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4月からお花の定期便「サブスク

フラワー」を始めます！ 毎週、みずき

flowerおススメのお花をセレクトし

てお届けします。ご自宅用やお客

様とのコミュニケーションツールとし

て、ぜひお花をご利用ください。

詳しくはお問い合わせください。

お花の定期便

「サブスクフラワー
」

はじめます！

みずきflower design shop「みずきflower design shop」は、磐田病院の南東、向笠地域ののどか
な茶畑風景の中にある、親子二代で営む創業19年の花屋。“お花を愛でる
暮らし”を提案し、お客様の花を贈る想いを形にすることを大切にしています。

店内ではカラフルな季節の花 や々フラワーギフトが並び、フラワーアレンジ
メントのレッスンを受けることもできます。昨年末、持続化補助金を活用して店
舗をリニューアル。鮮やかな青い扉が目印です。本年1月から開始した、木・
金・土曜日に花束を販売する「Weekend Bouquet（ウィークエンドブー
ケ）」が大変好評! ご家族、お友達、大切な方へプレゼントしてみてはいか
がでしょうか?

（Instagramアカウント：mizuki_flower_1212）〈お問い合わせ〉磐田市向笠竹之内1212  TEL：0538-38-1675

★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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商工会議所 Information商工会議所 Information

LINE公式アカウントセミナー開催LINE公式アカウントセミナー開催

2021 明治安田生命
J2リーグ 第5節

ジュビロの選手が  　　　　でやってきたリモート

1 4月21日㈫ 総会

2 6月23日㈫ 私の商工会議所青年部活動（政策委員会活動）について
講師：安井  孝浩 氏（浜松商工会議所青年部元政策委員会委員長） 政策提言委員会

3 8月25日㈫ アフターコロナ/攻めの地方都市戦略
講師：株式会社リージョン・スタディーズ  代表取締役  白坂  隆之介 氏 資質向上委員会

4 9月15日㈫ こんちゅうクンの昆虫マネジメント ～虫の生き方から学ぶ経営戦略～
講師：北野  伸雄 氏（こんちゅうクン） 会員拡大委員会

5 10月20日㈫ 成功する人・しない人 ～コロナ時代の婚活とビジネス～
講師：Sweet Partners スウィートパートナーズ  代表  鈴木  崇之 氏 資質向上委員会

6 12月16日㈬ 会員拡大及び親睦ゴルフコンペ 会員拡大委員会
7 3月16日㈫（予定） 私たちが行う政策提言委員会活動について ／ 令和2年度政策提言発表 政策提言委員会

感染拡大防止のために、オール磐田でコロナ対策を続けましょう!!

2月24日㈬、3月4日㈭に会員事業所を対象に『基本機
能だけでできるLINE公式アカウントセミナー』を開催いたし
ました。新型コロナウイルス感染対策もあり、今回は全編オ
ンラインでの実施となりました。参加者からは「自社サービス
に早速取り入れてみる」・「無料のツールでこれだけ使える
のは便利」など好評を得ました。

1月14日㈭、スポンサー企業交流の一環として、ジュビロ磐
田の山本義道選手（38・DF）、吉長真優選手（27・FW）とオ
ンラインでお話させていただきました。例年、直接訪問いただい
ていましたが、新型コロナウイルス感染防止の為、本年はリ
モートでの交流会という形になりました。山本選手からは「今年
こそJ1復帰に全力を尽くしたい」、吉長選手は「皆さんの声援
を受けて頑張りたい」とお話いただきました。両選手の活躍に
期待して、みんなでジュビロ磐田を応援しましょう!

3月27日㈯  VSレノファ山口FC
14：00キックオフ（エコパタジアム）

山本義道選手・吉長真優選手

令和2年度  青年部会（むすびの会）事業報告

【事業内容】 （1）会員相互の親睦と研鑽のための事業
 （2）その他青年部会の目的を達成するために必要な事業
【会 員 数】 79名  

本青年部会は、磐田地域に縁のある若手経営者等がつながり、課題や感謝の気持ちを共有
し、互いの人間力を高め合い、つながることで豊かな地域づくりに貢献することを目的としています。

★『むすびの会』では随時メンバーを募集しております。
【開催日時】 偶数月  第3火曜日18：30～（予定）
【加入資格】 原則50歳まで、会社経営者・中間管理職者・個人事業主
【年会費】 10,000円

〈お問い合わせ〉
青年部会事務局（担当：山本・廣岡）
TEL：0538-32-2261

【令和2年度開催内容】

安心安全な生活への早期回復を願い、今後もコロナ対策を実施いたします。
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

を防ぐため、以下の予防策を実施しています。
⬅
紫外線殺菌装置「エアディフェン
ダー」（マスダテクノ）を設置し、
空間除菌を実施。

⬅
事務所内に二酸化炭素濃度計を
設置。会議の際は会場に持ち出し
計測。（1,500ppm以下が基準）

会館入口に非接触型体温計を設
置。入館する際には必ず計測。➡

令和3年4月より、市内中小企業等が感染防止策として物品
購入または設備改修した費用に対する磐田市の補助制度が
予定されています（マスク・消毒液等消耗品は除く）。
令和2年度追加補正予算成立が前提であり、詳細は令和3
年3月末に磐田市ホームページにて発表予定。

