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★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。
2022 新春あいさつ

新年を迎えて
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。皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、旧年中は、本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の感染拡大に翻弄された一年となりました。
ようやく落ち着きを見せ、
日常生活回復への動
きが加速しているところですが、
オミクロン株の感染拡大もあり、未だ予断を許さない状況にあります。
コロナ禍で開催された
2020東京五輪、パラリンピックでしたが、卓球混合ダブルスで金メダルを獲得された磐田市出身の水谷隼選手、伊藤美誠
選手のプレーには大変感動しました。本年は、J1に復帰したジュビロ磐田、
そして、
ラグビー新リーグに参戦する静岡ブルー
レヴズの活躍にも期待しています。
岸田内閣において、
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が示されましたが、優先すべきは、医療提供体制を
強化し、国民と事業者に安心感をもたらした上で、活動を活発にしていくことです。
足元では、原油価格の上昇が生産活動や日常生活に暗い影を落としています。
また、持続可能な開発目標SDGsへの
取組みも求められており、我々中小企業も環境負荷の低減にしっかり目を向けて、構造変革への取組みが必要になってい
ます。生産性を高め、持続的な成長に繋げるためには、デジタル化への対応が喫緊の課題となっています。有用な情報をタ
イムリーにお届けしていきます。
昨年10月には、磐田市内17か所で花火を打ち上げ、11月には、
「産業振興フェアinいわた」
を2年ぶりに実物展示によ
り開催、12月には「みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市」
が行われました。少しずつではありますが、活動が動き出しました。
しかし、部会活動をはじめ多くの事業は、中止や規模を縮小しての開催となりました。本年は、皆が活き活きと事業展開がで
きるよう努力していきます。
これまで地域経済の発展を見守ってきた商工会館が、建設以来50年が経過し老朽化したことから、
（仮称）磐田産業振
興会館として建て直すこととしました。令和5年度工事着手を控え、公募型プロポーザルにより設計業者が、渡辺隆建築設
計事務所に決定し本年は実施設計に取り掛かります。地域の産業振興を図るための活動拠点として、経済界に関わる地
域の方々が集える場、
また、地域交流の場として整備していきます。
商工会議所には、
ヒト、モノ、
カネが集まります。多くの方の意見を取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。
本年が、明るく新たな展開へとなるよう役職員一丸となって取組んでまいりますので、何卒ご協力賜わりますようお願い
申し上げます。

受付

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
産業振興フェア in いわた 開催
会場開催は2年ぶりとなる
『産業
振興フェアinいわた』が11月12日
㈮・13日㈯にアミューズ豊田にて開
催されました。今回は新型コロナ感
染拡大防止のため従来の185社か
ら117社まで縮小し、市内外から100
社が会場出展、17社がガイ
ドブック掲載での参加となりました。
「次世代技術で産業構造を転換」
をテーマに、パネルや実物・
実演を通じて事業内容や最新技術を紹介、新産業創出や
マッチングの機会を求めて2,500名の方が来場されました。

いわたの農業を考える会 開催報告
令和3年7月・12月と講師を招き、勉強会を開催いたしまし
た。7月開催では、㈱アイ・ファーム 代表取締役 池谷伸二
様、12月開催には㈱エムスクエア・ラボ 代表取締役 加藤
百合子様をゲストスピーカーにお招きして講演いただきました。
経営のヒントとなるような内容を聞くことができ、参加いただい
た方にも好評をいただきました。

2021いわたの夜空に元気玉花火 収支決算

令和3年10月9日㈯に実施しました
「2021いわたの夜空に
元気玉花火」会計報告は以下のとおりとなります。
◆収 入 ： 13,032,800円
〈内訳〉 ・ 協賛金
・ 補助金
◆支 出 ： 13,032,800円
〈内訳〉 ・ 花火代
・ 広報費
・ 企画費
・ 雑費

7,532,800
5,500,000
9,911,000
892,914
855,800
1,373,086

※協賛金は一口2,000円として商工会議所会員事業所、磐田市商工会会員事業所
を対象に募集させていただきました。たくさんのご協力を頂き、ありがとうございました。

ドローンによる空撮、
お任せください!!

