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土浦商工会議所会報

今月のMEMBER ' S  NOW
  ㈱山本新聞店　
　左から岡山さん、山本一治専務、坂本さん、山本治男社長、小太刀さん、片山主任、米田さん、鈴木さん、伊藤さん、岡山さん、勝木さん、大坪さん　
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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 「おかしいな　しらないはがきは　けいさつへ」（振り込め詐欺撲滅標語）
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グローバルオート㈱
磯山　隆一

土浦都市開発㈱
伊藤光二郎

㈱オオウラ
大浦　禎子

土浦ケーブルテレビ㈱
大倉　一仁

㈱筑波銀行 本店営業部
大澤　正夫

㈱かね喜
大槻　利夫

辰三産業㈱
岡野　良男

土浦タクシー㈱
小城　　豊

荒川沖商業協同組合
折本　　明

㈱カタオカエンジニアリング
片岡　　孝

神立ハイヤー㈲
金塚　　功

㈲すがた
木村　恵子

㈱木村金物店
木村　宏守

小坂タクシー㈲
小坂　　博

㈱常陽新聞新社
坂本　　栄

㈲佐竹時計店
佐竹　守正

㈲瀬古澤弥次郎商店
瀬古澤　拡

㈱田島屋
田嶋　光夫

㈱塚本カバン店
塚本　幸夫

㈱NTT東日本－茨城  土浦営業支店
早川　　寿

㈱霞月楼
堀越　恒夫

㈱日立プラントテクノロジー土浦事業所
前川　猛久

㈱山本工務店
山本　和男

㈱山本新聞店
山本　治男

㈱常陽銀行土浦支店
若林　正博

副
会
頭

常
議
員

専
務
理
事

中川ヒューム管工業㈱
中川喜久治

㈱久月総本舗
横山　和裕

宇田川石油㈱
宇田川仁一郎

土浦商工会議所
菅澤　秀男

監　

事
萩原会計税理士法人
萩原　英彦

古谷野経営労務管理事務所
古谷野　静

筑波保育医療専門学校
沼田　義雄

会　頭
山　口　雄　三
山口東邦㈱

平成22年度議員改選について
11.1臨時議員総会開催　新体制決まる
会頭に山口雄三（山口東邦㈱代表取締役社長）を再任

　去る11月１日、臨時議員総会を開催し、新役員を選任した。総会には新議員85名の内、73名
が出席し、会頭には山口雄三氏が満場の同意を得て再任された。
　続いて、副会頭、専務理事、常議員、監事の選任が行われ、副会頭には、宇田川仁一郎氏、
中川喜久治氏、横山和裕氏の3名及び、専務理事に菅澤秀男氏が選任され就任した。さらに
常議員25名、監事３名の選任がなされ当商工会議所の新体制はスタートした。
　任期は３年で平成25年10月31日までとなる。
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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

