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商工会議所 Information

第135回 磐田商工会議所通常議員総会開催
7月30日㈮、磐田グランドホテルにおいて、第135回 通常議員総会が開催されました。
役員3名の補選及び令和2年度事業報告、収支決算が承認されました。
また、議員
事業所職務執行者3名の変更、県行政に関する要望、
「2021いわたの夜空に元気玉
花火」の実施等についての報告がされました。
総会に引き続き、磐田菓子組合に関東商工会議所連合会長賞・ベストアクション表
彰状が伝達されました。磐田菓子組合は、
コロナ禍においても趣向を凝らしたイベント
等、
日頃の活動が評価されたものです。
■鈴木政成新副会頭挨拶

▼役員の選任

令和 3 年 7月30日開催の臨時議員総会におきまし

副会頭 ：鈴木政成
て、皆さまのご推挙により、副会頭を務めさせて頂くことと
（遠州中央農業協同組合経営管理委員会会長）
なりました。農業分野からの選任は初めてのことであり、
常議員 ：山田耕司
その責務の重大さを痛感しております。
農商工連携を通じた新事業創出や協業による地域
（遠州中央農業協同組合代表理事理事長）
振興のため、
そ
して会議所運営にも全力を尽く
す所存でございますので、
監 事 ：鈴木和男（株式会社鈴恭組代表取締役）
会員の皆さまのご指導、
ご支援をお願い申し上げます。

▼令和2年度事業報告

令和2年度は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令に始まり、感染拡大を繰り返し、社会・経済活動に与え
た影響は大きく、依然として予断を許さない状況が続いています。
市内の中小・小規模事業者は感染症対策を強いられ、経験したことのない状態での経営に臨み、厳しい判断を迫られてい
ます。商工会議所として、行政からの各種の支援制度を的確に事業者に繋ぎ、最も有利なものは何か、今必要なものは何かを
伝えるべく、巡回経営相談業務を強化して少しでも力になれるよう努めてまいりました。
なお、上半期は「休日相談窓口」
を開設し、多くの事業所にご活用いただきました。
また、国・県から示されるコロナ感染症に対
する支援制度をDMチラシにまとめ、会議所ニュースとは別に隔月で発行しました。
コロナ禍で、多くの事業が中止又は規模縮小、従来とは異なったかたちでの事業実施となり、十分な成果を得ることができま
せんでしたが、通常開催に新たな手法を加える検討ができた一年となりました。
このような中、築50年を経過する商工会館を、
（仮称）磐田産業振興会館として現在地に建設することを決定、建設基本構想を承認していただきました。
新規事業として、
「いわた働く人フォトコンテスト」
を実施、青年部会（むすびの会）では、各委員会を組織し活動しました。
また、
磐田商工会議所ホームページをInstagram、Facebookと連動するよう刷新とともに、専門家との相談やセミナーに対応ができる
ようオンライン体制を構築しました。
また、財政基盤の強化を図るための財政調整積立金へは今年度も積み立てを行いました。

▼令和2年度収支決算
会計名

収入金額

支出金額

一般会計

106,760,911 円

78,267,679 円

中小企業相談所
会計

49,728,799 円

47,595,259 円

商工会館等
特別会計

29,063,676 円

25,904,289 円

主な支出
・産業振興フェア
・地域雇用創造事業
・指導事業費
・コロナ感染症対策のための
経営相談体制強化事業費
・施設維持 ・修繕
・管理費

※収支差引額は次年度へ繰越します。

受付

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

収支差引
28,493,232 円
2,133,540 円
3,159,387 円
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商工会議所 Information
〈開催日時〉11月 12日㈮

10：00〜17：00
13日㈯ 9：30〜15：00
〈開催場所〉アミューズ豊田（磐田市上新屋304）

in

磐田商工会議所・磐田市商工会・磐田市が一つとなり、磐田市・静岡県西部・三遠南信地域の企業が持つ技術力・販売力を
「産業振興フェア」から情報発信し、地域産業を発展創造する価値ある出会い、新たなビジネスチャンスを創出すること目的に、
「第
11回 産業振興フェアinいわた」
を開催いたします。
【展示会】

