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前島電気工事

株式会社

昭和 10 年創業
の『前島電気工
事株式会社』
施設、建物等の
は、一般住宅や
電気工事を手
公共
掛けています。私
可欠な電気。
たちの生活に必
その電気を、環
要
不
境
やニーズに合わ
できるよう施工す
せ、皆様の元に
るのが私たちの
お
届
け
仕事です。前島
で86 年間、地域
電気工事は、
の『あかり』や『
ここ磐田
産業』
を見守って参り
地域の快適な環
ました。
境づくり・発展に
こ
れからも
貢献してまいりま
事は、信頼と実
す。電気設備工
績の前島電気
事の
工事へご相談く
ださい。
〈お問い合わせ
〉磐田市中泉 24
43-3 TEL：05
38-34-2521

★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
磐田市 新市長からのメッセージ

未来へ向け価値を創造し
「安心できるまち、人が集まる磐田市」へ
本年4月24日より、磐田市長を拝命いたしました。市議会6
月定例会も終了し、改めて市政を担う重責を感じつつ、持ち
前のフットワークを武器に日々の公務に臨んでおります。
さて、現在のコロナ禍においても産業の振興、発展は、本
市の持続可能な未来に必要不可欠です。本市では、
ワク
チン接種等の感染予防対策に全力で取り組みながら、独
自の支援として、事業所・店舗等の感染防止対策に係る
経費の一部を補助する感染症防止対策事業費補助金等
を実施しており、今後も状況に応じて臨機応変に対応して
いきます。
また、10年後の未来へ向け、
まずは製造業、特に裾野が
広い輸送機器産業について、新しい技術に対する研究や事
業継承の機会を官民で創出していきたいと考えています。

磐田市長

草地 博昭

そのほかにも、
「スタートアッ
プ」を応援する仕組みづくりに
力を入 れていくほか、情 報 収
集と関係人口を増やしていくた
め、首都圏に拠点を作ることや
D Xなど最 新のテクノロジーを
学ぶ場づくりも検討したいと思います。
これらの取り組みは、市単独でできるものではなく、貴所及
び会員事業所の皆様を始めとする関係機関と連携しながら
「新たな価値」
を創造することが必要であり、産業の面からも、
私が理想とする
「安心できるまち、人が集まる磐田市」
を目指
してまいりますので、
ご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

（仮称）磐田産業振興会館整備事業
磐田商工会議所では、豊かな地域づくりと更なる地域産業
振興を図るための活動拠点として、半世紀にわたり商工業の核
として立地し、市内外に周知された現在地に（仮称）磐田産業
振興会館の建設を計画しています。
〈建物概要〉
延床面積：おおむね1,000㎡程度
エントランスホール/会議室/事務所フロア/テナントフロアー等
総事業費：3億7千万円
〈整備予定・スケジュール〉
令和3年度：用地測量、設計業者選定（競技方式）
令和4年度：実施設計、建築確認手続き
令和5年度：建設工事
令和6年度：完成

令和3年度

第2回 専務理事・事務局長会議開催
5月28日㈮、令和3年度第2回専務理事・事務局長会議が
開催されました。県内全商工会議所専務理事、県商工会議所
連合会専務理事19名が参加、今回は磐田商工会議所を主
幹事として、連絡会議と新磐田スマートICの現場視察を行いま
した。新磐田スマートICは、7月17日㈯ 15：00に開通します。
連絡会議内では、県商工会議所連合会の令和2年度事業
上告及び収支決算についての報告と、静岡県から本商工会議
所に向けて経営革新推進賞の表彰状が授与されました。

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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商工会議所 Information
東京2020オリンピック聖火リレー

令和3年度 第1回 企業懇話会を
開催しました

6月23日㈬、磐田市見付西
光寺付近を鈴木裕司磐田商工
会議所会頭が約200m走行しま
した。沿道に集まった観客から
の声援と拍手に、鈴木会頭は
笑顔で手を振って応えました。
静岡県の聖火リレーは6月23日
㈬に湖西市を出発、
ゴール地点
の富 士 宮 市まで 3日間 実 施さ
れ、磐田市では約2,000mを10名によって聖火を繋ぎました。

5月24日㈪に令和3年度第1回目となる企業懇話会を開催
いたしました。話題の「カーボンニュートラルへの対応」
をテー
マとし、ヤマハ発動機㈱
丸山取締役と、ASTI㈱
原取締役より講演をい
ただきました。当日は会場
も他にZoomを使用した
リモート発信も行い、112
名の参加をいただきまし
た。各社の商品開発の
方向性や、生産活動で
の取り組みを紹介いた
だきました。今後も具体
的な取り組み事例や手
法等を紹介していきたい
と思います。

鈴木裕司会頭 磐田市内聖火ランナーで走行!!