議　

員

㈱阿部工業
阿部　義輝

荒井自動車鈑金塗装工場
荒井　教道

㈱プラザ マアム
安藤真理子

㈲イチカワ企画
市川　善章

㈱伊東商事
伊東　和幸

㈲まちづくりカンパニー
井上　正美

㈲今井精肉店
今井　章治

㈱冨士テーラー
色川　　孝

㈱内田商会
内田　卓宏

㈱カスミ土浦ピアタウン店
内田　　勉

㈲丸八商会
大野　雅司

㈱岡野設備工業所
岡野　忠夫

勝田商事㈲
勝田　達也

栗田アルミ工業㈱
勝山　　勲

利根コカ・コーラボトリング㈱土浦支店
金木　義則

河合隆 司法書士事務所
河合　　隆

㈱サクランボかわかみ
川上　厚子

㈱ホテル アルファ・ザ・土浦
川田　康順

㈱サン・ビルメンテナンス
菊地　廣輝

㈱千代田興業
君山　　毅

㈱小松屋
木村　芳弘

㈱波南
黒澤不二夫

㈱黒田文七商店
黒田　喜文

㈱マルコ
小網　康友

㈱斉田材木店
齊田惠美子

㈱斉藤建設
斉藤　　実

共栄不動産㈱
佐藤　之則

㈱学園ビルメンテ
篠塚　昌毅

島岡商事㈱
島岡　宏明

㈱エジソン電機
杉山　秀夫

東京電力㈱茨城支店土浦支社
鈴江　正典

茨城県信用組合 土浦支店
鈴木　敦夫

㈱鈴文
鈴木　志郎

㈲鈴木工務店
鈴木　豊明

㈱赤坂美術
説田　太郎

（学法）霞ヶ浦学園
高塚　千史

㈱塚田印刷
塚田　　諭

㈱ジュン設計
塚本　美明

関東鉄道㈱
沼尻　　茂

㈱ハシモト
橋本信一郎

合資会社 平田事務所
平田　泰史

廣瀬運輸㈱
廣瀬　勝俊

水戸信用金庫 土浦支店
廣瀬　千秋

㈲福来軒
藤澤　一志

和泉屋酒店
藤代　哲朗

㈱アールビー
藤本　伸哉

㈱星総合設備
堀越　大介

㈱ジョイフル本田
本田　昌也

㈱溝口商店
溝口　隆一

箕輪名産店
箕輪　好夫

㈱ミキプランニング
村岡　美紀

日本交通㈱
矢口　幸一

㈱矢口長太郎商店
矢口孝太郎

㈱栁沢印刷所
栁沢　正男

美術工芸ミナトヤ
横山元志郎

㈲若山金物店
若山　光司
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事務局日誌事務局日誌
 1 日　土浦全国花火競技大会慰霊祭
 1 日　土浦全国花火競技大会筒祭
 1 日　関東ブロック相談所長会議
 2 日　第79回土浦全国花火競技大会
 3 日　第79回土浦全国花火競技大会表彰式
 4 日　正副会頭会議
 5 日　常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会役員会
 6 日　販売士検定試験
 6 日　霞ヶ浦検定会議
 6 日　土浦市戦没者追悼式
 6 日　中小企業経営セミナー
 8 日　まちかど茶話会
12日　第79回土浦全国花火競技大会主催団体花火反省会
12日　大相撲土浦場所会議
12日　青年部役員会
13日　年金委員研修会
13日　ウインターフェスティバル2010会議
14日　常議員会
14日　女性会全国大会(～16日)
14日　経営革新セミナー
15日　大相撲土浦場所
15日　中心市街地活性化基本計画事務局会議
16日　土浦駐屯地開設58周年記念式典
16日　青年部関東ブロック大会太田大会(～17日)
17日　第2回霞ヶ浦検定
19日　労働保険担当者会議
19日　キッズマート
20日　自治金融審査会
20日　伽哩物語研究会
21日　経営革新セミナー
21日　日商常議員会
22日　エキスパートバンク会議
22日　青年部臨時総会
23日　土浦市産業祭(～24日)
24日　第190回珠算能力検定試験
24日　結城商工会議所会頭告別式
25日　貿易証明業務研修会(～27日)
26日　雇用対策協議会　就職面接会
26日　ウインターフェスティバル2010会議
26日　女性会役員会
27日　雇用保険助成金説明会
27日　一期一会セミナー
27日　茨城県ジョブカードセンター運営会議
28日　県連事務局長会議
28日　経営塾
29日　第79回土浦全国花火競技大会交通及び雑踏警備関係反省会
30日　絵で伝えよう！わたしの町のたからもの絵画展表彰式
31日　高安関十両昇進祝賀会
31日　第60回土浦菊まつり菊花品評会開会式

2010.10.1～10.31

議事案件（議件）

常議員会
開催日時 平成22年10月14日（木）
午後1時30分～3時
開催場所　土浦商工会議所

報告･連絡事項

議件第１号　新入会員の承認について

 １　まちなか交流ステーション事業
（歩数マイレージ・手作り土浦写真集）について

 ２　第10期 プレミアム付商品券事業について
 ３　異業種交流会について
 ４　キッズマートについて
 ５　経営セミナー｢商業分野集中講座｣について
 ６　大相撲土浦場所について
 ７　土浦市産業祭について
 ８　青年部より
 ９　女性会より
10　その他

エンゼルプラン
土浦ＣＬＯＶＥ　スタート！
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商工会議所では、平成18年度からの継続事業として10％お得な「プレミアム付商品券」を発
行いたします。
ただ今、この商品券が使えるお店「加盟店」を随時募集しております。ふるってご加盟下さい。