《来館者の皆さまへ以下をお願いしております。》

▼下記の方のご入館をお断りしております。
・37.5℃以上の発熱をされている方
・体調がすぐれない方　・マスクを着用されていない方
※職員もマスク着用にて対応させていただきます。

❶来館時の検温（玄関設置の非接触型体温計での検温）
❷マスクの着用
❸手指消毒
❹来館者記録簿への氏名記入

第4回企業懇話会開催

新春会員賀詞交歓会  開催
磐田商工会議所では2月25日㈭に令和2年度第4回企業

懇話会を開催しました。今回はコロナ禍ということもあり、会場
とZOOMのハイブリット型のセミナー形式で開催をさせていた
だきました。

会場には20名、ZOOMでは100名が参加し、多くの方々に
参加をしていただき、自動車業界の今後の動向や、自社の独自
技術を生かした経営戦略等の話を聞くことができ、今後の経営
に役立つ情報を聞くことができたのではないかと思われます。

今後も、オンラインを活用した情報発信に力を入れていきま
すので、多くの方のご参加をお待ちしております。

令和3年新春会員賀詞交歓会が、去る1月12日㈫、磐田グラ
ンドホテルにおいて約70名の参加で開催されました。本年はコロ
ナ禍での開催ということで、参加人数の制限やソーシャルディス
タンスでの配席等、コロナ対策を徹底して開催いたしました。

鈴木裕司会頭は「新型コロナウイルスの影響長期化での
経済への打撃や、アフターコロナを見据えた事業展開に向け、
こんな時だからこそ皆の力を合わせ、地域を盛り上げていきた
い」と挨拶しました。一日も早いコロナ収束と経済の回復を
願って、本年は磐田市のお茶で作られた「いわた茶缶」での
乾杯が行われました。

㈱スズキ  髙柴常務㈱スズキ  髙柴常務 ㈱松下工業  松下専務㈱松下工業  松下専務
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▶︎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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ドローンによる空撮、
お任せください!!

株式会社

デザイン・印刷・ホームページ・ドローン

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

ドローン撮影による
動画を見ることが
できます。▼

受付
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中小企業相談所 Information 中小企業相談所 Information

「つくる」と「買う」をつなげます

新型コロナウイルス関連
販売促進プロジェクト

新型コロナウイルス関連
販売促進プロジェクト

新型コロナウイルス関連
販売促進プロジェクト

小規模事業者持続化補助金（一般枠）小規模事業者持続化補助金（一般枠）
水曜無料個別相談会のご案内

確定申告期限が延長されました確定申告期限が延長されました

電子申請にはGビズIDが必要です

補助金の申請を検討されている事業所の皆さま

令和3年度の主な補助金  公募スケジュール

磐田商工会議所では、会員事業所が製造しているコロナ対
策製品を、飲食店をはじめとした接客を伴う店舗向けにカタログ
としてまとめて斡旋、「つくる」と「買う」を繋げる『販売促進プロ
ジェクト』を実施いたします。本プロジェクトでは、事業所様より製
品情報を集めてカタログ化、会員事業所の皆様に斡旋する予定
です。新型コロナウイルス感染対策製品情報を募集いたします。

令和3年度から公募が開始される各種補助金の概要に
関する説明会を下記日程にて開催いたします。申請を検討
している方はぜひご参加ください。
【日　時】 ※全て同じ内容となります。
 ①3月30日㈫10：00～11：30、②13：30～15：00
 ③4月  8日㈭10：00～11：30、④13：30～15：00
【場　所】 磐田商工会議所  201号室
【定　員】 各回10名程度
【参加料】 会員：1,000円、非会員：3,000円
【内　容】 ・事業再構築補助金  ・ものづくり補助金
 ・持続化補助金  ・経営力向上事業費補助金
【講　師】 中小企業診断士  西畑  隆久 氏
 ※Zoom参加も可能。
磐田商工会議所ホームページよりお申込みください。

～事業再構築補助金の概要説明と対策～

【内  容】
新型コロナウイルス感染対策に関する製品で自社製造のもの

（例：紫外線殺菌装置、マスク、パーテーション  等）
【申込方法】
磐田商工会議所ホームページ内専用フォームより、お申込みください。
【掲載料金】 無  料
〈お問い合わせ〉
磐田商工会議所  中小企業相談所  ☎0538-32-2261

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言
の期間が令和2年分所得税の確定申告期間（令和3年2月15日
～3月15日）と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確
定申告会場の混雑回避徹底を図る観点から、申告所得税（及び
復興特別所得税）、贈与税及び個人事業主の消費税（及び地方
消費税）の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年
4月15日㈭まで延長することが発表されました。

国税庁では、申告会場に行かなくてもスマー
トフォン・パソコン等で申告ができる「e-Tax」を
積極的に活用するよう勧めています。

期限延長が発表されましたが、早めの対応
をお勧めいたします。

▶電子申請のメリット
①24時間365日、いつでも申請可能
②移動時間や交通費、郵送費のコスト削減
③過去に申請した情報の入力を省略可能、押印不要

▶お問い合わせ
・「GビズID」ヘルプデスク  TEL：06-6225-7877
・「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口  jgrants@meti.go.jp

※GビズIDは申請から取得まで2～3週間を要します。
早めのご準備をお勧めします。

インターネットで補助金等の申請手続きが出来る電子申請シ
ステム「Jグランツ」。今後、補助金申請には必須となりますの
で、この機会にぜひご登録ください。

補助金申請の手続きには、電子申請システム
「Jグランツ」をご利用ください。

経済産業省所管各種補助金説明会

所得税・贈与税・個人事業主の消費税

4月15日㈭まで

新規事業に 2/3（最大50万円）の支援が受けられる

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?