★磐田市出身! 水谷隼選手・伊藤美誠選手 試合日程
7/26㈪ 混合ダブルス3位決定戦、混合ダブルス決勝
7/29㈭ 女子シングルス3位決定戦、女子シングルス決勝
8/5㈭ 女子団体3位決定戦、女子団体決勝
8/6㈮ 男子団体3位決定戦、男子団体決勝

産業用ロボットの活用で製造現場はどう変わるか？

次世代産業プロジェクト 工場見学実施
磐田商工会議所
では、当地域の意欲
的なモノづくり企業が
有する優れた技術ノ
ウハウ等を応用して、
「次世代産業」への
進出を支援すること
を目的として、 次世
代産業プロジェクト
を令和3年4月より開
始しました 。本 プロ
ジェクトの「次世代産
業」
とは、
ロボット・AI・IoT、デジタル化、先端素材、航空・宇
宙、環境・エネルギー、健康・医療・食・スポーツの分野を指
し、当面は ロボット・AI・IoT をテーマとし、将来的には当地
域の経済基盤を支える新たな産業へと成長させていくことを目
標としています。
当プロジェクト運営企画委員会では6月9日㈬、現場視察と
して株式会社松下工業・株式会社タニコーの工場見学を行
いました。今後も先進事例視察や技術講習会など、
ロボット導
入に係る各種支援を行ってまいります。

ドローンによる空撮、
お任せください!!

ドローン撮影による
動画を見ることが
できます。▼

◆企業懇話会とは…
地元大企業にグローバルな業界情報や企業情報を開示願
い、中小企業の事業展開に活かすべく、話題となっている事
項をテーマに年6回講演会を実施。現在会員数は88企業。

磐田市雇用創造事業

生産性向上支援訓練のご案内
★品質管理基本（品質の基礎知識）
品質管理の考え方を理解し、QC7つ道具を使って課題への
対処ができる品質管理の基本研修を行います。
◆QC7つ道具とは…
仕事のプロセスから得られる品質特性データを解析し、
問題解決を行うために活用する手法
〈開催日時〉 9月15日㈬・10月13日㈬
〈会 場〉 磐田商工会議所 会議室
〈受 講 料〉 全2回セット3,000円/名
〈内 容〉 品質管理の考え方・QC7つの道具
〈定 員〉 20名（先着）
〈申込方法〉磐田商工会議所HP専用申込フォームより
お申し込みください

受付

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
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中小企業相談所 Information

重要

インボイス制度が始まると何が変わる？！

令和３年10月１日よりインボイス制度登録申請開始！

令和5年10月１日より インボイス制度 の導入が予定されており、本年10月1日から
「適格請求書発行事業者」の登録申
請受付が始まります。制度が始まると何が変わるのか、早めにチェックしておきましょう。
◆インボイスとは?
現行の請求書に下記内容を新たに追加記載した請求書
等のこと。
（←左絵の赤字部分）
❶請求書発行事業者の登録番号
❷商品ごとの適用税率
発行事業者の登録番号
❸税率ごとに区分した
は税務署へ登録申請した
消費税額
後、交付されます。

★インボイス制度で変わること

①課税事業者はインボイスに記載された税額しか仕入税額控除に算入できません。
②課税事業者と取引がある場合、
インボイスの発行を求められます。請求書の様式を
変更する必要があります。
（取引先に確認する必要があります）
③適格請求書発行事業者の登録を行った場合、売上が1千万未満でも消費税申告
をしなければなりません。

◆インボイス制度とは?
正式名称は「適格請求書等保存方式」。
取引先（課税事業者）がインボイスを求められた場合に
はインボイスの交付が必要となり、取引先側もこのインボ
イスの保存等が義務付けられます。