メインアリーナ：60社（光ICT、次世代輸送機器、固有技術、医療ヘルスケア、CNF 他）
サブアリーナ：35社（スポーツ、食、健康、次世代農業、環境 他）、
ロビー・屋外：7社（産業支援団体 他）
【座談会/講演会】 11月12日㈮ ・三大学 学長座談会「地域企業との連携を語る」
静岡産業大学/農林環境専門職大学/静岡理工科大学 各学長 及び 磐田市長
・ICTセミナー
「静岡県の中小企業におけるDXの現状と課題」
11月19日㈮ 静岡県工業技術研究所とのオンライン交流会 工業部門 4部門
11月26日㈮ 静岡県農林技術研究所とのオンライン交流会 農林水産・食品部門 4部門
〈お問い合わせ〉 磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 磐田市商工会 TEL：0538-36-9600
磐田市経済観光課 TEL：0538-37-4819

令和3年度（仮称）
磐田産業振興会館設計業務委託受託者選定について

【事業名称】
（仮称）磐田産業振興会館建設事業
【事業概要】
〈所在地〉・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・磐田市中泉地内
〈敷地面積〉・
・
・
・
・
・
・
・
・
・概ね2,160㎡
〈施設機能〉・
・
・
・
・
・
・
・
・
・エントランスホール、会議室、事務所フロア 他 延べ床面積：概ね1,000㎡
〈整備スケジュール〉
・
・
・令和4年度：基本設計〜実施設計、令和5年度：工事着手、令和6年度：完成

商工会議所

磐田商工会議所の新会館建設に際し、
（仮称）磐田産業振興会館建設基本構想の目的や意義、機能を十分に理解した上で、
豊富な設計業務実績を備え、磐田地域の産業界に相応しい優れた新会館の設計を取りまとめること
ができる設計者を募集いたします。当業務は、公募型プロポーザル方式により技術提案を募集し、最も
優れた創造性、的確性、実現性のある提案力、取り組みの姿勢等を有する事業所を選定いたします。

【プロポーザル参加要件】
・建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
・直前2年度分の建築関係建設コンサルタント業務の年間平均実績高が22,000千円（税込）以上の者、又は、平成23年度以降の
建築関係建設コンサルタント業務における1業務において22,000千円（税込）以上の業務を実施した実績を有する者であること。
・銀行取引停止処分を受けていない者であること。
・磐田商工会議所の会員事業者であり、会費を完納している者であること。
提出書類や
一次審査
9月15日㈬
手続開始公告
公募型
詳細については、
9月15日㈬
業務説明書等の配布
プロポーザル
磐田商工会議所
9月15日㈬〜10月5日㈫
参加表明書等の提出
スケジュール
ホームページを
10月15日㈮
一時審査結果（選定通知）
ご確認ください。
二次審査

10月22日㈮〜11月30日㈫

技術提案書の提出

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

静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止 協力金（まん延防止・緊急事態措置）
〈対象期間〉❶まん延防止：8月15日㈰〜8月19日㈭、❷緊急事態措置：8月20日㈮〜9月12日㈰
〈支給条件〉対象期間において静岡県の休業要請等に対応した事業者
〈支 給 額〉 ❶まん延防止 ：事業規模（売上高）
に応じて3〜10万円×営業時間短縮要請に協力した日数
❷緊急事態措置：事業規模（売上高）
に応じて4〜10万円×営業時間短縮要請に協力した日数
※準備期間を除く対象期間内で、1日でも対応していない場合には不支給となりますのでご注意ください。
〈申請期間〉❶9月1日㈬〜9月30日㈭、❷9月13日㈪〜10月12日㈫ ※当日消印有効
〈申請方法〉必要書類を揃え、郵送にて下記申請先までお送りください。
［必要書類］●協力金支給申請書＋誓約書（県ホームページからダウンロード可能）
●収受日付印、
または電子申告受診通知がある直近の確定申告書控え
●本人確認書類（個人事業主のみ） ●飲食店営業許可証
●通常、午後8時〜午前5時まで営業していることが分かる書類（チラシ、
ホームページ、看板の写真 等）
●営業時間短縮や酒類提供停止等、要請に対応していることを告知したポスター掲示の写真 等
ドラインを遵守することを証明する書類（ふじのくに安全安心認証、GoToEatキャンペーンへの参加等）
●業種別ガイ
●令和2年又は令和元年の7･8･9月の売上台帳 ●本年8･9月の売上台帳（帳簿）
〈申請書郵送先〉〒420-0857 静岡市葵区御幸町8-1 JADEビル3階 静岡県時短要請協力金事務局 宛
〈お問い合わせ〉コールセンター TEL：050-5211-6111
静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

ドローンによる空撮、
お任せください!!

