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いわた働く人フォトコンテスト グランプリ作品

「力自慢」

西川 僚

★受賞作品展示のお知らせ
いわた働く人フォトコンテストのグランプリ・準グランプリ作品を
含めた20 作品を下記スケジュールにて展示いたします。ぜひ、
各会場へお越しください。
〈展示期間・場所〉
1月19日㈫〜 29日㈮ ひと・ほんの庭 にこっと
2月 1日㈪〜 15日㈪ 磐田市情報館（ららぽーと磐田館内）

★磐田 CHAMBER NEWS の表紙であなたの会社を PRしませんか？ お問い合わせは…磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261
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新年あけましておめでとうございます。
本年も磐田商工会議所を宜しくお願い致します
2021 新春あいさつ

激動の中に見出す新たな力
つなげよう磐田の光

磐田商工会議所 会頭

株式会社遠州日石 代表取締役社長

鈴木 裕司

新年あけましておめでとうございます。
また、旧年中は、磐田商工会議所の運営にご支援、
ご協力を賜わり、心より御礼申
し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大という近年経験したことのない激動の一年でした。今後も感染拡大、減少を繰り
返す先行きが見通せない状況の中で、経済の循環を回すという綱渡り的な状況が続くものと考えます。
ワクチン開発等明る
いニュースも届く中、各国の感染拡大、特に医療体制に課題が多い新興国・途上国での感染の抑え込み状況等を考える
と、経済への影響は、数年に及ぶものと思います。米中など国家間のリスクや国内の経済を取り巻く課題は、引き続き大きな
懸念事項ではありますが、先ずはコロナ禍での事業に全力投球し、
アフターコロナを見据えた事業展開を進めていきたいと
考えております。
昨年新内閣が発足し、菅首相は、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ
（カーボンニュートラル）にすることを公
表しました。環境を成長の柱とするこの挑戦を日本の新たな成長戦略と位置付け、産業構造・経済社会の発展に繋げ、経
済と環境の好循環を生み出したいとしています。持続可能な開発目標SDGs、
まさに我々中小企業も環境負荷の低減に
しっかり目を向けて、利益の中から構造変革を求められています。
さて、昨年当所事業の「産業振興フェアinいわた」は、第10回目の節目のフェアでしたが、
ガイ
ドブックやホームページ上で
の交流のみとなってしまいました。
また、
「みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市」
といった商業振興事業等も中止を余儀なく
されました。
それぞれの事業再開に向けて、昨年の困難な経験を活かし、
アフターコロナに向かって準備をしてまいります。
非常事態宣言発出時に、飲食店の支援として「#いわたエール飯」
を先進地のご指導をいただき展開しました。結果として
新たな顧客獲得や新事業への展開につながるなど、事業者側も気付きのきっかけになりました。今後もアンテナを高くし、地
域経済の一助になるよう、
なりふり構わず挑戦し実行してまいります。
2021年大河ドラマは、幕末から明治へ時代の大渦に翻弄され挫折を繰り返し、のちに日本資本主義の父と称された渋
沢栄一氏を主人公に「青天を衝け」が放映されます。
この題名は、渋沢氏自身が詠んだ漢詩の一節で、意味は「青空をつ
きさす勢いで肘をまくって登り、白雲を突き抜ける気力で手に唾をして進む」から取られたと聞きます。困難な時代に生き、
500もの企業を育てた偉人にあやかり、今年は気概をもって取り組んでいきたいものです。
磐田商工会議所には、
ヒト、モノ、
カネが集まります。多くの皆様の意見を取り入れて各事業を運営し、活気ある地域とし
ていきます。個と個をつなぎ線に、線と線を絡めて面とし、地域の力の連鎖を生み出していく所存であります。
今までに経験したことのない激動の時代に際し、会頭としての重責に身の引き締まる思いでございます。今年が、明るく新
たな展開へとなるよう舵をとってまいりますので、何卒ご協力賜わりますようお願い申し上げます。地域が一丸となるよう皆で
頑張りましょう。