土浦商工会議所土浦商工会議所

消費者（市民）消費者（市民） 加盟店（会員）加盟店（会員）

プレミアム付商品券販売所は
この「のぼり」が目印です。

プレミアム付商品券とは、1,000円券8枚、500円券6枚、
計14枚綴りを1万円で購入でき、
お客様にとって10％のお得となるものです。

お問合せ　土浦商工会議所　会員サービス推進室　TEL：029-822-0391

商品券販売14枚 1万円

換金申込・券の返却

小切手・振込による支払い

商品の販売

購入申込

加盟店の条件

換金手数料とは

・換金手数料（1,000円に付き22円）をご負担いただける方
・土浦商工会議所、新治商工会会員及びご参加希望事業所

・10％のプレミアム分は、市、会議所、加盟店が負担します。加盟店に
は、換金の際1,000円につき22円を差し引くことで、この負担をまか
ないます。

　10月19日（火）午後1時30分から午後2時40分まで、川口ショ
ッピングモール505において、キッズマートが開催された。
　この事業は、小中学生による商い体験学習として起業家精神を
育てていこうというもので、土浦市の主催で平成15年から実施し

ており今年で８回目を迎えた。今
年の参加校は上大津西小学校・
右籾小学校・都和南小学校・乙戸
小学校・土浦第六中学校、総勢
373名の生徒が参加し、創意工夫
を凝らした手作り品や丹精込めて
育てられた草花などが販売され、
会場は大勢の来場者で賑わった。子ども達の熱心な販売に会場はおおいに賑わった 各部門別優等主席特別賞花壇

　去る11月1日から15日まで、亀城公園において土浦菊まつりが
開催された。土浦霞菊協会会員が丹誠込めて育てた約800鉢もの
菊花が華やかに咲き誇った。
会場では、盆養・懸崖・盆栽・切花の部で品評会が行われ、植木市も
立ち大勢の来場者が訪れた。
今年の最優等・土浦市長賞に
は、土浦市在住の伊藤しつ江氏
の作品（兼六香菊）が選ばれ、優
等主席・土浦商工会議所会頭賞
には、土浦市在住の金沢伸一氏
の作品（聖光乙姫）が選ばれた。

見見見見見見見見 本本本本本本本本本見見見見見見見見見  本本本本本本本本本本

見見見見見見見見 本本本本本本本本見見見見見見見見見 本本本本本本本本本本

見見見見見見見見 本本本本本本本本本本見見見見見見見見見    本本本本本本本本本本
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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。

　( 株 ) 山本新聞店（山本治男社長）は本年４月に
創業 80 周年を迎えました。東は霞ヶ浦、西は常磐
道、南は桜川、北は真鍋の坂下をエリアに、読売新
聞を始め、茨城新聞や日本経済新聞などを取り扱
い、現在約 5000 名のお客様にご購読いただいて
おります。
　従来、ジャイアンツ戦応援バスツアーや産直販
売を行っておりましたが、それに加えて平成 19
年 10 月からは、近隣のお店とともにポイントサ
ービス「よみぽ」を開始し、2 ヶ月に 1 回発行され
るよみぽニュースを楽しみにしているお客様が数
多くいらっしゃいます。そこでは、商品やチケット
をポイントで交換できる以外に、商店街の活性化
を目的としたよみぽギフト券も発行し、現在 32
店のサポーターショップ（会員も 19 店参加、まだ
まだ募集中）にも喜んでいただいております。ま
た、山本一治専務が平成 20 年 8 月から始めたブ
ログ（http://www.yomipo.com）も好評で、総ア
クセス数も 10 万を超えましたので、こちらも一
度見てください。
　そして、この時期から「クリーンディ」を設け、毎
月 1 回の町内清掃を始めました。今年からは当店
の全エリアの清掃を目指して、他の町内を清掃し
ています。まだ、川口 1・2 丁目、桜町 1・3 丁目、
中央 1・2 丁目、大手町の 7 町内ですので、今後、

皆様の町内に来る
日を楽しみにして
いてください。
　最後に、100周年
を迎えられますよ
うお客様のニーズ
に答えられるよう
なサービス向上に
これからも努めて
参りますので、会員
の皆様の末長いご
愛顧よろしくお願
いいたします。