経営者ご自身の

『現役引退後の生活資金』

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

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9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
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中小企業相談所 Information
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響緩和

月次支援金のご案内

〈給付対象〉下記2項目を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となります。
❶緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
❷緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、
月間売上が
令和元年又は令和2年の同じ月と比べて50%以上減少している
〈給 付 額〉 法人：上限20万円/月、個人事業者：上限10万円/月
令和元年又は令和2年の基準月※1の売上 − 本年（令和3年）の対象月※2の売上
〈申請期間〉対象月の翌月から2ヶ月間（7月分：9月末まで、8月分：10月末まで）
〈申請方法〉①月次支援金ホームページにてメールアドレスや電話番号を入力しIDを発行
スマートフォンで
②必要書類を準備して、磐田商工会議所や金融機関など登録確認機関で事前確認
簡単申請！
※事前確認の際はお電話にてお問い合わせいただいてから、
ご来所ください。
③月次支援金ホームページ内のマイページより必要事項を入力し、必要書類を添付して申請
［必要書類］●履歴事項全部証明書（法人）
または本人確認書類（個人）
●収受日付印が付いた令和元年・令和2年確定申告書の控え
●令和元年1月〜令和3年の対象月
（売上減少となった月）各年の売上台帳
●令和元年1月以降、事業取引を記録している通帳
●代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓･同意書
月次支援金
〈お問い合わせ〉相談窓口 TEL：0120-211-240（IP電話専用回線：03-6629-0479）

静岡県 中小企業等

応援金（一般枠・酒類事業者枠）のご案内

■一般枠

■酒類事業者枠（国の月次支援金と併用可能）

〈給付対象〉下記要件を満たすこと
・飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受け
ている
・本年8月の売上が、令和元年又は令和2年8月と比較して
30%以上50%未満減少している

※50%以上売上が減少している場合は、国の月次支援金の給付対象と
なります

〈給 付 額〉
法人：上限10万円/月、個人事業者：上限5万円/月
［令和元年又は令和2年8月売上］
−
［本年8月売上］
※一般枠は国の月次支援金との併用はできません

・両枠併用、静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止
注意
協力金との併用はできません。
事項 ・申請期間や申請方法等、具体的な手続きについて
は静岡県ホームページにて順次掲載される予定です。

①県内に本社を有する中小法人または個人事業者
②酒類製造免許、酒類卸売業免許、酒類小売業免許のいずれ
か取得している
③上記免許に係る事業を行っており今後も継続する
④県内に適用された措置に伴い、飲食店への酒類提供停止
要請などで影響を受けている
⑤協力金の受給資格を有していない
⑥本年8月の売上が、令和元年または令和2年の8月と比較して30%
以上減少している、又は7･8月の2ヶ月連続で15%以上減少している
〈給 付 額〉
［令和元年又は令和2年8月売上］
−
［本年8月売上］
−
［国の月次支援金の額］
売上減少割合
50%以上70%未満
70%以上90%未満
90%以上

〈お問い合わせ〉静岡県経済産業部経営支援課 TEL：054-221-2700

中小法人等
20万円
40万円
60万円

個人事業者
10万円
20万円
30万円

静岡県中小企業等応援金

食中毒防止月間PR活動を行いました
毎年8月は食中毒防止月間です。食品衛生協会磐田支部では磐田市内を広報車
で巡回し、非接触で食中毒防止の呼びかけを行いました。特に、7月から9月にかけては
高温多湿で、
カンピロバクター、サルモネラ、黄色ブドウ球菌をはじめとする食中毒菌が
増殖する絶好の時期となります。衛生的な手洗いで感染症・食中毒を予防しましょう。
食品をより
安全にするための
5つの鍵



①清潔に保つ
②生の食品と過熱済みの食品とを分ける
③よく加熱する
④安全な温度に保つ
⑤安全な水と原材料を使用する
▶︎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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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）