ドローンによる空撮、
お任せください!!
受付

ドローン撮影による
動画を見ることが
できます。▼

デザイン・印刷・ホームページ・ドローン

株式会社

磐田市岩井2295
TEL.0538-32-9165 FAX.0538-35-3720
ホームページ http://www.taishindo.co.jp

▶︎お問い合わせは 磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264
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商工会議所 Information
いわたの農業を考える会開催報告

毎年2回開催している当会ですが、令和2年には9月と12月に
講師を招き、勉強会を開催させていただきました。9月の開催で
は、㈱カクト・ロコ取締役会長 野末 信子様をお招きし、12月の
開催では、
まごえ農園代表 鈴木 信吾様をお招きし、
ご講演い
ただきました。両日とも講師の方の創業時から現在に至るまでの
取組や苦労した点、今後の展望等、
これからの経営のヒントにな
るような内容を聞くことができ、参加者にとって大変有意義な時
間となったかと思われます。来年度も引き続き活動をしていきま
すのでご参加をお待ちしております。
（次回R3年8月開催予定）

ヤマハ発動機ジュビロ選手へ
磐田市内の特産物を贈りました
12月17日㈭、ヤマハ発動機㈱大久保グラウンドにて、磐田市の
特産品・農産物をヤマハ発動機ジュビロの選手に贈呈しました。
これは、
ラグビー2021トップリーグに向けたヤマハ発動機ジュビロ激
励会として毎年実施しているもので、今回は静岡県温室農協磐
田支所・㈱松下工業・JA遠州中央農協より、
メロンや海老芋・
「必勝」のはちまきを巻いたしっぺいのぬいぐるみなどを贈りました。
激励に対し、ヤマハ発動機ジュビロの堀川隆延監督と大久保
ヘッドコーチは「コロナ禍でみなさんに元気を与えられるよう、優勝
目指して頑張りたい」
と話しました。

《ホームゲーム試合日程》
1月 23日㈯ vs NTTドコモレッドハリケーンズ
2月 6日㈯ vs キャノンイーグルス

青年部会（むすびの会）

会員拡大委員会事業 親睦ゴルフコンペ 開催
12月16日㈬「第1回青年部会親睦ゴルフ大会」が静岡カン
トリー袋井コースで開催されました。今回はコロナ禍での開催と
いうこともあり、飲食を伴う交流会は中止、体調チェックや感染
予防対策も慎重に行いながらの開催となりましたが、天候にも
恵まれ、未加入の方も含め総勢32名が和気あいあいとラウンド
を楽しみました。当日参加できなかった方からも多くの商品提供
をいただき、
ありがとうございました。順位各賞は以下の通り。
〈優 勝〉鈴木信隆（整体隆光。）
〈準優勝〉清水聖也（第一商事㈱）
〈第 3 位〉前田朗良（㈱前田商店）
※敬称略 ※その他各賞は割愛させていただきます

青年部会メンバー募集について
青年部会（むすびの会）では、共に学び共に経験ができるメン
バーを募集しております。現在設立4年目、69名の経営者等が加
入、政策提言委員会・会員拡大委員会・資質向上委員会の3つ
の委員会活動を行っております。見学を含めたオブザーバー参加も
できますので、
ご興味がある方は一度事務局までご連絡ください。
〈お問い合わせ〉磐田商工会議所 事務局（担当：山本）

令和3年度

合同入社式

のご案内

静岡県内の商工会議所では、地域をあげて祝福・激励し、社
会人としての一歩を踏み出していただく機会として「合同入社
式」
を開催いたします。自社で入社式を予定されていない事業
所や、来賓ご列席のもと盛大な入社式を希望される事業所にお
かれましては、ぜひご参加いただきますようご案内いたします。
【日 時】
【場 所】
【参加費】
【内 容】

4月6日㈫ 10：00〜11：00（予定）
しずぎんホール ユーフォニア
無 料
1. 主催者挨拶
2. 来賓祝辞（静岡県知事または副知事）
3. 先輩社員代表 激励の言葉
4. パラリンピック出場選手等によるビデオメッセージ
【申込方法】磐田商工会議所ホームページに記載された申込
用紙に必要事項を記入し、下記期限までに磐
田商工会議所までご提出ください。
【申込締切】2021年2月19日㈮
〈お問い合わせ〉
（一社）静岡県商工会議所連合会 TEL：054-252-8161

浜松いわた信用金庫は
「あなたの夢」を、全力で応援し続けます。



▶︎お問い合わせは  磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264
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中小企業相談所 Information
新規事業に 2/3（最大50万円）
の支援が受けられる

小規模事業者持続化補助金（一般枠）

★新規事業を始めたい…補助金を使ってみよう!
この制度は小規模事業者を対象に、販路拡大のための事業資金を中小企業庁が3分の2（最大50万円）
を補助するもの
です。
これを機に、事業計画を策定して
『新事業』
に挑戦してみませんか?