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「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
②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
【送付締切】 6月4日㈮ 当日消印有効
【実施期間】 交付決定から2022年3月31日㈭までの間に事

業を実行することが条件です。
★公募要領・申請書類等はホームページからダウンロード可能
〈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

●新たな市場を狙った商品パッケージのリニューアル
●店舗のユニバーサルデザイン整備リフォーム
　（洋式トイレへの変更、スロープの設置等）など

〈補助事業の例〉

〈補助率（額）〉

補助金申請などにご利用ください。時節柄、完全予約制とさ
せていただきますので、事前にご予約いただいてからお越しくだ
さいますよう、ご協力お願いいたします。
【開催日程】 毎週水曜日（祝日除く）
【開催時間】 日程によって異なりますのでお電話にてご確認ください。
【開催場所】 磐田商工会議所  2階会議室
【相談内容】 補助金申請・資金繰り・その他経営の悩み  等
【定 員】 各日3名（1事業所1時間）
【相談員】 当所会員中小企業診断士・税理士
【申込方法】 磐田商工会議所にTELにてお申込み

令和3年度よりミラサポ専門家派遣は、「中小企業119専門
家派遣」に変わります。※事業サイトは近日公開予定。
●新規事業に向けて専門家の意見が聞きたい
●補助金申請書の書き方を教えてほしい
●親の代から会社を承継するのに不安…
★詳細は事業サイトをご覧ください。

ミラサポ専門家派遣は、
「中小企業119専門家派遣」に変わります

❶ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金        

〈補助上限〉 一般型：1,000万円
 グローバル展開型：3,000万円
〈補 助 率〉 通常枠：中小企業1/2、小規模事業者2/3
          低感染リスク型ビジネス枠：2/3
【公募スケジュール】 5月13日㈭  17：00 

◆通常枠 〈補助下限上限〉 A類型：30万円～150万円未満
  B類型：150万円～450万円以下
 〈補  助  率〉 1/2以内
◆低感染リスク型 〈補助下限上限〉 C-1類型：30万円～300万円未満
　ビジネス枠  C-2類型：300万円～450万円以下
               D類型   ：30万円～150万円以下
 〈補  助  率〉 2/3以内
【公募スケジュール】 3月下旬頃申請開始（予定）

中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

❷小規模事業者持続化補助金

◆通常枠
〈補助率〉2/3　〈補助額〉上限50万円
【公募スケジュール】 6月4日㈮  当日消印有効
◆低感染リスク型ビジネス枠  
〈補助率〉3/4　〈補助額〉上限100万円 
【公募スケジュール】 令和3年3月公募開始予定 

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道
な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援する
ため、それに要する経費の一部を補助するものです。

❹事業再構築補助金

◆通常枠 中小企業… 〈補助率〉2/3  〈補助額〉100万円～6,000万円
 中堅企業… 〈補助率〉1/2（4,000万円以上は1/3）
           〈補助額〉100万円～8,000万円
【公募スケジュール】 近日発表（2021.03.05現在）

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の思い
切った新たな挑戦を支援します。

各種補助金の最新情報は“中小企業向け補助金・総合支援サイト 
ミラサポプラス”をご確認ください。

❸IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合っ
たITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務
効率化・売上アップをサポートする補助金です。

中小企業119

Jグランツ

小規模事業者持続化補助金

※非対面
　ツール必須

※令和3年度は10月、
　令和4年2月に実施予定

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3年3月1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。

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

○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

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

経営者ご自身の
『現役引退後の生活資金』

をお考えですか?

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。

（4）発行日��令和3年3月15日 CHAMBER NEWS  No.596

▶︎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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「つくる」と「買う」をつなげます

新型コロナウイルス関連
販売促進プロジェクト

新型コロナウイルス関連
販売促進プロジェクト

新型コロナウイルス関連
販売促進プロジェクト

小規模事業者持続化補助金（一般枠）小規模事業者持続化補助金（一般枠）
水曜無料個別相談会のご案内

確定申告期限が延長されました確定申告期限が延長されました

電子申請にはGビズIDが必要です

補助金の申請を検討されている事業所の皆さま

令和3年度の主な補助金  公募スケジュール

磐田商工会議所では、会員事業所が製造しているコロナ対
策製品を、飲食店をはじめとした接客を伴う店舗向けにカタログ
としてまとめて斡旋、「つくる」と「買う」を繋げる『販売促進プロ
ジェクト』を実施いたします。本プロジェクトでは、事業所様より製
品情報を集めてカタログ化、会員事業所の皆様に斡旋する予定
です。新型コロナウイルス感染対策製品情報を募集いたします。

令和3年度から公募が開始される各種補助金の概要に
関する説明会を下記日程にて開催いたします。申請を検討
している方はぜひご参加ください。
【日　時】 ※全て同じ内容となります。
 ①3月30日㈫10：00～11：30、②13：30～15：00
 ③4月  8日㈭10：00～11：30、④13：30～15：00
【場　所】 磐田商工会議所  201号室
【定　員】 各回10名程度
【参加料】 会員：1,000円、非会員：3,000円
【内　容】 ・事業再構築補助金  ・ものづくり補助金
 ・持続化補助金  ・経営力向上事業費補助金
【講　師】 中小企業診断士  西畑  隆久 氏
 ※Zoom参加も可能。
磐田商工会議所ホームページよりお申込みください。