（仮称）磐田産業振興会館 設計事業者決定
磐田商工会議所新会館建設に際し、磐田地域の産業界
に相応しい優れた新会館の設計業者を会員事業所の中から
公募型プロポーザル方式で募集し、12月14日㈫に開催された
選考委員会によって、応募のあった3社の中から決定致しまし
た。令和4年度には、実施設計に着手します。

【 設計事業者：渡辺隆建築設計事務所 】
◆主な提案内容
①特殊性（変形敷地と都市計画道路予定線）に応える街の
シンボルとしての配置
②施設利用者の安全を確保する駐車場計画
③都市計画予定道路の未利用地を積極的に活用
④磐田駅と今之浦地区の間の結節点としての賑わい創出
⑤点検しやすい設備位置
⑥周辺住宅地に配慮した施工計画
⑦避難経路を短縮、経路を複数にして安全な避難を確保
⑧ユニバーサルデザイン仕様のサイン計画
⑨事前ワークショップで地元企業のノウハウを積極活用
⑩仮設建物をつくらない段階的な建設
◆工程計画 令和4年4月〜 基本・実施設計、ワークショップ開催
令和5年5月〜 工事開始
令和6年10月〜 工事完成

雇用創造事業セミナーのご案内
プレス・鍛造の基礎講座
【日 時】令和4年2月9日㈬ 13：30〜16：30
【受講料】当所会員 無料／非会員 1,000円
【講

師】原崎

康夫 氏

品質管理の基本（品質の基礎知識）
QC7つの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。
【日 時】令和4年3月3日㈭・3月17日㈭《全2回講座》
13：30〜16：30
【受講料】全2回セット 3,000円
【講

師】吉田

建彦 氏

《両セミナー共通》
【会 場】 磐田商工会議所 会議室
【定 員】 20名（先着順）
【申込方法】商工会議所HPよりお申し込みください

ドローン撮影による
動画を見ることが
できます。▼

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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中小企業相談所 Information

事業復活支援金のご案内

コロナの影響で売上が減少している皆様へ

2022年3月までの見通しを立てられるよう、
コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援
として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。
【対象者】 新型コロナの影響で、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30〜50%減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、
フリーランス
を含む個人事業主）
【給付上限額】
売上高減少率

個

法

人

人

年間売上高
1億円以下

年間売上高
1億円超〜5億円

年間売上高
5億円超

▲50%以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30%〜50%

30万円

60万円

90万円

150万円

※基準月
（2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）
を含む事業年度の年間売上高

【算出式】 上記で定めた上限額を超えない範囲で、
「基準期間の売上高」
と
「対象月の売上高」
に5をかけた額との差額

給付額＝（基準期間の売上高）―（対象月の売上高）×5
開始時期・問い合わせ先・申請方法など決まり次第、磐田商工会議所ホームページにて
ご案内します（令和4年1月15日現在）

〜紹介動画が無いのはもったいない!〜

企業採用紹介動画制作事業費補助金
オンラインでの情報収集が主流となった就職活動において
市内中小企業等の人材確保を促進するため、企業の魅力や
採用に関する紹介動画を制作する事業者に対し、制作に係る
経費の一部を補助します。
◆申請期限 ：令和4年2月28日 ※予算がなくなり次第終了
◆補助額 ：制作に要する経費1/2（上限10万円）
◆対象経費 ：企画、構成、撮影、編集など動画制作に要する
費用
◆動画の要件
①採用を目的とするもの
②短時間で視聴できるもの
ト等、
インターネット上に掲載するもの
③自社ホームページや動画サイ
④公序良俗に反するもの又は政治もしくは宗教を目的としないもの
★詳細は磐田市ホームページをご参照ください。

磐田市企業採用紹介動画制作事業費補助金
〈お問い合わせ〉
磐田市経済観光課雇用促進グループ TEL：0538-37-4819

事業復活支援金

新規事業に最大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）
●新商品開発にともなう成分分析の依頼
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
【受付期間】2月4日㈮（※当所締切：1月28日㈮）
【実施期間】交付決定から2022年11月30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

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4年1月4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

電子帳簿保存法が改正されました（シリーズ① 電子帳簿・書類保存）
電子帳簿保存法とは、原則 紙 での保存が義務づけられている帳簿書類（仕
訳帳、総勘定元帳、
その他帳簿）について、電子データ保存及び電子データでの
取引情報の保存義務等を定めた法律です。
この法律上、電子データによる保存は「①電子帳簿・書類保存」、
「②スキャナ保
存」、
「③電子取引に係るデータ保存」の3種類に区分されます。
今回は①電子帳簿・書類保存についての改正ポイントをお知らせします。