〈補助率（額）〉

〈手続きの期限〉

50万円を上限に、経費の3分の2を国が補助
※ただし、下記の場合は補助額上限を100万円に引き上げ
①屋内運動施設、バー、
カラオケ、
ライブハウス、接待を伴う飲食店
②「認定市町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた事業者
③法人設立日・開業日が2020年1月1日以降の会社・個人事業主
〈補助事業の例〉

【受付期間】2月5日㈮
※磐田商工会議所には1月29日㈮までにご提出ください。
【実施期間】交付決定から11月30日㈫までの間に事業を
実行することが条件です。
★公募要領・申請書類等は専用ホームページからダウンロード可能です。
小規模事業者持続化補助金

●新たな市場を狙った商品パッケージのリニューアル
●新たな顧客層を取り込むためのホームページ作成や
リニューアル
●店舗のユニバーサルデザイン整備リフォーム
（トイレを洋式へ変更、
スロープの設置等）など

事業をどう進めるのか・申請書類にど
のように記載するか等、補助金申請書
類の作成には 水曜無料経営相談 を
ご活用ください!

〈お問い合わせ〉
日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局 TEL：03-6447-2389

期間限定

テレワーク対応リフォーム補助制度

★新しい生活様式に合わせたリフォームを行う方におすすめです!
静岡県では、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
「 新しい生活用式」の定着を図るため、
既存住宅におけるテレワークを始めとした「新しい生活様式」に対応したリフォーム工事に係る
経費（消費税含む）に対して、
その費用の一部を補助します。
【対象内容】①新たにテレワークスペースを確保する等の住宅のリフォーム工事に対する助成
（※①は必ず実施する必要があります）
②感染予防や家事負担軽減等の「新しい生活様式」
に対応した住宅のリフォーム工事に対する助成
③①又は①及び②のリフォーム工事にしずおか優良木材等を使用した場合の割増補助
【対象住宅】居住者又は居住予定者（工事後、速やかに居住する予定の者も含む）である個人がリフォーム工事を実施する
静岡県の既存住宅
【補助額】 （1）
①テレワーク対応リフォーム・②新たなライフスタイル対応リフォーム 最大35万円/戸
（補助対象工事費用の1/2以内・1,000円未満切り捨て）
（2）
しずおか優良木材等補助加算 使用面積によって加算額変更（ホームページ参照）
【申請窓口】一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター
【受付締切】2月26日㈮必着
《お問い合わせ》静岡県くらし・環境部 建築住宅局 住まいづくり課 TEL：054-221-3084

経営者ご自身の

『現役引退後の生活資金』

をお考えですか?

小規模企業共済は、
「小規模企業経営者のための退職金制度」です
○掛金は全額所得控除の対象です
○掛金は月額1,000円〜70,000円で自由に設定!
加入後の変更もOK!
○退職・廃業時に受け取り可能!
満期、満額はありません
《詳細・お問い合わせは…》
磐田商工会議所 中小企業相談所
TEL：0538-32-2261

無担保･無保証･低金利
10万円から申込みOK!!