～事業再構築補助金の概要説明と対策～

【内  容】
新型コロナウイルス感染対策に関する製品で自社製造のもの

（例：紫外線殺菌装置、マスク、パーテーション  等）
【申込方法】
磐田商工会議所ホームページ内専用フォームより、お申込みください。
【掲載料金】 無  料
〈お問い合わせ〉
磐田商工会議所  中小企業相談所  ☎0538-32-2261

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言
の期間が令和2年分所得税の確定申告期間（令和3年2月15日
～3月15日）と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確
定申告会場の混雑回避徹底を図る観点から、申告所得税（及び
復興特別所得税）、贈与税及び個人事業主の消費税（及び地方
消費税）の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年
4月15日㈭まで延長することが発表されました。

国税庁では、申告会場に行かなくてもスマー
トフォン・パソコン等で申告ができる「e-Tax」を
積極的に活用するよう勧めています。

期限延長が発表されましたが、早めの対応
をお勧めいたします。

▶電子申請のメリット
①24時間365日、いつでも申請可能
②移動時間や交通費、郵送費のコスト削減
③過去に申請した情報の入力を省略可能、押印不要

▶お問い合わせ
・「GビズID」ヘルプデスク  TEL：06-6225-7877
・「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口  jgrants@meti.go.jp

※GビズIDは申請から取得まで2～3週間を要します。
早めのご準備をお勧めします。

インターネットで補助金等の申請手続きが出来る電子申請シ
ステム「Jグランツ」。今後、補助金申請には必須となりますの
で、この機会にぜひご登録ください。

補助金申請の手続きには、電子申請システム
「Jグランツ」をご利用ください。

経済産業省所管各種補助金説明会

所得税・贈与税・個人事業主の消費税

4月15日㈭まで

新規事業に 2/3（最大50万円）の支援が受けられる

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?

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「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
②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
【送付締切】 6月4日㈮ 当日消印有効
【実施期間】 交付決定から2022年3月31日㈭までの間に事

業を実行することが条件です。
★公募要領・申請書類等はホームページからダウンロード可能
〈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

●新たな市場を狙った商品パッケージのリニューアル
●店舗のユニバーサルデザイン整備リフォーム
　（洋式トイレへの変更、スロープの設置等）など

〈補助事業の例〉

〈補助率（額）〉

補助金申請などにご利用ください。時節柄、完全予約制とさ
せていただきますので、事前にご予約いただいてからお越しくだ
さいますよう、ご協力お願いいたします。
【開催日程】 毎週水曜日（祝日除く）
【開催時間】 日程によって異なりますのでお電話にてご確認ください。
【開催場所】 磐田商工会議所  2階会議室
【相談内容】 補助金申請・資金繰り・その他経営の悩み  等
【定 員】 各日3名（1事業所1時間）
【相談員】 当所会員中小企業診断士・税理士
【申込方法】 磐田商工会議所にTELにてお申込み

令和3年度よりミラサポ専門家派遣は、「中小企業119専門
家派遣」に変わります。※事業サイトは近日公開予定。
●新規事業に向けて専門家の意見が聞きたい
●補助金申請書の書き方を教えてほしい
●親の代から会社を承継するのに不安…
★詳細は事業サイトをご覧ください。

ミラサポ専門家派遣は、
「中小企業119専門家派遣」に変わります

❶ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金        

〈補助上限〉 一般型：1,000万円
 グローバル展開型：3,000万円
〈補 助 率〉 通常枠：中小企業1/2、小規模事業者2/3
          低感染リスク型ビジネス枠：2/3
【公募スケジュール】 5月13日㈭  17：00 

◆通常枠 〈補助下限上限〉 A類型：30万円～150万円未満
  B類型：150万円～450万円以下
 〈補  助  率〉 1/2以内
◆低感染リスク型 〈補助下限上限〉 C-1類型：30万円～300万円未満
　ビジネス枠  C-2類型：300万円～450万円以下
               D類型   ：30万円～150万円以下
 〈補  助  率〉 2/3以内
【公募スケジュール】 3月下旬頃申請開始（予定）

中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

❷小規模事業者持続化補助金

◆通常枠
〈補助率〉2/3　〈補助額〉上限50万円
【公募スケジュール】 6月4日㈮  当日消印有効
◆低感染リスク型ビジネス枠  
〈補助率〉3/4　〈補助額〉上限100万円 
【公募スケジュール】 令和3年3月公募開始予定 

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道
な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援する
ため、それに要する経費の一部を補助するものです。

❹事業再構築補助金

◆通常枠 中小企業… 〈補助率〉2/3  〈補助額〉100万円～6,000万円
 中堅企業… 〈補助率〉1/2（4,000万円以上は1/3）
           〈補助額〉100万円～8,000万円
【公募スケジュール】 近日発表（2021.03.05現在）

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の思い
切った新たな挑戦を支援します。

各種補助金の最新情報は“中小企業向け補助金・総合支援サイト 
ミラサポプラス”をご確認ください。

❸IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合っ
たITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務
効率化・売上アップをサポートする補助金です。

中小企業119

Jグランツ

小規模事業者持続化補助金

※非対面
　ツール必須

※令和3年度は10月、
　令和4年2月に実施予定

～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」しましょう衛生管理を「見える化」しましょう磐田市食品衛生協会よりお知らせ

※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、
1年の猶予を経て2021年6月から完全義務化されます。

?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
います♪ぜひご活用ください!