個別相談会のお知らせ
自分は対象事業者なのか? 登録した方が良いのか? など、
インボイス制度に関する個別相談会を開催いたします。
〈日 時〉9月13日㈪・9月28日㈫ 両日とも13：00〜17：00
〈会 場〉磐田商工会議所 会議室
参加料 無料
〈相談員〉当所会員税理士
〈申込方法〉当所ホームページよりチラシをダウンロード、
FAXでお申込みください。

事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金

まるわかりセミナー
「事業再構築補助金」
とは、ポストコロナ・ウィズコロナの時
代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い
切った事業再構築を支援することで、
日本経済の構造転換を
促すことを目的とする補助金です。本セミナーでは申請・活用
できる条件の確認とともに、必要な手続きや準備の方法を解
説します。
【日 時】
【場 所】
【参加料】
【内 容】

8月2日㈪ 10：00〜12：00
磐田商工会議所 会議室
会員：1,000円、非会員：5,000円
・補助金の概要と条件
・補助金を受けるための手続きと準備
・補助金採択を考慮した経営計画書の作り方
・補助金申請と審査のポイント

太田 敬治 氏（中小企業診断士）
株式会社エイチ・エーエル 取締役副代表
【その他】 Zoom参加可能
【申込方法】磐田商工会議所ホームページよりお申込みください。
【講

師】

経営革新推進賞 受賞
静岡県では、中小企業者の経営革新の取組を推進するた
めに、平成20年度から毎年度、経営革新計画の作成を支援
する県内商工団体のうち、支援実績が顕著であった団体・個
人に対して、経営革新推進賞の表彰を行っています。
このたび、団体賞として磐田商工会議所も推進賞を受賞し、
5月28日㈮に静岡県経済産業部商工業局経営支援課長より
表彰状を授与いただきました。磐田商工会議所は、承認に
至った令和2年度年間の経営革新計画作成支援件数が前
年度よりも増加し、当所経営指導員の人数以上の件数だった
ため、授与基準を満たし、受賞いたしました。

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3年7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。

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

磐田商工会議所 会報

会議所ニュース No.598



発行日  令和 3 年 7月15日（5）

中小企業相談所 Information
7月26日締切! 新しい事業を始めるチャンス!

小規模企業経営力向上事業費補助金
静岡県内の小規模事業者を対象に、
「新たな需要の開拓」
または「生産性の向上」
を目指して行う、工夫・改善による新た
な取り組みに係る経費を助成します。
〈補助対象事業例〉
● 新たな顧客層取込みを狙い、チラシを作成・配布
● 集客力を高めるための店舗改装
（幅広い年齢層の集客を図るため、店舗をユニバーサルデザイン化）

● ITを活用した広報や業務効率化（ネット販売システム構築）
〈手続きの期限〉
【公募期間】7月26日㈪

磐田市 販売力強化補助金
市内事業者の皆さまの新製品・新サービス開発及び販路開拓
への取り組みに対し、予算の範囲内で経費の一部を補助します。
〈補助対象となる事業〉
（1）新製品・新サービス開発（採択制）
一般消費者向け新商品・新サービスの開発に係る費用
補助率：1/3 補助上限額：100万円
〈公募スケジュール〉7月1日㈭〜8月13日㈮
（2）販路開拓（常時受付）
展示会や商談会等への出店に係る費用
補助率：1/3 補助上限額：国内10万円、国外30万円
〈補助事業例〉

※磐田商工会議所へ7月20日㈫までにご提出ください。

【スケジュール】交付決定後から事業を開始、令和4年1月10日
までに事業を終了させてください。
詳しい公募要領・申請書類等は、
補助金専用ホームページでダウンロード可能
経営力向上事業費補助金

補助金を積極的
活用しよう!

●製造技術を応用した一般消費者向け商品の開発
●衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業
への転換
●国内外の展示会等への出展、WEB商談会の参加
●既存商品・サービスへの専門家による助言・指導 など
〈お問い合わせ〉
磐田市産業部産業政策課 TEL：0538-37-4904

当所経営支援員による支援、並びに
専門家派遣制度の活用により、多くの
補助金が採択されました。

《補助金採択事例》
【テーマ】店内外観及び内観のリニューアルによる店舗のイメージアップ
【効 果】店舗内観と外観をリニューアル（レイアウト変更、商品棚・備品等購入）することで、店舗
のイメージアップに繋がり、新規顧客の獲得と売上拡大に寄与することができました。