マル経融資制度をご利用ください
マル経融資は、磐田商工会議所が推薦して
日本政策金融公庫から融資を実行していただく
国の公的融資制度です。
●利率（金利固定）1.21%

（令和2年11月2日現在）

●融資限度額

2,000 万円以内

※お申込みから融資実行まで3週間前後を要します。
※決算内容によりご希望に沿えない場合もございます。
※コロナ枠もございます。詳しくはお問い合わせください。

▶︎お問い合わせは 磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264
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中小企業相談所 Information
いわた雇用奨励金のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大の影響下における市内中小
企業等の人材確保を支援するため、磐田市民を新たに正社
員として雇用した事業主に対して奨励金を支給します。
【申請期限】雇入れの日から1か月以内又は令和3年3月15日まで
【対象期間】令和2年10月1日から令和3年3月15日までの期間に
磐田市民を新たに正社員として雇用した事業主
【奨励金等の支給額】
▶中小企業事業主················· 対象労働者1人あたり20万円
▶介護サービス提供事業主 ·····対象労働者1人あたり20万円
（介護対象労働者に5万円）
【奨励金の支給対象事業主の要件】
①中小企業事業主又は介護サービス提供事業主であること
②市内に事業所を有すること
③雇用保険適用事業所の事業主であること
④対象労働者の雇入れ日の前日から過去6か月の間に事業主
の都合により従業員を解雇していないこと
⑤市税の滞納がないこと
⑥対象労働者を3か月以上雇用する見込みがあること
〈お問い合わせ〉磐田市産業部経済観光課 TEL：0538-37-4819

オンライン経営
窓口のご案内
磐田商工会議所では、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止に考慮しながら、事業を継続していかなけれ
ばならない事業者の皆様に、オフィスやご自宅にて経営相談を受ける
ことができる
「オンライン経営相談サービス」
をスタートいたしました。
▶ご準備いただくもの（下記のいずれかが必要）
・パソコン・スマートフォン・タブレット端末 など
▶お申込みは、磐田商工会議所 中小企業相談所までお問い
合わせください。

会員事業所完全予約制 現在受付中!

決算確定申告無料個別相談会
申告提出期間は2月1日㈪〜3月15日㈪まで!
税理士による個人事業者の所得税・消費税に関する確定申告
無料個別相談会を開催いたします。お早めの予約をお勧めします。

【開催日】

令和3年 2月1日㈪〜
早めの
3月15日㈪
対応を！
9：00〜16：00
（12：00〜13：00昼休憩）
【会 場】 磐田商工会議所 1階事務所
【必要書類】①決算書・確定申告書、②帳簿
③保険料控除等証明書、④印鑑
⑤昨年の決算書及び申告書の控え
【納期限】 所得税：3月15日㈪
消費税地方消費税：3月31日㈬
【その他】 ・集計作業、書類記入は行っておりません。
・期限に近くなるにつれて混雑が予想されます。
早めのご予約をおすすめいたします。

磐田市食品衛生協会よりお知らせ

固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、中小事業
者等の固定資産税・都市計画税を軽減します。
◆対象者〈軽減率〉
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
上記事業者等（個人・法人）で2020年2〜10月の任意の連
続する3カ月の事業収入合計が下記に当てはまる場合。
（1）前年同期比▲30%以上50%未満の場合〈1/2軽減〉
（2）前年同期比▲50%以上の場合〈全額免除〉
◆軽減対象
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
◆申告期限 令和3年1月末
◆申告方法 ①中小事業者等であることの確認
②事業収入の減少の確認
③特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認
〈お問い合わせ〉磐田市市税課家屋グループ・土地グループ
TEL：0538-37-4809

｛

衛生管理を
「見える化」
しましょう

〜HACCPが2020年6月より日本でも飲食店を含む全食品関連事業者に義務化されました〜
?衛生管理を「見える化」するって、どうしたらいいの?
1）衛生管理計画を作成しましょう
現在取り組んでいる衛生管理と、
メニューに応じた衛生管理の注意点（冷蔵
する、加熱する）
を明確にしましょう
2）衛生管理計画を実行しましょう
3）衛生管理計画実行を確認し、記録しましょう

なんとなくわかるけど…
難しそう…

大丈夫です!

食品衛生協会では、会員の皆さんに
「衛生管理計画・記録表」を配布して
※HACCPは2020年6月から飲食店なども含む全食品関連事業者に義務化が開始され、
います♪ぜひご活用ください!
1年の猶予を経て2021年6月から完全義務化されます。



▶︎お問い合わせは  磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264
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磐田税務署からのお知らせ①

磐田税務署からのお知らせ②

税務署の確定申告会場は

税務署での面接相談は、
事前に予約をお願いします!!

福田中央交流センター
変わります!!