CHAMBER NEWS  No.596 � 発行日��令和3年3月15日（5）

� ▶︎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!!定例無料相談!!
相談内容 4月 5月

金融相談①（13：00～15：00）
日本政策金融公庫  浜松支店  国民生活事業

12
㈪

10
㈪

金融相談②（10：00～12：00）
静岡県信用保証協会  浜松支店

20
㈫

20
㈭

法律相談（13：00～16：00）
石塚 尚  弁護士

― 20
㈭

特許商標等相談（13：30～15：00）
山本 健男  弁理士

14
㈬

12
㈬

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

― ―

労務相談（13：00～15：00）
磐田商工会議所会員  社会保険労務士

21
㈬ ―

売上向上相談（13：00～16：00）
磐田商工会議所会員  経営コンサルタント

9
㈮

14
㈮

会員事業所限定サービス

新入社員向け
WEBセミナーのご案内

新入社員向け
WEBセミナーのご案内

定例個別相談に新しく売上向上相談が加わりました

対面でのセミナー中止に伴う 東京2020オリンピック・パラリンピック開催に合わせて

2021年の祝日が移動します

2021年の祝日移動について 検索

7/19㈪
⬇

7/22㈭
海の日

10/11㈪
⬇

7/23㈮
スポーツの日

8/11㈬
⬇

8/8㈰
山の日

いわた・ふくろい
WEB企業説明会開催

1 4月21日㈫ 総会

2 6月23日㈫ 私の商工会議所青年部活動（政策委員会活動）について
講師：安井  孝浩 氏（浜松商工会議所青年部元政策委員会委員長） 政策提言委員会

3 8月25日㈫ アフターコロナ/攻めの地方都市戦略
講師：株式会社リージョン・スタディーズ  代表取締役  白坂  隆之介 氏 資質向上委員会

4 9月15日㈫ こんちゅうクンの昆虫マネジメント ～虫の生き方から学ぶ経営戦略～
講師：北野  伸雄 氏（こんちゅうクン） 会員拡大委員会

5 10月20日㈫ 成功する人・しない人 ～コロナ時代の婚活とビジネス～
講師：Sweet Partners スウィートパートナーズ  代表  鈴木  崇之 氏 資質向上委員会

6 12月16日㈬ 会員拡大及び親睦ゴルフコンペ 会員拡大委員会
7 3月16日㈫（予定） 私たちが行う政策提言委員会活動について ／ 令和2年度政策提言発表 政策提言委員会

施行日 受付期間
6月13日㈰ 4月26日㈪～4月30日㈮
11月21日㈰ 10月5日㈫～10月12日㈫
令和4年2月27日㈰ 令和4年1月12日㈬～1月19日㈬

コロナ対策のため、
各相談事前予約をお願いします。

※相談時間は1事業所30分までとさせていただきます。

労働保険年度更新のお知らせ
労働保険事務組合では、2021年5月上旬（予定）から労働

保険の年度更新を実施いたします。

2月26日㈮に「いわた・ふくろいWEB企業説明会」を開催し
ました。当フェアは毎回対面形式で開催をしておりましたが、コ
ロナ禍ということもあり、今回は、オンライン会議ツール「リモカン
ファレンス」を使用したWEB説明会方式で開催しました。

当日は100名以上の学生が参加し、磐田市・袋井市を中心
とした出展企業の説明を熱心に聞いていました。中にはオンラ
イン上の休憩スペースにおいても、企業と学生の交流が見ら
れ、オンライン開催により
交流しやすくなったのでは
ないかと感じました。

今後も対面形式、オン
ライン形式のどちらでも開
催をし、コロナ禍において
も雇用のミスマッチを解消
できるようにしていきます。

専用サイトで様々な種類のセミナーを無料で閲覧することが
できる磐田商工会議所会員事業所限定サービスです。

例年開催している「新入社員向けビジ
ネスマナーセミナー」ですが、本年は新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止
とさせていただきます。代替事業とし
てWEBセミナーをご案内いたします。

▶WEBセミナーとは?

▶WEBセミナーはどうやって観るの?

▶新入社員向けメニューの一例

●お好みの動画コンテンツがクリックひとつで視聴可能!
●インターネットがあればいつでもどこでも利用可能!
●500本以上の多彩なコンテンツが無料で見放題!

❶磐田商工会議所ホームページ内にある“WEBセミナー”の
バナー広告をクリック

❷サービス案内画面より緑色のボタンをクリック
❸WEBセミナーTOP画面より赤色のボタンをクリック
❹以下の専用ログインIDとパスワードを入力

●これだけは知っておきたいビジネスマナーシリーズ（全4回）
●電話応対マナー（全2回）
●新入社員向けビジネスマナー          他

❺視聴したい動画コンテンツを選択して受講スタート!

