート！

全国ネット
全国47都道府県の
事務所で取り扱って
おります。

信頼と安心
経済・産業団体と厚生
労働省の協力で設立さ
れた公益法人です。

無　　料
情報の提供、相談、
あっせんの費用はか
かりません。

茨城事務所
〒310-0803　茨城県水戸市城南1-1-6　サザン水戸ビル4階
TEL 029-231-6044　FAX 029-233-3602
E-mail：ibaraki-j2@sangyokoyo.or.jp

財団
法人 産業雇用安定センター

厚生労働省委託厚生労働省委託 雇用保険コンサルティング事業のご案内雇用保険コンサルティング事業のご案内
雇用保険制度による　あなたの会社にピッタリな助成金・給付金について無料個
別相談でお手伝いします。
※相談は無料で、1時間程度です。

セミナーにて、多種多様な助成金のポイントをわかりやすく説明し、個別の相談
で具体的に致します。

※セミナー後に個別相談会を１社15分程度で予定しております。セミナー・相談
は無料です。

　　　　　　開　　催　　日　　時　　　　　　　　　　　　会　　　　　場
10月１日（金） 14:00～、 個別相談15:30～ ひたちなか商工会議所会館５Ｆ
10月 6日（水） 14:00～、 個別相談15:30～ 石岡サポートワン５Ｆ

お問い合せは　　管野労務ＦＰ事務所　〒315-0037　石岡市東石岡3-1-30-B
　　　　　　　　　　TEL 0299-26-9188　　FAX 0299-56-4887
詳細については→　http://e-consul.info/v/360

助成金活用
セミナー

助成金
個別相談
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① ピンチをチャンスに変える接客技術
　（10／24　１4:00～16:00）定員30名/受講料1,000円
お客様の意識や価値観が「もの」から「こころ」の満足を追求する時代に
なってきており、リピーターへのつながりは接客や応対によって決まると
言っても過言ではありません。さわやかな、気持ちの良い応対は自らお客様
の好感度を高めます！

セミナー『一期一会を大切にするおもてなしの心！』
　●信頼関係の構築に向けて 
　●ラポールの築き方。育て方
　●相手の心を惹きつける６つのポイント
　● 一期一会を大切に！

② 個店力アップセミナー
　（11／18　１4:00～16:00）定員30名/受講料1,000円
郊外の大型量販店に負けない魅力あるお店づくりと
ポイントカードを活用した商店経営を学びます！

セミナー『魅力あるお店づくり 3つの秘訣』
　●こんなお店からはお客が離れる！～店舗経営の失敗事例～
　●顧客の心を掴むのはこんな店～店舗経営の成功事例～
　●ポイントカードを活用した販売促進の成功例
　●厳しい状況を勝ち抜くための店舗経営３つのポイント

③ 顧客の共感を呼ぶ販促・広告手法
　（12／1　１4:00～16:00）定員20名/受講料1,000円
どんなに素晴らしい商品であっても顧客にアピールできなければ意味はあり
ません。商品の魅力をきちんと伝える販促手法を！

セミナー『簡単で効果的な手づくりPOP実習』
　● POPの概要
　●手作り広告のための技術
　●レイアウト・コピーの基本
　●その他の技術

もっと売れるようにしたい！　しかしどこに行っても商品･サービスは溢れるばかり、今日の売れ筋
はあしたの閑古鳥。どこで差をつければいいのか？　とお悩みの方。是非このセミナーを利用して、
売上アップのテクニックとコツを身に付けてみませんか？

第一弾
！

お申込・お問い合せ　土浦商工会議所　商工振興課　天野
TEL　029-822-0391  / FAX　029-822-8844　 / mail：info@tcci.jp

講師　座光寺 百合子　氏
Eclat office 代表

講師   野 口 雅 代　氏
オーロラ・ビジネススタイル研究所
代表

講師　平 村 一 紀　氏
ビジネスクリエイション㈱
代表取締役

※会場：土浦商工会議所 3階ホール