に

例年、磐田市民文化会館で行っていた磐田税務署の確定
申告会場は、本年より
「福田中央交流センター」に場所が変更
いたしましたので、
ご注意ください。
【開設期間】2月16日㈫〜3月15日㈪（土日祝日除く）
【会 場】 磐田市福田中央交流センター（磐田市福田1587-1）
【その他】 ・申告会場への入場は「入場整理券」が必要と
なります。
・当該期間中は、税務署での申告書の作成指導
は行っていません。
・申告会場へ来場の際は、マスク着用など感染症
対策へのご協力をお願いします。
〈お問い合わせ〉磐田税務署 個人課税部門
TEL：0538-32-6111

PETがん検診 受診支援キャンペーン

コロナ禍における定期受診・健康管理のサポートとして、各コー
スに1つずつ検査を追加いたします。
ご受診の際は活用ください。
（会議所会員は下記金額より4,500円割引!）
①総合コース…150,000円（税込）
PET検査に複数の画像診断や血液検査などを組み合わせた
総合がん検診
②総合コース＋抗加齢オプション…180,000円（税込）
総合コースに動脈硬化など、加齢に伴う疾患リスクを把握するた
めの検査を加えたコース
③総合コース＋脳オプション…220,000円（税込）
総合コースに脳PET検査を含む脳ドックを追加し、がんに加え、
脳卒中や認知症を対象としたコース
《お問い合わせ》一般財団法人浜松光医学財団 浜松PET診断センター
TEL：0120-584-722
▶詳細は同封チラシをご覧ください。

磐田CHAMBER NEWSの表紙で
貴社を紹介しませんか?
磐田商工会議所の会報紙『磐田 CHAMBER
NEWS』の表紙ページで貴社をPRしませんか? 自店
の魅力を発信するチャンス! この機会に当所会報を
ご活用ください!

資料を持参しての相談や、申告に関することなど、税務署で
の面接相談を希望される場合は、お待たせしないように事前
に相談日時等の予約をお願いしています。
【予約方法】①税務署に電話
②自動音声案内で
「2」
を選択
③「相談予約をしたい」旨を伝える
※予約の際は氏名・住所・相談内容等をお伺いします。
※予約状況により、希望相談日時に添えない場合がございます。

▶税務署に行かなくても電話で相談ができます
法令等の解釈・適用についてのご相談や手続き案内など、
一般的なご相談は「電話相談センター」
をご利用ください。
【電話相談】①税務署に電話
②自動音声案内で
「1」
を選択
③電話相談センターに繋がります
〈お問い合わせ〉磐田税務署 TEL：0538-32-6111

地元の優良企業を知るチャンス!!

いわた・ふくろい就職フェア 参加学生募集
学生と地域企業とのマッチングを目的に、下記日程にて「いわた・
ふくろい就職フェア」
を開催いたします。
【開催日】 2月26日㈮ 13：00〜17：00
【会 場】 アミューズ豊田 メインアリーナ
【対 象】 ①大学・短大・専門学校生等（2022年3月以降卒業予定）
②既卒者（卒業後3年以内）
③中途求職者（概ね45歳未満）
【参加企業】静岡県西部地域の50社
【参加方法】専用サイ
トより事前予約が必要です。
★フェア当日、以下に該当する方の来場は見合わせるようご協力
をお願いいたします。
・体調がよくない場合（例：発熱、咳、味覚症状など）
・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触が
ある場合
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と
されている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触が
ある場合
・県外からの移動を伴う参加の場合

いわた・ふくろい就職フェア

検索

磐田スタンプ定期預金証書 交換終了のお知らせ
日頃より、磐田スタンプをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、長きにわたりご愛顧いただきました「台紙15枚で浜松磐田信用金庫・静岡銀行3,000円6カ月定期
預金証書」への交換は2021年3月31日をもって終了させていただくこととなりました。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただき、今後は、磐田スタンプ加盟店でのお買い物や
招待旅行等にご利用いただければ幸いです。
今後とも「磐田スタンプ」をよろしくお願い申し上げます。

見本
見

本

定期預金証書交換終了日 2021年3月31日（水）
〈お問い合わせ〉磐田スタンプサービス店会（磐田商工会議所内） TEL.0538-32-2261

▶︎お問い合わせは 磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264
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専門家による