■必要書類（予めご準備頂きたい物）
　従業員様の賃金総支給額が確認できる書類
■建設業で元請工事がある方

受注金額、工事の開始日・終了日工事現場の住所等が確認
できる書類

※2020年に事業場の名称・住所・代表者が変更になった事業
所で手続きを行っていない法人の方は「登記簿謄本の写し」
を個人の方は「変更箇所の分かる請求書」や「営業許可証」
も合わせてご準備ください。

〈お問い合わせ〉 労働保険事務組合（磐田商工会議所内）
 TEL：0538-32-2261

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、下記の通り申込方法
を変更します。受験を予定されている皆様には大変ご迷惑をおか
けしますが、何卒ご理解ご協力のほどお願いいたします。

《受付方法》 ネット受付のみ  ※先着順
《制      限》 磐田市内在住の方のみ・各級定員制
※簿記検定はネット試験でも受験可能です。

磐田の宝物“ジュビロ磐田”に勇気を
与え、サポーター同士の合言葉となるよう
な応援キャッチフレーズをご応募ください。

◆応募方法
　①QRコードから応募
　②持参、郵送による応募
◆応募詳細
　磐田商工会議所ホームページを参照
〈お問い合わせ〉 ジュビロ磐田ホームタウン推進協議会
（磐田商工会議所内）  TEL：0538-32-2261

➡ 詳細は磐田商工会議所ホームページをご覧ください。

令和3年4月1日より

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象となり、店頭
の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのよう
な表示媒体でも対象となります。

消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入を
する際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分か
るようにし、価格の比較も容易にできるよう、 総額表示義務は
平成16年4月より実施されているものです。

・10,780円 ・10,780円（税込）
・10,780円（うち税980円） ・10,780円（税抜価格9,800円）
・10,780円（税抜価格9,800円、税980円）
・9,800円（税込10,780円）

・9,800円（税抜）
・9,800円（本体価格）
・9,800円＋税

（※例：税込価格10,780円（税率10%）の商品）
◆総額表示に《該当する》価格表示の例

◆総額表示に《該当しない》価格表示の例

税込価格の表示（総額表示）が
必要になります!

チラシ同封サービスのご案内

日商簿記検定 令和3年度スケジュール

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!

新型コロナウイルス感染症に係る

令和3年2月28日までの期限が
4月30日まで延長されました。

雇用調整助成金の特例措置を
4月30日まで延長します

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!

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀
なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の
雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。

〈お問い合わせ〉
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金
コールセンター  TEL：0120-60-3999

【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
（4月号の場合は、3月末）までに納品ください。

ジュビロ磐田応援キャッチフレーズ募集

〈日  程〉 毎月第2金曜日
〈時  間〉 13：00～16：00
〈対応専門家〉 磐田商工会議所会員  経営コンサルタント

当所で毎月行っている定例個別相談ですが、この度、補助金
申請や販路開拓、SNS活用等の相談を受けることができる『売上
向上相談』が新しく追加されました。この
機会にぜひ、ご活用ください。

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催期間中、特に開会
式と閉会式が行われる日は多くの大会関係者が移動するため、道
路や鉄道の大幅な混雑が見込まれます。そこで、アスリート・観客
等の円滑な輸送と、経済活動・市民生活の共存を図るため、「海
の日」「スポーツの日」「山の日」をそれぞれ上記のように移動しま
す。そのため、オリンピックの開会式が行われる7月23日前後とオリ
ンピックの閉会式が行われる8月8日前後が連休となります。なお、
従来の祝日にあたる日は平日になります。

▶その他詳細は下記をご覧ください。

税込価格が明瞭
に表示されてい
れば、消費税額
や税抜価格を併
せて表示すること
も可能

〈ログインID〉 k0329   〈パスワード〉 2261

熱い
メッセージを
チームに
届けよう!!

▲開催の様子

〈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

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。

定期預金証書交換終了日  2021年3月31日（水）

磐田スタンプ定期預金証書  交換終了のお知らせ
見本見本見本見本

（6）発行日��令和3年3月15日 CHAMBER NEWS  No.596

▶︎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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移動完了後、
P2左端と
P5左端を
入れ替え



専門家による

定例無料相談!!定例無料相談!!
相談内容 4月 5月

金融相談①（13：00～15：00）
日本政策金融公庫  浜松支店  国民生活事業

12
㈪

10
㈪

金融相談②（10：00～12：00）
静岡県信用保証協会  浜松支店

20
㈫

20
㈭

法律相談（13：00～16：00）
石塚 尚  弁護士

― 20
㈭

特許商標等相談（13：30～15：00）
山本 健男  弁理士

14
㈬

12
㈬

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

― ―

労務相談（13：00～15：00）
磐田商工会議所会員  社会保険労務士

21
㈬ ―

売上向上相談（13：00～16：00）
磐田商工会議所会員  経営コンサルタント

9
㈮

14
㈮

会員事業所限定サービス

新入社員向け
WEBセミナーのご案内

新入社員向け
WEBセミナーのご案内

定例個別相談に新しく売上向上相談が加わりました

対面でのセミナー中止に伴う 東京2020オリンピック・パラリンピック開催に合わせて

2021年の祝日が移動します

2021年の祝日移動について 検索

7/19㈪
⬇

7/22㈭
海の日

10/11㈪
⬇

7/23㈮
スポーツの日

8/11㈬
⬇

8/8㈰
山の日

いわた・ふくろい
WEB企業説明会開催

1 4月21日㈫ 総会

2 6月23日㈫ 私の商工会議所青年部活動（政策委員会活動）について
講師：安井  孝浩 氏（浜松商工会議所青年部元政策委員会委員長） 政策提言委員会

3 8月25日㈫ アフターコロナ/攻めの地方都市戦略
講師：株式会社リージョン・スタディーズ  代表取締役  白坂  隆之介 氏 資質向上委員会

4 9月15日㈫ こんちゅうクンの昆虫マネジメント ～虫の生き方から学ぶ経営戦略～
講師：北野  伸雄 氏（こんちゅうクン） 会員拡大委員会

5 10月20日㈫ 成功する人・しない人 ～コロナ時代の婚活とビジネス～
講師：Sweet Partners スウィートパートナーズ  代表  鈴木  崇之 氏 資質向上委員会