土浦市大和町 5-1
TEL 822 - 4311

　｢クリーンディ｣町内清掃の様子

㈱山本新聞店

至荒川沖駅
県道24号（八間道路）

駅前通り
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　10月15日～16日宮崎県宮崎市で開催され、土
浦からは7名が参加しました。
　前日に宮崎入りし、観光スポットになった県庁を
見学しました。
　全国で4番目に古い県庁舎で、ゴシック様式の重
厚な姿の中にもフェニックスなどの植物に彩られた

庭が南国風情を醸し出していてなかなかおもしろい
雰囲気の県庁でした。
　大会には全国の女性会から約2500名が宮崎に
集まり、とても盛大なものとなりました。
　懇親会には東国原知事がお見えになり、一時会
場が騒然としました。さすがに知事の人気は高く、し
ばらく懇親会が始められなかったほどでした。
　式典や講演のほか、物産展も同時に開催されて
おり、口蹄疫
問題で疲弊し
ている宮崎応
援の意味もこ
めて特産品を
買い求める会
員でにぎわっ
ていました。 賑わいをみせた物産展の様子

特別講演会

いきいきライフセミナー

◆◆◆　講　師　◆◆◆
日テレ学院学院長・日テレイベンツ常務取締役／仙台大学客員教授
石川　牧子　先生

■日　　時　平成22年12月６日（月）１４：００～１５：３０
■場　　所　ホテルマロウド筑波（土浦市城北町2-24  TEL029-822-3000）
■定　　員　100名 （＊定員になり次第締め切らせていただきます。）
■申込方法　TELまたはFAXにてお申込みください。
⇒【申込先】土浦商工会議所（土浦市中央2-2-16）【TEL029-822-0391 ／ FAX029-822-8844】
主催　石岡商工会議所女性会、土浦商工会議所女性会、水戸商工会議所女性会

受講料
無料

全国の女性会から約2500名が集まった

““ツツツツェェェッッッペペペペリリリリンンンンがががが舞舞舞舞いいいい降降降降りりりりたたたた日日日日””“ツェッペリンが舞い降りた日”
　昨年は、1929年にドイツの巨大飛行船ツェッ
ペリン伯号ＬＺ-127が地球一周をする際、霞ヶ浦
湖畔に立ち寄ってからちょうど80周年の年にあた
り、これを記念して土浦ツェッペリン倶楽部の監修
の下、エアシップタウンつちうら協議会などが協力
して、記念コミックを発刊した。これは㈱霞月楼の
故堀越恒二会長が少年時代に体験した実話をコ
ミック化したものである。
　このコミックは11月3日の土浦市制施行70周
年記念式典の記念品として寄贈されたほか、市内

の小中学校や図書館、
金融機関等にも寄贈さ
れる予定である。
　現在の子どもたちに
も興味を持ってこの土
浦の歴史にふれていた
だき、我々市民共有の
財産としたい。

巨大飛行船に乗った少年
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地元の相談員で対応しきれない
場合は、県内会議所のネットワークで
あなたのお店にあったスタッフを
探します。

パソコンの使い方から
より専門的な事まで
幅広く御相談に乗ります。

エキスパートバンクとは･･･？
　エキスパートバンク（経営･技術強化支援事業）制度は、経営･営業･生産･技術などの
問題を抱えている会員の皆さんの経営を支援する目的で行っている事業です。
　ご要望に応じて、登録されたその道のエキスパートが直接事業所にお伺いし、専門家
の立場で具体的かつ実践的な指導やアドバイスをさせていただきます。

◇エキスバートバンクの特徴
県内約140人の専門家より相談内容に応じて、相談にお伺いいたします。
（秘密厳守） 
当所会員事業所、特に小規模事業者向けです。
ご利用回数は年間１回、無料です。

◇こんなときご利用ください◇

経営一般及び経営管理の指導を受けたい。 
商品を効果的陳列に変えたい。 
店舗内装を見直したい。 
事業内容の多角化を図りたい。 
後継者及び従業員の教育をしたい。 
チラシ・DM・POP広告の実務指導を受けたい。 
商品デザインの開発指導を受けたい。 
コンピュータの実務指導を受けたい。 
商標登録・実用新案登録の実務指導を受けたい。 
高齢者雇用対策の実務指導を受けたい。 
就業規則・服務規程・退職金規程等の実務指導を受けたい。 