電子帳簿保存のイメージ
（電子帳簿・書類保存編）

➡

★改正されて何が変わる?
（電子帳簿・書類保存編）

紙面で受領した書類をもとに会計ソフト等の電子的
・税務署長による事前承認制度が廃止されました。
に作成した帳簿でデータのまま保存すること
・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
・検索項目が緩和されて
「日付」
「取引金額」
「取引先」の3項目に限定されました。
・真実性と可視性確保のため定められていた保存要件が、複式簿記などの最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電子
データでの保存等が認められることになりました。
➡ 電子帳簿・書類について、上記改正に対応して保存されていないと税法上の帳簿・書類として認められません

★必要な手続きは?
電子保存の開始にあたって特別な手続きはありません。ご利用の会計ソフト等の対応確認から始めましょう。
令和4年1月1日以後は事前に税務署長の承認を受ける必要もなく、任意のタイミングで始められます。
ご利用の会計システムが
法要件を満たしているかどうか、早急に確認しましょう。
〈お問い合わせ〉磐田税務署 法人・個人課税部門 TEL：0538-32-6111

補助金の申請を検討されている事業所の皆さま

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。
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、
この機会に是非ご登録ください。
▶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

電子申請にはGビズIDが必要です
※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。

Jグランツ
▶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

国税庁

電子帳簿保存法

いざという時の準備、出来ていますか?

BCP策定セミナー
大規模な自然災害や感染症等の緊急
事態の場合、事前に平常時に行うべき活動
や、緊急時の事業継続方法・手段を取り決
めておくことが必要です。
本セミナーでは、BCPの基本的な考え方
や取り組む意義等を中心に、わかりやすく解説いたします。
是非、
この機会にご参加ください。

★BCP（事業継続計画）とは…
事業継続計画とは、災害などの緊急事態が発生したときに、企業が
損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画のこと。
事業継続と復旧計画とも呼ばれる。

【日 時】 2月15日㈫ 13：30〜16：00
【内 容】 ・BCPとは何か
・BCPの基礎となる防災対策 他
【講 師】 静岡県中小企業診断士協会
【申込締切】 2月10日㈭まで
【申込方法】 QRコードよりお申込みください。

ノロウィルス食中毒予防強化月間です
ノロウィルス食中毒は例年11月頃から急増し、12〜翌1月に発生のピークを迎えます。感染者や調理器具
などを介して汚染した食品を喫食することにより、
ノロウィルス食中毒が発生することが多いことから、食品取扱
者の健康管理や衛生的な手洗いの実施、調理器具の消毒などが極めて重要です。食品衛生協会磐田支部
ではオリジナルの手洗いポスターを配布しています。
ご希望の方は磐田商工会議所までお越しください。

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

手洗いポスターは防水
加 工 済なので、ぜひ手
洗い場の近くに貼ってご
利用ください。

▶︎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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青年部会（むすびの会）会員拡大委員会 担当例会

「新入会員入会式・交流会・講演会」開催

青年部会10月例会は、
コロナ禍での市内状況を考慮し、11月29日㈪に
延期し感染対策を十分に行った上で開催致しました。講演会では鈴木裕
司会頭を講師に迎え、
「経営者としての人生のターニングポイント」
と題し講
演をいただきました。
前年度以降会員が大幅に増えているにも関わらず、当会も新型コロナウ
イルスの影響により満足な交流会が実施できていませんでした。
その為、
状況が落ち着いている時期に、感染対策を厳しく行いつつ、新規入会者
の入会式と会員同士の交流促進企画を実施しました。委員会の努力によ
りコロナ禍においても有意義な時間共有ができました。
〈参加者／65名〉

令和4年度合同入社式のご案内

青年部会（むすびの会）資質向上委員会
担当例会
青年部会12月例会は、整理収納 楽 Study代表 稲垣
嘉代子様を講師に迎え、
「すぐに実践したくなる! 〜職場・
家庭の整理収納術」
と題し講演をいただきました。当日は
会員が持ち寄った備品整理の実演を踏まえた実践的な話
を聞くことができました。来場できない人の為のオンライン配
信も行い、多くのメンバーで学ぶ事が出来ました。
また、会員事業所のPRタイムもあり、各社のお勧め商品
やサービスを知ってもらう事でより深い交流に繋がりました。
〈参加者／52名〉

合同部会 開催報告

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していない、盛
大な入社式をしたいという事業所様は、ぜひご参加いただきま
すようご案内します。
【日 時】 4月5日㈫ 10：00〜11：00（予定）
【場 所】 しずぎんホール ユーフォニア
【参加費】 無 料
【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】2月18日㈮
〈お問い合わせ〉
（一社）静岡県商工会議所連合会 TEL：054-252-8161

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!