6 12月16日㈬ 会員拡大及び親睦ゴルフコンペ 会員拡大委員会
7 3月16日㈫（予定） 私たちが行う政策提言委員会活動について ／ 令和2年度政策提言発表 政策提言委員会

施行日 受付期間
6月13日㈰ 4月26日㈪～4月30日㈮
11月21日㈰ 10月5日㈫～10月12日㈫
令和4年2月27日㈰ 令和4年1月12日㈬～1月19日㈬

コロナ対策のため、
各相談事前予約をお願いします。

※相談時間は1事業所30分までとさせていただきます。

労働保険年度更新のお知らせ
労働保険事務組合では、2021年5月上旬（予定）から労働

保険の年度更新を実施いたします。

2月26日㈮に「いわた・ふくろいWEB企業説明会」を開催し
ました。当フェアは毎回対面形式で開催をしておりましたが、コ
ロナ禍ということもあり、今回は、オンライン会議ツール「リモカン
ファレンス」を使用したWEB説明会方式で開催しました。

当日は100名以上の学生が参加し、磐田市・袋井市を中心
とした出展企業の説明を熱心に聞いていました。中にはオンラ
イン上の休憩スペースにおいても、企業と学生の交流が見ら
れ、オンライン開催により
交流しやすくなったのでは
ないかと感じました。

今後も対面形式、オン
ライン形式のどちらでも開
催をし、コロナ禍において
も雇用のミスマッチを解消
できるようにしていきます。

専用サイトで様々な種類のセミナーを無料で閲覧することが
できる磐田商工会議所会員事業所限定サービスです。

例年開催している「新入社員向けビジ
ネスマナーセミナー」ですが、本年は新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止
とさせていただきます。代替事業とし
てWEBセミナーをご案内いたします。

▶WEBセミナーとは?

▶WEBセミナーはどうやって観るの?

▶新入社員向けメニューの一例

●お好みの動画コンテンツがクリックひとつで視聴可能!
●インターネットがあればいつでもどこでも利用可能!
●500本以上の多彩なコンテンツが無料で見放題!

❶磐田商工会議所ホームページ内にある“WEBセミナー”の
バナー広告をクリック

❷サービス案内画面より緑色のボタンをクリック
❸WEBセミナーTOP画面より赤色のボタンをクリック
❹以下の専用ログインIDとパスワードを入力

●これだけは知っておきたいビジネスマナーシリーズ（全4回）
●電話応対マナー（全2回）
●新入社員向けビジネスマナー          他

❺視聴したい動画コンテンツを選択して受講スタート!

■必要書類（予めご準備頂きたい物）
　従業員様の賃金総支給額が確認できる書類
■建設業で元請工事がある方

受注金額、工事の開始日・終了日工事現場の住所等が確認
できる書類

※2020年に事業場の名称・住所・代表者が変更になった事業
所で手続きを行っていない法人の方は「登記簿謄本の写し」
を個人の方は「変更箇所の分かる請求書」や「営業許可証」
も合わせてご準備ください。

〈お問い合わせ〉 労働保険事務組合（磐田商工会議所内）
 TEL：0538-32-2261

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、下記の通り申込方法
を変更します。受験を予定されている皆様には大変ご迷惑をおか
けしますが、何卒ご理解ご協力のほどお願いいたします。

《受付方法》 ネット受付のみ  ※先着順
《制      限》 磐田市内在住の方のみ・各級定員制
※簿記検定はネット試験でも受験可能です。

磐田の宝物“ジュビロ磐田”に勇気を
与え、サポーター同士の合言葉となるよう
な応援キャッチフレーズをご応募ください。

◆応募方法
　①QRコードから応募
　②持参、郵送による応募
◆応募詳細
　磐田商工会議所ホームページを参照
〈お問い合わせ〉 ジュビロ磐田ホームタウン推進協議会
（磐田商工会議所内）  TEL：0538-32-2261

➡ 詳細は磐田商工会議所ホームページをご覧ください。

令和3年4月1日より

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象となり、店頭
の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのよう
な表示媒体でも対象となります。

消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入を
する際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分か
るようにし、価格の比較も容易にできるよう、 総額表示義務は
平成16年4月より実施されているものです。

・10,780円 ・10,780円（税込）
・10,780円（うち税980円） ・10,780円（税抜価格9,800円）
・10,780円（税抜価格9,800円、税980円）
・9,800円（税込10,780円）

・9,800円（税抜）
・9,800円（本体価格）
・9,800円＋税

（※例：税込価格10,780円（税率10%）の商品）
◆総額表示に《該当する》価格表示の例

◆総額表示に《該当しない》価格表示の例

税込価格の表示（総額表示）が
必要になります!

チラシ同封サービスのご案内

日商簿記検定 令和3年度スケジュール

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!