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）
を補助いたします。
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?
［補助事業の例］
●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
［補助率（額）］
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）①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」
を
受けた小規模事業者、②法人設立日・開業日が 2020 年1
月1 日以降である会社・個人事業主等
（2）複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の
場合は、補助上限額は1事業者あたりの補助上限額×連携
小規模事業者等の数の金額（500万円上限）。
（3）上記（1）
（2）併用可能（補助上限額1,000万円）
【受付期間】10月1日㈮まで ※当日消印有効（※当所締切：9月24日㈮）
【実施期間】交付決定から2022年7月31日㈰まで
★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：03-6747-4602
小規模事業者持続化補助金

青年部会（むすびの会）政策提言委員会 担当例会

「もったいないよ! 静岡県」小沼みのり氏講演会開催
青年部会8月例会は、8月27日㈮フリーアナウンサーの小沼みのり
氏を講師に迎え、
「もったいないよ! 静岡県〜全市町を取材した私
が思う5つの理由〜」
と題し、オンラインセミナーを開催しました。緊
急事態宣言発令に伴い、急遽Zoomによるオンライン開催に変更
となりましたが、他市の成功事例や外から見た磐田市の魅力、
そし
て今ある磐田市の財産にプラス1して、魅力あるまちにする方法を
学びました。
〈参加者〉66名 〈後援〉磐田市・静岡新聞社・静岡放送

磐田スタンプサービス店会
くすりの坂口
ジュビロードの「相談の
できるクスリ屋」です。お
気軽にご相談ください。
《漢方相談受付中》
【営業時間】
9：30〜20：00
【定休日】日曜
（定休日以外の祝日は営業します）

〒438-0078 磐田市中泉（中町）3-5-19
TEL.32-4724

磐田市感染症防止対策事業費補助金と併用可能!

ふじのくに安全安心認証制度

制度促進事業費補助金
新型コロナウイルス感染防止対策を強化するため、
「ふじのくに
安全・安心認証（飲食店）」の認証を取得する飲食店に対し、感
染防止対策に係る費用を静岡県が補助します。
■対象となる施設
①すでに認証制度の認証を受けた飲食店
②認証制度の対象となる飲食店であって、認証を受けるために申請
しているもの
■補助の内容
〈補助対象〉新型コロナウイルス感染予防対策物品の購入費用
（補助対象用品については制度概要をご確認ください）
〈申請期間〉令和4年1月21日㈮まで
※電子申請は17時までの受付分、書面申請は当日消印有効

〈対象期間〉領収書に記載される支払日の期間が
令和2年1月6日㈭〜令和3年12月31日㈮までのもの
〈補助額〉 補助上限額までの対象費用が全額補助
※申請できる回数は1施設につき1回限り
（店舗毎申請）
※既に国・自治体又は各種団体等の補助金を受けている場合
は、
その額を控除した金額
〈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
ふじのくに安全安心認証制度

★制度概要・申請書類等はホームページからダウンロード可能

令和3年度 第2回企業懇話会を開催しました
7月20日㈫に企業懇話会を開催、最先端の技術である
「高精
度衛星測位技術の現状とその活用事例」
をテーマとし、静岡大学
情報学部 木谷准教授と、株式会社シーポイントラボ 代表取締役
青木様より講演をいただきました。自動運転システムや防災システ
ム等、今後の応用分野が広がることに注目していきたいです。
★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事業とし、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。
コロナ禍でも参加がしやすいよう、昨年
度より開場とZoomを使ったWeb配信のハイブリット形式で開催しています。

参加店舗紹介

やまひち食品店
食 料 品 から慶 弔 用 品ま
で、すべての商品に 磐田
スタンプ が使えるお店!
【営業時間】
9：00〜19：00
【定休日】水曜

〒438-0078 磐田市中泉（東町）3-1-19

TEL.32-2415 E-mail：yama7kago@gmail.com

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

10 月 11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

11
㈪

10
㈬

金融相談②（10：00 〜 12：00）

20
㈬

22
㈪

―

18
㈭

特許商標等相談（13：30 〜 15：00）
山本 健男 弁理士

13
㈬

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

14
㈭

11
㈭

労務相談（13：00 〜 15：00）

20
㈬

―

売上向上相談（13：00 〜 16：00）

8
㈮

12
㈮

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

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。

稼ぐ力をつけるBCP『個別相談会』
【開催日時】 10月28日㈭ 10：00〜12：00/13：00〜16：00
【開催場所】磐田商工会議所 2階 又はオンライン
【相談内容】BCP策定支援・事業継続力強化計画
感染症対策・既存BCPの見直しなど
BCPに関するどんな内容でもお受けします
【相談員】 静岡県BCPコンサルティング協同組合
【申込方法】磐田商工会議所ホームページより、事前ヒアリング
シートをダウンロード、
ご記入の上お申し込みください。

〈予約制〉毎週水・金曜無料個別相談会
【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。
【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
【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
自分は対象事業者なの? 登録した方が良いの?