定例無料相談!!
2月

3月

金融相談①（13：00 〜 15：00）

相談内容

10
㈬

10
㈬

金融相談②（10：00 〜 12：00）

22
㈪

22
㈪

―

18
㈭

特許商標等相談（13：30 〜 15：00）

―

10
㈬

記帳指導・税務相談（13：00 〜 16：00）
東海税理士会磐田支部 所属税理士

10
㈬

11
㈭

9

9
㈫

日本政策金融公庫 浜松支店 国民生活事業
静岡県信用保証協会 浜松支店

法律相談（13：00 〜 16：00）
石塚 尚 弁護士

山本 健男 弁理士

事業承継相談（9：00 〜 16：00）

鈴木 秀俊ブロックコーディネーター（中小企業診断士） ㈫

労務相談（13：00 〜 15：00）

磐田商工会議所会員 社会保険労務士

17
㈬

―

経営よろず相談（静岡県よろず支援拠点 コーディネーター）

❶ 販路開拓・ブランティング・営業戦略
毎月第 1 木曜日

❷ IT 活用・現場改善・生産性向上
隔月第 2 水曜日

4
㈭

4
㈭

―

10
㈬

※相談時間は1事業所30分までとさせていただきます。
経営不振を打開したい! 健全経営を確立したい!

経営安定特別相談室
《随時開催中!》

お子さまの教育資金を

国の教育ローンがサポート!
日本政策金融公庫からお知らせ
「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、各
種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さまを
お持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。
【ご融資額】
【金 利】

お子さま1人につき350万円以内
年1.68%
※母子家庭の方などは年1.26%
【ご返済期間】 15年以内
※母子家庭の方などは18年以内
【お使いみち】 入学金、授業料、教科書代
アパート･マンションの敷金･家賃 等
【保 証】
（公財）教育資金融資保証基金
（※連帯保証人による保証も可能）
《お問い合わせ》
教育ローンコールセンター
0570-008656（ナビダイヤル）
または（03）5321-8656
★「国の教育ローン」で検索
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日商簿記検定
ネット試験方式 施行開始
2020年11月号でお伝えした日商簿記検定試験の2・3級の
ネット試験方式（CBT方式）
による試験実施について、2020年
11月30日より申込が開始され、12月14日㈪より各級の施行が
開始されました。

日商簿記検定 ネット試験方式（※CBT試験）
【受験資格】どなたでも受講可能
【試験会場】限定会場にて実施
各会場ごとのスケジュールはテストセンター空室照
会のホームページを参照
【申込方法】インターネット受付のみ。申込日より3日目以降
（例：10日申込の場合13日以降）の予約が可能
【受験票】 受験票の発送はありません。予約完了時の確認
メールにて試験日程・会場のご案内、注意事項
を明記します。
【結果発表】即日判定。試験終了後にスコアレポートが配布さ
れ、合格者のみスコアレポート内のQRコードから
デジタル合格証が取得可能
〈お問い合わせ・詳細〉
受験サポートセンター TEL：03-5209-0553

商工会議所の検定試験

検索

第87回リテールマーケティング（販売士）検定
申込受付について
2月17日施行の第87回リテールマーケティング
（販売士）検定
は新型コロナウイルス感染予防のため、下記の通り申込受付に
制限をさせていただきます。詳細は、磐田商工会議所ホーム
ページをご覧ください。
●申込方法：インターネット受付のみ
●申込期間：1月15日㈮〜22日㈮
●受付時間：各日9：00〜17：00
●各級定員制 ※先着順
●浜松市および磐田市在住の方のみ

会員事業所限定サービス

チラシ同封サービスのご案内
あなたの会社の商品・テイクアウトメニューなどを
「磐田CHAMBER NEWS」と同封して配布いたします!
隔月発行の当所会報『磐田CHAMBER NEWS』に、お店
のチラシやパンフレットを同封してPRしませんか? 会員事業所・
行政関係・他地域会議所・関連団体など、約1,400件に向け
て発送しております。
使い方はアイディア次第☆ぜひ、
ご活用ください!
【料 金】 A4・B5サイズ…10,000円（税別）
【詳 細】 奇数月隔月15日発行
【申込方法】申込書に必要事項を記入の上、お申込みください。
後日、同封するチラシ1,400部を発行月の前月末
（3月号の場合は、2月末）
までに納品ください。