新型コロナウイルス感染症に係る

令和3年2月28日までの期限が
4月30日まで延長されました。

雇用調整助成金の特例措置を
4月30日まで延長します

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!

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀
なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の
雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。

〈お問い合わせ〉
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金
コールセンター  TEL：0120-60-3999

【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
（4月号の場合は、3月末）までに納品ください。

ジュビロ磐田応援キャッチフレーズ募集

〈日  程〉 毎月第2金曜日
〈時  間〉 13：00～16：00
〈対応専門家〉 磐田商工会議所会員  経営コンサルタント

当所で毎月行っている定例個別相談ですが、この度、補助金
申請や販路開拓、SNS活用等の相談を受けることができる『売上
向上相談』が新しく追加されました。この
機会にぜひ、ご活用ください。

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催期間中、特に開会
式と閉会式が行われる日は多くの大会関係者が移動するため、道
路や鉄道の大幅な混雑が見込まれます。そこで、アスリート・観客
等の円滑な輸送と、経済活動・市民生活の共存を図るため、「海
の日」「スポーツの日」「山の日」をそれぞれ上記のように移動しま
す。そのため、オリンピックの開会式が行われる7月23日前後とオリ
ンピックの閉会式が行われる8月8日前後が連休となります。なお、
従来の祝日にあたる日は平日になります。

▶その他詳細は下記をご覧ください。

税込価格が明瞭
に表示されてい
れば、消費税額
や税抜価格を併
せて表示すること
も可能

〈ログインID〉 k0329   〈パスワード〉 2261

熱い
メッセージを
チームに
届けよう!!

▲開催の様子
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ふじのくに静岡県GoToEatキャンペーン

使用期限延長について使用期限延長について

オンライン
ブース設備

回 日　程 申込期間
静岡県におけるGo To Eatキャンペーンにつきまして、この度、食

事券の使用期限及び販売期限を延長することといたしました。なお、
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、現在静岡県では、食事券の
新規発行の一時停止及び既に発行済みの食事券の利用自粛の呼
びかけを行っておりますので、引き続き御協力をお願いいたします。

磐田商工会議所では、オンライン会議やオンラインセミナー
で使うことができる“オンラインブース”の貸出を行っておりま
す。ぜひご活用ください。

※要事前予約    ※会場使用料別途必要
➡ 詳細は磐田商工会議所ホームページをご参照ください。

・50インチモニター ・Wi-Fi
・Webカメラ ・スピーカー　等

❶有効期限延長に伴う再発行（刷り直し）は行いませんので、お手
元の既存食事券を誤って破棄してしまわないようご注意ください。

❷食事券には有効期限『令和3年3月31日』との記載がございま
すが、6月末まで利用ができます。

〈お問い合わせ〉
ふじのくに静岡県GoToEat事務局  TEL：0570-00-5223

磐田市中泉、JR磐田駅から徒歩4分の場所にある“辰味家”
は、平成11年にオープンした地産地消と地酒にこだわる居酒屋。
地元・磐田の契約農家から直接仕入れ、新鮮でシャキシャキの
地場野菜を使った四季折々の料理を提供しています。

昨年、大将の長年の夢でもあった餃子の商品化を実現。地元
野菜を使った冷凍手作り餃子の販売を始めました。味は遠州焼
き餃子・爆裂にんにく餃子・熱狂しょうが餃子の3シリーズ。臭い
が気になる方はたくあんが入った遠州焼き餃子。塩こしょうで食べ
るのが大将のおすすめ! 冷凍餃子は辰味家店頭・スーパー5か
所でもお買い求め頂けます。ぜひご賞味ください。

辰味家
磐田市中泉1丁目8-8
☎ 0538-33-0388
【営業時間】 17：30～24：00
【定休日】 日曜日
 （不定休あり）
【駐車場】 8台

3種の冷凍餃子の販売開始!

呑み食い処辰味家

※注意事項※

◆食事券の使用期限
　当初：令和3年3月31日㈬まで
　➡ 変更後：令和3年6月30日㈬まで延長
◆新規食事券の販売期間
　当初：令和3年1月31日㈰まで
　➡ 変更後：販売再開後から最大2か月間延長
　例）3月1日より再開 → 最大4月30日まで延長

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!

磐田商工会議所のホームページが本年1月に
リニューアルされました。補助金や専門家派遣など
の経営に関する情報、検定やイベントなどの地域
の情報を掲載していきます。ぜひ、ご活用ください!

磐田CHAMBER NEWSの表紙で
貴社を紹介しませんか?

磐田商工会議所のホームページが
リニューアルされました!!

オンラインブースをご利用くださいオンラインブースをご利用ください
全会議室対応可能!全会議室対応可能!

2020年1年間お休みを頂きました『みんなで軽トラ市 いわ
た☆駅前楽市』、次年度は以下スケジュールで開催いたしま
す。令和3年度もJR磐田駅前活性化のために楽しいイベント
を企画してまいりますので、ぜひご来場ください♪

※新型コロナ感染状況によっては中止する場合もございます。

 42 2021年5月9日㈰ 2021年3月16日㈫～4月5日㈪
 43 9月12日㈰        7月5日㈪～8月2日㈪
 44 12月12日㈰        10月4日㈪～11月1日㈪
 45 2022年3月13日㈰ 2022年1月5日㈬～2月7日㈪

年間開催スケジュール
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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、
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スマートフォンや
タブレットでも

見やすくなりました！
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