その他、採択を受けた
テーマ一例

◯ホームページリニューアル（動画）及びチラシ作成による顧客開拓と販路拡大事業
◯地域特産品を活用した新商品開発とテイクアウト事業への参入
◯3Dプリンタの導入による受注拡大事業

国・県・市から多くの補助金が公募されています。
しかし、補助金は助成金や給付金と異なり、自社の経営計画（書）の策
定と実行が必須となります。補助金は、単にモノを購入する制度ではないため、経営改善や新商品開発・新サービスの提供、
創意工夫等、複合的に事業を実施することで、商品・サービスの価値向上や差別化・競争力向上他が見込まれることが求め
られますが、近年は、事業者の持続的な発展が図られるような提案が採択されている傾向にあります。事業者の皆様方が持
続的な発展が図られ、ひいては採択に近づけるよう、当所としても伴走型支援を行っていきたいと考えております。販路開拓や
集客等を検討する際に、
どの補助金が利用できそうなのか等、何でも結構ですので、お気軽にご相談ください。
また、専門家による助言は「専門家派遣事業」、
「経営なんでも相談会」
をご利用ください。
〈お問い合わせ〉中小企業相談所 TEL：0538-32-2261

磐田市食品衛生協会よりお知らせ

食の安全のために食品衛生法が改正されました
★HACCAPに沿った衛生管理を制度化
★「営業許可制度」の見直しと
「営業届出制度」の創設
★商品等の「リコール情報」の
報告を義務化


（令和3年6月1日施行）

詳細はこちら⇒

▶︎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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WEBセミナー 会員事業所限定サービス
利用できる講義数が増えました!!

ふじのくに
安全・安心認証制度

★WEBセミナーとは?

お客様へ安心と信頼を
アピールしよう!

●お好みの動画コンテンツがクリックひとつで視聴可能
●いつでもどこでも、
ネット環境があればご利用可能
●500本以上の多彩なコンテンツが無料で見放題!
毎月新たなコンテンツを随時更新

この制度は、県内飲食店で実施する新型コロナウイルス感染症
予防対策について、静岡県が実施状況を確認し、認証すること
で、お客様に安心と信頼を提供することを目的としています。

★WEBセミナーどうやって観るの?

◆認証の流れ
申請内容の
確認

現地確認の
日程調整

申請内容の
現地調査

①磐田商工会議所ホームページ内
WEBセミナー バナー広告をクリック
②サービス案内画面より緑色のボタンをクリック
③WEBセミナーTOP画面より赤色のボタンをクリック
④専用ログインIDとパスワードを入力
〈ログインID〉k0329 〈パスワード〉2261

認証マークの
交付

◆認証ポイント
①来店者の感染症予防
②従業員の感染症予防
③施設・設備の衛生管理の徹底 ④チェックリストの作成・公表
⑤新型コロナウイルス感染症患者発生に備えた対処方針
⑥接待を伴う飲食店における感染症予防対策
⑦カラオケの歌唱を伴う場における感染症予防対策

⑤視聴したい動画コンテンツを選択する

会員事業所限定サービス

◆申請手続き
・電子申請 → 右記QRコードよりアクセス
・書面申請 → 郵送にて提出

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!

◆お問い合わせ
ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度事務局
TEL：0570-020-112（対応時間 平日8：30〜17：15）

奇数月発行の当所会報『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
（9月号の場合は、8月末）
までに納品ください。

磐田市立第一中学校
地域探究学習で来所
4月27日㈫、磐田市立第一中学校2年5・6組の皆さんが『地域
探究学習』で磐田商工会議所を訪れました。磐田の産業、税金
の仕組み、商工会議所の役割や日頃の仕事内容などを説明しま
した。磐田商工会議所以外にも、赤松邸やヤマハ発動機コミュニ
ケーションプラザなどを訪問し、学生からは「地域の知らなかった魅
力を見つけることができた」
「産業について触れたことで他企業も
調べてみたくなった」
という感想を頂きました。

磐田スタンプサービス店会
八百庄

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!

参加店舗紹介

食料品のおだか
新鮮な野菜・果物を提供
します。
【営業時間】
8：30〜20：00
【定休日】
日曜（原則）

〒438-0086 磐田市見付（西坂町）2802-4
TEL.32-2327

磐田CHAMBER NEWSの
表紙で貴社を紹介しませんか?