インボイス制度 無料個別相談会のお知らせ
【日 時】

9月28日㈫、10月15日㈮、10月25日㈪、
11月5日㈮、11月15日㈪ 13：00〜17：00
【会 場】 磐田商工会議所 会議室
【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等でお申し込みください。

「地方発ヒットの 美しすぎる見栄え から学ぶ」
日経BP総合研究所 上席研究員

渡辺 和博

ある自治体の女性職員との会話で、
「このまちでもうちょっと売れ
が光ります。
ここまで超絶技巧ではなさそうですが、福島県いわき市
てもいいと思う商品はありますか?」
と聞いたところ、
「とてもおいしい
のゼリー専門店ゼリーのイエの「ゼリー」
も、
その色使いのカラフルさ
ジャムがあるのですが、パッケージデザインがいま一つなんです」
との でSNS上では人気を博しています。
返事。
さらに、
「 隣のまちにとてもかわいいジャムを売るお店があっ
商品そのものが美しいというものもありますが、入れ物の美しさ、
て、
あちらは連日行列ができるほど売れています。味は絶対負けて かわいさで売り切れ続出になっているものに、岐阜県恵那市の銀
いないと思うのですが」
とのこと。
の森の「プティボワ
（森の恵みクッキー）」があります。豪華な四角い
そこで、お薦めのジャムを3種類買って食べてみたところ、確かに
缶にびっしりとクッキーが詰められており、
その味の多様性と地域
これまで経験したことのないおいしさでした。
それからわが家ではこ 性にも驚かされます。
どんぐりや山椒（さんしょう）
など、
あまりクッキー
のジャムがすっかり定番になっています。家族に聞くと
「おいしいけ には入れないような素材のバリエーションが素晴らしく、食べると外
れど、
もう少し入れ物が使いやすくて、かわいいといいのに」
との評
観以上に驚きと感動を味わえます。
価でした。
また愛知県名古屋市の老舗カフェのカフェタナカが販売する
中身は抜群に良いけれど、外観や見栄えで損をしている商品は 「REGAL」
という名のクッキー缶も外観のかわいさからいつも売り
全国あちこちにあります。
その状態を脱却するために、一度中身は
切れ状態です。
こちらも外観とその価格に見合う満足が提供され
もちろん、外観の美しさで高い評価を得ている商品を研究してみて ているからこそ多くのリピーターが付いています。
はいかがでしょう、
というのが今回のテーマです。
さらに言えば、 美しすぎる見栄え というのはモノだけではなく、
私が感動した 美しすぎる見栄え の地方発ヒット商品をいくつか サービスについても感じることがあります。熟練のバーテンダーがカク
紹介します。
テルをつくるときの動きや、一流の料理人の包丁さばきなどは美しさ
まず山形県山形市の老舗和菓子屋の乃し梅本舗 佐藤屋の を感じることが多いものです。有名店ではなく、
まち場の喫茶店で
「空ノムコウ」です。伝統の寒天菓子をガラス工芸のような見栄えに も、時折見事な接客に触れることがあります。
仕上げたもので、SNS上でも話題になり、通販でも注文が殺到して
いずれもこのカテゴリーの商品やサービスはこんなもの、
という思
います。同様にアートのような和菓子に、
「美しすぎて食べられない」 い込みや常識を捨てて、本質的な商品価値でお客さんが驚き、感
とまでいわれる岐阜県大垣市の御菓子つちやの「みずのいろ」が
動するための接点を追求した結果、
これまでにない外観や見栄え
あります。干錦玉（ほしきんぎょく）
という伝統菓子をハーブで色付け に到達したものだと考えられます。
したもので、
もともと柿ようかんを長くつくっていた老舗ならではの技


▶︎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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東京2020オリンピック 卓球 新競技 混合ダブルス