磐田商工会議所

磐田

会報
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No.600
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は…磐田商工

■金融部会×
ファッション繊維部会
「常にしゃべりは全力投球」

今回はテレビ静岡夕方の情報番
組「ただいまテレビ」でもお馴染みの
空じぃ こと鈴木敏弘氏をお招きし、
自身のアナウンサー人生を振り返り、
ターニングポイントや今後の展望などを
話していただきました。

■食品部会×観光生活部会
「コロナに負けない経営者・店長の心得」セミナー
新型コロナウイルスの影響で売上が激減する中、発想の転換で
売上を増加させた飲食店の取組事例について、㈱田中コンサル
ティング事務所 代表・人材育成コンサルタント 田中司朗氏を講師
に迎えてご紹介いただきました。
また、従業員間のモチベーション
アップとして ありがとうカード という感謝の気持ちをカードで伝えあ
う手法を紹介。参加者は「コロナ禍での経営にとても参考になっ
た」
と好評をいただきました。

会議所 TEL：0538

磐田スタンプサービス店会

参加店舗紹介

青田ふとん店

国府台薬局
緑 の 自 然 薬「 サ サ ヘ ル
ス」
・熟 成 ニンニク「 キ
ヨーレオピン」。
【営業時間】
9：00〜19：15
【定休日】
日曜、祝日

〒438-0077 磐田市国府台117-21
TEL.35-2175

-32-2261

古い歴史と信用と実績。西
川の商品を中心に展開。在
庫入れ替え調整の為、年内
全商品半額セール実施中。
【営業時間】
10：00〜19：00
【定休日】土曜

〒438-0086 磐田市見付（宿町）1253
TEL.35-2108

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

磐田商工会議所 会報

会議所ニュース No.601
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専門家による相談
専門家による

定例無料相談!!

決算確定申告無料個別相談会

2月

3月

申告提出期間は 2月16日㈬〜3月15日㈫まで!

金融相談①（13：00 〜 15：00）

10
㈭

10
㈭

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。

金融相談②（10：00 〜 12：00）

21
㈪

22
㈫

―

17
㈭

山本 健男 弁理士

9
㈬

9
㈬

記帳指導・税務相談（13：00 〜 16：00）

10
㈭

相談内容
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）

東海税理士会磐田支部 所属税理士

9：00
〜12：00

労務相談（13：00 〜 15：00）

磐田商工会議所会員 社会保険労務士

16
㈬

売上向上相談（13：00 〜 16：00）

25
㈮

磐田商工会議所会員 経営コンサルタント

9：00
〜12：00

10
㈭
―
11
㈮

※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。
の皆さんが
就職氷河期世代
テージを
活躍できるス
に
広げるため

就職氷河期世代を対象にした
職場実習・体験の受入れに
ご協力ください
就職氷河期世代の方々は、雇用環境が厳しい時期に就職
活動を行った世代であり、
その中には希望する就職ができず、
現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている等、様々な課
題に直面している方がいます。
このような方々に対する支援の取組の一つとして、労働局
及びハローワークでは、就職氷河期世代の方が企業において
職場実習を体験することを通じて、就職氷河期世代の方と企
業との相互理解を進めるための事業を実施しています。
事業主の皆さまには、就職氷河期世代の方々の活躍の場
を広げていくため、職場実習・体験の受入れにご理解とご協
力をお願いいたします。
〈お問い合わせ・連絡先〉
ハローワーク磐田
TEL：0538-32-6181
静岡労働局訓練室 TEL：054-271-9956



会員事業所完全予約制・予約受付中!

【開催日】

令和4年2月14日㈪〜3月15日㈫ ※土・日・祝日を除く
9：00〜16：00（12：00〜13：00昼休憩）
【会 場】 磐田商工会議所 2階会議室
【必要書類】①決算書・確定申告書、②帳簿、③印鑑
④保険料控除等証明書、⑤昨年の書類控え
【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。

予約制

経営なんでも相談

経営に関するお悩みに専門家が対応します。お気軽にご相談
ください。
【開催日程】①1月19日㈬、28日㈮、2月24日㈭、3月2日㈬、3月23日㈬
②2月2日㈬、9日㈬、14日㈪、3月9日㈬、18日㈮
【開催時間】①13：00〜16：00、②9：00〜12：00
【開催場所】磐田商工会議所 2階会議室
【相談内容】・資金繰り ・給付金関係
・補助金 ・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でお申込みください。

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】 お子さま1人につき350万円以内
【金 利】
年1.65%（令和3年11月1日現在）
※母子家庭の方などは年1.25%
【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