新製品の開発について指導を受けたい。 
新素材・新材料をうまく取り入れたい。 
自動化・省力化を進め、作業能率の向上を図りたい。 
品質管理（TQC）を導入し、製品ロスを減らしたい。 
機械設備を導入する際の事前指導を受けたい。 
産業廃棄物処理や公害問題の指導を受けたい。 
ISO9000・15000の関係指導を受けたい。 
食品の加工技術の指導を受けたい。

◇お申し込み
土浦商工会議所（商工振興課：822-0391）へ直接お申し込み下さい。 
ご相談の内容を予めお伺いし、こちらで専門家を推薦し派遣いたします。 
ご利用回数は年間１回、無料です。



平成22年11月発行　No.503

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

※「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
11～1月

全 産 業

建　設

製　造

卸　売

小　売

サービス

▲ 40.6
(▲ 39.0/▲ 49.1)

▲ 50.9
(▲ 47.0/▲ 55.9)

▲ 40.2
(▲ 32.9/▲ 46.5)

▲ 30.8
(▲ 35.0/▲ 51.4)

▲ 40.9
(▲ 41.1/▲ 52.7)

▲ 37.8
(▲ 39.2/▲ 42.6)

▲ 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

▲ 40.8

 ▲ 54.4

 ▲ 26.0

 ▲ 36.4

 ▲ 46.1

▲ 42.9

 

9 月

▲ 40.5

▲ 54.4

 ▲ 23.3

 ▲ 34.6

 ▲ 45.6

 ▲ 46.7

 

10 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

　１０月の全産業合計の業況ＤＩは▲４０．５（前月比＋０．３ポイント）と、前月（▲４０．８）からほぼ横ばいで推移した。業況は、６月以降、持ち直しの
動きに陰りが出ていたが、ここにきて停滞感が一層強まっている。特に、円高の長期化が、輸出や受注の減少、親企業の海外移転加速による
仕事の減少、コストダウン要請など、企業経営に悪影響を及ぼしている。また、競争激化に伴う低価格での受注や、消費者の節約志向を意識し
た値下げ競争により、依然として収益確保は難しい状況が続いている。
　先行きについては、▲４０．６（前月比▲１．６ポイント）と、３カ月連続でマイナス幅が拡大した。特に、製造業は、受注競争の激化、エコカー補助
金終了による自動車生産・販売の落ち込みなどから、大幅に悪化する見通し。加えて、円高の長期化による企業収益の悪化や消費意欲の減
退、最低賃金の大幅な引上げなどが懸念材料になっており、年末にかけて、倒産の増加や景気の腰折れが憂慮される。

業業況ＤＩは足踏み、
先行き懸念は一層強まる
業業況ＤＩは足踏み、

先行き懸念は一層強まる

業況ＤＩの推移（全産業・同年同月比）

10月の業況と先行き見通し

Q従業員30人ほどの会社を経営しています。先日、用事があ
ってハローワークに行ったところ、雇用保険法の改正につい
てのポスターが貼ってありました。10月1日から改正という
ことで、雇用保険の被保険者資格についてのことのようでし
たが、忙しくてそのときはよく確認しないで帰ってきてしま
いました。どのような改正なのでしょうか。

A最近は、雇用保険の被保険者となる範囲が拡大されるな
ど、改正が相次いでいますが、10月１日から施行ということだ
と、被保険者資格の遡及についての重要な改正がありました。
従来は、雇用保険の加入の手続漏れによって届出を行ってい
なかった場合、２年までさかのぼって加入手続きが可能とされ
ていたのですが、平成22年10月1日からは、雇用保険料が給
与から天引きされていたことが明らかである場合は、２年を超
えてさかのぼって雇用保険の加入手続きができるようになっ
たのです。ただし、対象となるのは、平成22年10月1日以降離

職した場合と、10月1日現在在職中の労働者です。
　また、それに関連して、2年を超える遡及適用の対象となった
者を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係の
届出を行っていなかった場合には、保険料の徴収時効である
２年経過後においても、保険料を納付できることとされました。

Q当社では、まず間違いはないとは思いますが、中途入社が
多いので、手続漏れがないかどうか、ちょっと不安ですね。

Aハローワークに依頼して被保険者の一覧表を出してもらい、
会社の労働者名簿等と照合して確認するというのがいいと思
います。遡及しての加入の手続がある場合は、賃金台帳等の添
付が必要となる場合があります。