水谷隼選手･伊藤美誠 選手ペア 金メダルおめでとう
東京2020オリンピック 卓球の新種目 混合ダブルス 決勝戦（7月26日㈪）、中国の許昕（シュシン）
選手・劉詩雯（リュウスーウェン）選手ペアに逆転勝利で、共に磐田市出身の水谷隼選手・伊藤美誠
選手ペアが金メダルを獲得しました。2人は水谷選手の両親が設立した豊田町卓球スポーツ少年団の
出身。地元ペアが金メダルを獲得したことで、市内ではお祝いセールを行う店や、市役所を始め商店
街等へ垂れ幕が飾られるなど、お祝いムードに包まれました。強敵との苦しい試合後に「楽しかった」
と
笑顔でインタビューに答えている伊藤選手が印象的でした。
コロナ禍でうつむきがちな心に勇気と感動
をもらい、我々市民も力を頂きました。お二人の今後の活躍を期待しています。

磐田市役所 展示コーナー

扇月「オリンピック練り切り」

2021いわたの夜空に元気玉花火

多くのご協賛
誠にありがとうございました
花火打ち上げをお楽しみに!!

こだわりのイタリア料理専門店

イタリアンダイニング

リハレ

市内に貼られたお祝い幕

磐田商工会議所でも卓球
のピンポン球やラケット
をかたどった生花でお祝
いしました!

日商簿記検定2･3級ネット試験施行会場には

磐田商工会議所パソコン教室を
ご利用ください!

本年7月より、磐田商工会議所パソコン教室が日商簿記ネット試験施
行会場に追加されました。
この機会にぜひ、
ネット試験をご利用ください。
①試験日の間際でも、受験申し込みが可能
ネット試験の
②試験を受けたその場で試験結果（合否）を発表
メリット
③随時施行しているので、受験機会が増加
◎申込の流れ
ネット試験
会場選択

試験日決定
受験申込

試験当日
会場へ

試験当日
合否発表

受験申込みは直接、
ネット会場（磐田商工会議所パソコン教室）
までご連絡ください。
磐田商工会議所パソコン教室（磐田商工会館2階）
申込み・
お問い合わせ
TEL：0538-30-6390

磐田市元宮町、東名高速道路磐田ICの東側、閑静な住宅街に
ある
「イタリアンダイニング リハレ」。
『子供と一緒に行けるイタリアン』
をコンセプトに、
ご家族や恋人同士、お友達とでゆっくり過ごしていた
だけるお店作りを大切にしています。お料理はイタリア料理を日本人
の口に合うようにアレンジ。食材はシェフ自ら農家に出向き、鮮度の
いい食材を集めています。
月替わりのメニューで季節の食材をお楽
しみいただけます。店舗オリジナルのリハレアプリからはテイクアウトメ
ニューの注文も可能! お子様がご一緒でも安心なキッズルームも完
備しています。皆様のご来店を心よりお待ち致しております。

イタリアンダイニング リハレ

磐田市見付1729-5
☎0538-88-8133
【営業時間】11：30〜14：00（L.O13：30）、
17：00〜21：00（L.O20：00）
ディナーは予約のみ
【定休日】水曜日
【駐車場】9台
※営業時間が変更となっている場合がありますので、お問い合わせください。

2021年度関東商工会議所連合会長表彰
ベスト・アクション表彰式

磐田菓子組合 表彰

7月30日㈮、第135回 通常議
員総会内にて、ベスト・アクション表
彰の伝達が行われ、本年度は磐
田菓子組合様が表彰されました。
磐田菓子組合では、
レジ袋有
料化での顧客の負担軽減とコロ
ナ禍による来客数減少、売り上
げの低迷を受け地元を盛り上げるため「いわた菓子巡りスタンプ
ラリーでオリジナルエコバックプレゼント」
を企画開催。
また、全国的
に祭典やイベントが中止となる中、無病息災・五穀豊穣の願いが
込められた粟餅の販売を行い地元へ元気を届けました。
このよう
な地域活性化のイベント企画が評価され、受賞されました。
★ベスト・アクション表彰とは
まちづくりの推進や地域活性化、商工会議所の知名度貢献など顕著
な貢献（ベスト・アクション）
をしている会員・団体に対して関東商工会
議所連合会会長名で表彰を行うものです。

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