▶︎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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3月開催に係る出店者募集のお知らせ
下記日程にて「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
開催いたします。多くのご応募、お待ちしております。

静岡ブルーレヴズの選手へ
磐田市内の特産物を贈りました
12月20日㈪ヤマハ発動機㈱大久保グラウンドにて、磐田市の
特産品・農産物を静岡ブルーレヴズの選手に贈呈しました。
これ
は、1月7日㈮開幕のラグビー国内新リーグ NTTジャパンラグビー
リーグワン2022 に向けた静岡ブルーレヴズ激励会として実施し
たものです。
当日は、静岡県温室農協磐田支所・㈱松下工業・㈱遠州日
石、JA遠州中央農協、磐田化学工業㈱、磐田商工会議所より、
アローマメロンや海老芋・シラス等を贈りました。
激励に対し、静岡ブルーレヴズの堀川隆延監督と大久保直弥
ヘッドコーチは「磐田市内の皆さまへ 勝利 でラグビーの面白さを
伝えていきたい」
と話しました。
《ホームゲーム試合日程》
（会場：ヤマハスタジアム）
1月23日㈰ 14：30 vs 東京サントリーサンゴリアス
1月30日㈰ 14：30 vs NTTドコモレッドハリケーンズ大阪

2021全国そろばんコンクール
磐田地区大会開催

2021全国そろばんコンクール磐田地区大会を令和3年12月
18日㈯に開催いたしました。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4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。
優秀賞

部 門
小 2 以下の部
小 3 の部
小 4 の部
小 5 の部
小 6 の部
中学生の部
高校・一般の部

氏 名
清水 陸翔
青木俊太朗
夏目 敦生
辻
佑唯
原田 茜梨
髙梨 朱里
荒井
菫

【開催日】 3月13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】 50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7日㈪
【詳 細】 磐田商工会議所ホームページ参照
※市内感染状況により直前で中止とさせていただく場合がございます。
※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。

日商簿記検定のネット試験が
磐田商工会議所PC教室で受験可能です!
日商簿記検定ネット試験が磐田商工会議所パソコン教室で受
験可能となっております。
日商簿記検定ネット試験
は、随時受験が可能で結果も即日発表となる便利
な受験方法です。
この機会にぜひご活用ください。
〈お申込み・お問い合わせ〉
磐田商工会議所パソコン教室 TEL：0538-30-6390

モチモチ生パスタとピザのお店

マドンナポモドーロ

学校名・勤務先等
袋井市立袋井西小学校
磐田市立磐田中部小学校
磐田市立磐田中部小学校
磐田市立豊田南小学校
磐田市立青城小学校
磐田市立豊田南中学校
静岡県立磐田西高等学校

〜あなたの知らない魅力ある磐田をRE：サーチ〜

いわた仕事万博
『地元磐田の企業に就職したい!』
『磐田の魅力ある企業を知りたい!』

こんな方が
来場予定です

2023年高校・大学新卒、第2新卒の方の就職、一般の転職
を希望する方など向けに、磐田で活躍する中小企業の魅力を広
く発信する為のイベントを開催します。
【日 時】2022年2月13日㈰ 10：00〜17：00
【内 容】磐田市内の魅力ある中小企業30社が参加し、企業
の事業紹介や商品等の展示などを実施
【場 所】ワークピア磐田
【入場料】無料
主 催：磐田就職支援実行委員会 RE：サーチ
問合せ：0538-31-5000
iwatareseach@gmail.com（担当/加藤）

磐田市今之浦にある
「マドンナポモドーロ」は創業30年を迎える
イタリアンレストラン。人気のモチモチ生パスタとパリパリ薄生地のピ
ザがおすすめです。店内ではお酒を飲むこともでき、
カウンター席
があるため1人でも気軽に利用できます。
一年中食べられる人気商品のドリアは、濃厚なホワイ
トソースな
のにあっさり食べられてしまうと好評。冬季限定メニューとしてシー
フードとほうれん草のクリームスープパスタ、
ゴルゴンゾーラのピザが
登場。季節を感じられる一品です。
ピザとリゾット類のテイクアウト
が可能。ぜひご利用ください。

マドンナポモドーロ
磐田市今之浦1丁目1-5
☎0538-21-2810
【営業時間】11：00〜15：00（L.O14：30）、
17：00〜20：30（L.O20：00）
【定休日】 水曜終日
木曜ディナータイム（祝日営業）
【駐車場】 店舗前3台（店舗裏18台）

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