▶︎お問い合わせは  磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264
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創作天ぷらと寿司がおすすめ

すし天やまだ

3月開催に係る出店者募集のお知らせ
本年3月14日㈰、約1年ぶりとなる
「みんなで軽トラ市 いわ
た☆駅前楽市」
を開催いたします。当日は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、出店台数を削減してスペースを広く確
保し、消毒・検温を徹底して開催させていただきます。
※開催基準や感染対策については磐田商工会議所ホームぺージに
掲載しております。
※感染状況によっては中止とさせていただく場合がございます。

【開催日】 3月14日㈰ 9：00〜12：00
【開催場所】JR磐田駅前商店街 ジュビロード
【出店台数】52台
【出店条件】・静岡県内の出店者様に限ります。
・食べ歩きができる食べ物は販売できません。
【申込締切】2月1日㈪
【詳 細】
磐田商工会議所ホームページ参照

auPAY × 磐田市商店会連盟

Pontaポイント
プレゼントキャンペーン
磐田市商店会連盟では、auPAYとコラボして下記キャン
ペーンを行います。商店街で買い物をしてPontaポイントを
ゲットしよう♪
【キャンペーン内容】
キャンペーン期間中に対象店舗にて、auPAY
で税込500円以上お買い上げいただいた方
の中から抽選で100名様に2,000円分の
Pontaポイントをプレゼント。
【対象店舗】
右記のキャンペーンステッカーが
貼ってあるお店
【キャンペーン期間】

2021年2月1日〜2月28日

★auPAY加盟店の募集も受け付けております。
KDDI正規業務委託先 ㈱ウィルオブワークの担当者が皆様
の店舗へご説明に伺います。
〈お問い合わせ〉
㈱ウィルオブワーク
（吉岡）TEL：070-7590-4135
磐田市商店会連盟（磐田商工会議所内）TEL：0538-32-2261

磐田市小島、住宅街にある すし天やまだ は、令和2年5月オープ
ンの創作和食居酒屋。長年地元で愛されてきた 三幸寿し 閉店後
に、息子である代表が店舗を引き継ぐ形でオープンしました。人気商
品は創作天ぷら。他店にはないオリジナルの変わり種が多く好評で
す。他には、季節毎で旬の魚を楽しむことができ、寿司でも味わうこと
ができます。今の季節は天然ぶり。脂がのっておすすめとのことです。
テイクアウト商品の取り扱いも豊富。一部店内メニューもお持ち帰り
可能。
コロナ対策も万全で、皆さんのお越しをお待ちしております。

すし天やまだ
磐田市小島779
☎0538-32-5359
【営業時間】17：00〜22：00
【定休日】 月曜日
（月1回連休有）
【駐車場】 25台

2020全国そろばんコンクール
磐田地区大会を開催しました
全国そろばんコンクールは、珠算技能の普及・向上に資するた
め毎年開催しております。今回の大会での成績優秀者は、令和3
年4月に行われる静岡県大会への磐田地区代表選手となります。
【実施日】 令和2年12月19日㈯
【実施場所】磐田商工会議所
《優秀賞》
小学2年生以下の部
小学3年生の部
小学4年生の部
小学5年生の部
小学6年生の部
中学生の部
高校・一般の部

藤ヶ谷 吏碧 （磐田南小）
竹谷 昇馬 （袋井北小）
辻
佑唯 （豊田南小）
原田 茜梨 （青城小）
髙梨 朱里 （青城小）
荒井
菫 （磐田第一中）
武田 かのん （磐田南高）

珠算検定試験 1級満点合格★
第220回珠算能力検定（令和2年
10月25日施行）にて、1級満点合格と
なりました。

原田 茜梨 さん

磐田市立青城小学校5年生（たかなし珠算教室所属）

おめでとうございます。
今後も珠算を続けてくださいね。

磐田商工会議所の各会議・イベント等で企業 PRを希望される方は、下記までご連絡ください。
▶︎お問い合わせは 磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264