【営業時間】
8：00〜19：00
【定休日】日曜

〒438-0086 磐田市見付（西坂町）3453-1
TEL.32-4919
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加盟店でお買い上げ100円で
磐田スタンプ1枚差し上げます。
（※特価奉仕品等は除きます）

お得にお買物♪
〈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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専門家による相談
専門家による

定例無料相談!!

相談内容

8月

9月

金融相談①（13：00 〜 15：00）

10
㈫

10
㈮

金融相談②（10：00 〜 12：00）

20
㈮

21
㈫

―

16
㈭

18
㈬

8
㈬

―

―

労務相談（13：00 〜 15：00）

18
㈬

―

売上向上相談（13：00 〜 16：00）

13
㈮

10
㈮

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

特許商標等相談（13：30 〜 15：00）
山本 健男 弁理士

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
磐田商工会議所会員 社会保険労務士

磐田商工会議所会員 経営コンサルタント

※相談時間は1事業所30分までとさせていただきます。

【会場】磐田商工会議所

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
各相談事前予約をお願いいたします。

毎週水・金曜日無料個別相談会
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、お願いいたします。
【開催日程】毎週水・金曜日
（祝日除く）
【開催時間】日程によって異なります。
お電話にてお問い合わせください。
【開催場所】磐田商工会議所 2階会議室
【相談内容】①資金繰り ②給付金関係
③補助金
④その他経営の悩み
【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・FAXでお申込み

中小企業の皆様の

働き方改革を応援!

対策は進んでいますか? すでに施行しております!
●「働き方改革」
にどう対応すればいいのか?
●生産性を上げて残業時間を減らしたい…
●就業規則や賃金は今のままで大丈夫だろうか?
●活用できる助成金を知りたい! など

働き方改革についてどんなことでもご相談ください
■専門家派遣（社会保険労務士）最大5回まで無料
■相談方法：企業訪問、電話、
メール など
〈お問い合わせ〉静岡働き方改革推進支援センター
TEL：0800-2005451
静岡 働き方改革

検索

「コロナ禍での効果的なストレス解消」
日本メンタルアップ支援機構 代表理事

大野 萌子

この一年、思うようにストレス解消ができないと感じている
人も多いのではないでしょうか。気の合う仲間同士でワイワイ
騒いだり、旅行にも気軽に出掛けたりできず、今まで何の制
限もなくできていたことができなくなって久しいです。実際に、
どうやってストレス解消してよいのか分からず、鬱々（うつう
つ）
としてしまうという話もよく耳にします。
とはいえ、いつまで
続くか分からない現状では、できる範囲で効果的なストレス
解消を取り入れていく必要があります。そのポイントについ
て、お伝えしたいと思います。
まず、大切なのは、強制リセットの時間を確保することです。
嫌なことや気掛かりなことがあると、
そのことばかり考えてしまう
ことは誰にでもありますが、
「忘れよう」
「考えないようにしよう」
と思えば思うほど、実は「強化」が起こり、かえってそれにとら
われてしまう現象が起きます。ですから、強制的にそこから離
れるための物理的な方法を取り入れる必要があります。
一つ目は「香り」
を有効利用しましょう。嗅覚は、五感の中
で、情動と記憶に直接結びつく感覚器官です。気分転換
やリラクセーションに有効利用できるよう、
日常生活に好きな


香りを取り込んでいきましょう。
コーヒーの香りなどは、鎮静の
効果もあります。
インスタントでもおいしいコーヒーはたくさんあ
りますが、自分で豆をひけば香りの立ち方は断然違います。
紅茶なども今はさまざまなフレーバーのものが出回っているの
で、いろいろと試してみてください。
また、
アロマやお香などを
たくのもいいでしょう。ただし、
これは、
プライベート空間に限っ
て行うこと。職場だと、香りの好き嫌いでトラブルに発展する
ことがあります。自宅では、入浴剤やシャンプ―を、香りの良
いものに変えるのも手軽な方法です。
二つ目は、無心、夢中になれることを取り入れましょう。
ぼーっとする、
もしくは集中できることが大切です。自分が好
きなことであれば何でも構いません。手芸やDIY、ゲームな
ども効果的です。
三つ目は、気持ちを動かす時間をつくることです。お笑い
を見て笑う、
ドラマや映画を見て泣く、
スポーツ観戦で熱くな
るといった具合に自分の気持ちを動かすようにしましょう。
日々の生活の中で、できる範囲のことを少しずつ取り入れて
いくことが有効です。