　　　　（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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㈱ブレーン専任講師

■開催日時：12月3日(金) 13:30～16:30
■会　　場：土浦商工会議所
■参 加 費：会　員 3,000円（お一人様）
　　　　　　非会員 6,000円（お一人様）
　　　　　　（税込・テキスト代込）
　　　　　　※一社複数名参加可 先着15名限定
■申込み・問合せ：土浦商工会議所（担当：天野）
　　　　　　　　　　　TEL029-822-0391
　　　　　　　　　　　FAX029-822-8844 
●協力：㈱ブレーン

中村和彦 氏
講師

ウデインS.H.Mタスリム

豊　崎　　　巧

スノハラメリノ  グロリア  ルス

中　川　一　史

吉　葉　正　美

金　崎　一　茂

藤　井　恒　美

菊　田　信　男

インドレストラン　ルミ

中華　匠

HATUN WASI

中川社会保険労務士事務所

エキスパートマネジメント㈱

Felistas

㈲丸藤

㈱リードオフ

レストラン・生鮮食品販売

中華料理　ラーメン

輸入品小売、精肉加工

社会保険、労働保険の相談・手続き

経営指導及び財務管理

イベント業、たい焼き、カレー饅、駄菓子

食品加工

コンビニエンスストア・不動産

小美玉市栗又四ケ2530-18アライキハイムス101

土浦市川口２丁目10-10

かすみがうら市稲吉２丁目17-1川井ビル１Ｆ-103

土浦市神立町2518

つくば市天久保２丁目21-12

土浦市荒川沖東３丁目16-5フェリズ南903

かすみがうら市稲吉南３丁目2-2

土浦市東真鍋7-23

土浦商工会議所セミナー 「協力雇用主」を募集しています！「協力雇用主」を募集しています！
　なぜ、犯罪や非行をした人に就労支援をするのか・・・不思
議に思われるかもしれません。
　犯罪や非行をした人を排除するばかりでは、安全・安心な社
会を実現することはできません。これらの人たちが社会に帰っ
たとき、その更生の決意を支え、立ち直れるよう援助し、健全
な社会の一員とすることが必要です。
　特に職に就き、責任ある社会生活を営むことは、立ち直りに
向けた大きなはじめの一歩になるのです。

「協力雇用主の皆様にお願いしたいこと」
○事業所見学会の受け入れ
　仕事のおもしろさを伝え、就労への意欲を引き出します。
○職場体験講習の受け入れ
　実際に職場環境や業務を体験することにより、就業意欲をつ
けます。
　（講習委託金をお支払いします）５日～１ヶ月程度。
○刑務所出所者等の雇用
　どんな人か心配というときは、短期間の試用（トライアル雇
用）の制度が利用できます。
　試用雇用奨励金を受け取れます。原則として３ヶ月間。
　ハローワーク職員が、雇用主や本人に対し電話等でフォロー
アップをし、相談に応じます。
◆問合せ先：法務省 水戸保護観察所 処遇部門
　　　　　　水戸市北見町1-1　電話 029-221-3916

企業全体の労働者数が101人以上300人以下の事業主については、平成
23年4月1日からは、一般事業主行動計画の策定・届出が義務となりま
す。詳しくは茨城労働局ＨＰをご覧ください。
   http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/index.html

■日　時　平成22年12月8日（水）13：30～15：30
■場　所　茨城労働局（茨城労働総合庁舎）2階会議室
　　　　　水戸市宮町1-8-31
■内　容　1　説明「一般事業主行動計画策定のポイントについて」
　　　　　2　説明「改正育児・介護休業法について」
　　　　　3　個別相談
■申込み　茨城労働局雇用均等室
　　　　　※参加費は無料です。
■問合せ　茨城労働局雇用均等室　TEL 029-224-6288

第3回 TSUKUBA

福祉機器展福祉機器展
12/26日AM10：00～PM4：00
つくばカピオ 入場無料！

見て、触れて、体験する
　　　　　最新福祉機器の世界。

主催　㈱幸和義肢研究所 TEL 029-850-7055

会
場

日
時

「靴と装具のメンテナンス会」開催
楽しいイベントも同時開催！
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