▶︎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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令和3年度実施

磐田商工会議所職員を募集します
磐田商工会議所では下記内容にて職員を募集いたします。
募集の詳細及び様式は、当所ホームページにてご確認ください。

【募集資格】
・ 平成7年4月2日以降に生まれた大学、短期大学を卒業
された方
・ 当所事業内容に広く関心を持ち、地域経済の発展のため
に働くこと、磐田が大好きで磐田の役に立つことにやりがい
を感じられる方。
【採用予定日】 令和4年4月1日
【採用予定人数】1名
【職 種】
総合職
【選考方法】 書類審査、面接試験
【応募締切】 令和3年8月31日㈫消印有効
〈応募・お問い合わせ〉
磐田商工会議所 総務・業務課 TEL：0538-32-2261

いわた夏祭inジュビロード中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、毎年夏季に開催している
「いわた夏祭inジュビロード」の中止を決定させていただきました。楽しみに
待っていてくださった皆様には申し訳ありませんが、来場者・出店者・ス
タッフ・磐田市民の皆様の安全を確保した状態での開催が難しいと判断
されたため、中止の決断に至りました。
ご了承の程、お願いいたします。

U-12国際サッカー大会を開催します!
5回目を迎える今年度は、
コロナウイルス感染症対策を徹底した
上で、県内6チーム参加で開催いたします。

あなたの企業で輝いてる人、頑張ってる人、大募集!

第2回 いわた働く人
フォトコンテスト
昨年に引き続き、第2回となる
「いわた働く人フォトコンテスト」
を実施いたします。普段なかな
か目にすることのない、現場で
活躍する皆さんをカメラにおさ
めて、お気軽にご応募ください。
応募写真には自社商品、
ロゴ
等が写った写真も応募可能と
なります。
前回グランプリ作品
「力自慢」西川 僚さん▶

◆グランプリ作品
1点〈賞金3万円・副賞〉
◆準グランプリ作品 3点〈賞金1万円・副賞〉
【応募締切】9月15日㈬
【応募方法】プリント写真：A4サイズの印画紙
データ写真 ：CD-RにJPEG形式のデータ
➡ 詳細につきましては、同封チラシをご覧ください。

地域に愛されるまちのラーメン店

麺工房 丸屋

【開催日】 7月30日㈮〜8月1日㈰
【開催場所】磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
〈お問い合わせ〉
磐田U-12国際サッカー大会事務局（磐田商工会議所）
TEL：0538-32-2261

2021ジュビロ磐田似顔絵コンテスト
好きな選手の似顔絵を描こう!
ジュビロ磐田の選手・監督の似顔絵
を広く募集いたします。全国のジュビロ
ファンからのご応募、お待ちしております!

◆応募のきまり
はがき、はがきサイズの用紙・応募
用紙に、
ジュビロ磐田の選手・監督等
の似顔絵（1 枚につき1 選手）
を描い
てください。材質･道具は自由です。
【締 切】 令和3年9月8日㈬必着
【受賞発表】11月にジュビロ磐田ホームページで発表予定
【主 催】 ジュビロ磐田ホームタウン推進協議会
【共 催】 ㈱ジュビロ、磐田市
〈お問い合わせ〉
ジュビロ磐田ホームタウン推進協議会事務局
（磐田商工会議所内）TEL：0538-32-2261

磐田市中泉にある
「麺工房 丸屋」は創業60年を超えるラーメ
ン屋。当店一番人気の醤油らーめんは60年以上継ぎ足され守ら
れてきた醤油と自家製麺を使用しています。夏季限定メニューの
冷やしラーメンもスタートしています。
麺工房 丸屋は、令和2年度磐田市ヤ
ング草莽塾事業 最優秀賞に選ばれた
『ジュビロカラーのラーメンを作ろう』企画に
協力しており、現在学生たちと開発中!
本年9月のジュビロ磐田ホームゲームにて
お披露目予定です。ぜひ、お試しください!

麺工房 丸屋
磐田市中泉4-6-1
☎0538-32-6856
【営業時間】11：00〜14：00、
17：30〜19：30
【定休日】 火曜日
【駐車場】 4台（第2駐車場あり）

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

