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ヤマハ発動機株
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プ

ロードレース世
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高峰クラスであ
各国のメーカー
る MotoGP は
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、世界
、専用マシンと世
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なり、MotoGPと
は
初
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なってから年間
を数える。2021シ
チャンピオンは通
ーズン、
ヤマハファクトリ
算
8回
ーチームのファビ
選手はYZR-M
オ・クアルタラロ
1を駆り、5度の
優勝と5度の表
スランキングで世
彰台を獲得し、
界一に輝いた。
ライダー
世界一に輝いた
マシンのエンジン
、
ボディ、部品の
業・製造工場が
一つ一つは中小
切磋琢磨して作
企
ったものであり、
作り上げた企業
「
世
界一のマシン」
・技術者・職人
を
たちが磐田市内
に繋げていきた
にいるという誇り
い。
を未来

★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
〈お問い合わせ
〉 ●●●●●

●●●●●●
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●
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商工会議所 Information

令和3年度 青年部会（むすびの会）事業報告
【目 的】

当初の青年部会は、磐田地域に縁のある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、豊かな地域づくりに貢献することを目的として活動しています。
【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】92名
令和3年度
開催内容

1

4月20日㈫

2

6月15日㈫

3

8月27日㈫

4

11月29日㈪

5

12月21日㈫

6

2月22日㈫

総会開催・新入会員入会式・委員会タイム
これだけは知っておきたい決算書の読み方 / 金融活動に振り回されない経営を目指す方法 /
基本的な経営指標の読み方
【講師】インターブレイン税理士法人 山崎 広三 氏
『もったいないよ! 静岡県』〜全市町取材した私が思う5 つの理由〜
【講師】フリーアナウンサー 小沼 みのり 氏（元 SBS アナウンサー）
「経営者としての人生のターニングポイント」
【講師】磐田商工会議所 会頭 鈴木 裕司 氏
交流会
『すぐに実践したくなる!』〜職場・家庭の整理収納術〜
【講師】整理収納 楽 Study 代表 稲垣 嘉代子 氏
臨時総会 / 令和 3 年度 政策提言発表
「プロスポーツを活用したまちづくり」
【講師】静岡ブルーレヴズ㈱ 代表取締役社長 山谷 拓志 氏
卒業生への記念品贈呈式

〔開催日時〕 偶数月 第3火曜日 18：30〜
（予定）

『むすびの会』では随時
〔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
メンバーを募集しております。

〔年会費〕

10,000円

会員拡大委員会
資質向上委員会
政策提言委員会
会員拡大委員会
資質向上委員会
政策提言委員会

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

日本商工会議所は
創立100周年を迎えました
100周年スローガン 地域とともに、未来を創る
日本商工会議所（三村明夫会頭）は、1922年（大正11年）、各地商
工会議所の発意により、わが国経済全体の課題に対応するための常
設機関として創立され、今年、100周年を迎えることができました。創立
1月11日㈫、磐田グランドホテルにて令和4年新春会
以来100年間にわたり、活動を支えていただいた皆様に心より感謝申し
員賀詞交歓会を開催いたしました。昨年度に引き続き、
あげます。今後も、全国515商工会議所とともに、中小企業の活力強化
感染症予防のため従来よりも規模を縮小して実施、
ソー
と地域活性化による日本経済の持
シャルディスタンスでの配席等の感染対策を徹底して開
続的な成長の実現に向けた活動
催いたしました。鈴木裕司会頭は年頭のご挨拶として
を展開してまいります。
★『むすびの会』では随時メンバーを募集しております。
「SDGsやDX（デジタルトランスフォーメーション）
など、時
日本商工会議所では、令和4年
代の流れに対応した有用な情報をタイムリーに届けられ
1月から令和5年3月までを周年事
るようにしたい」
と話し、本年もコロナ収束と経済回復を
業期間と位置づけ、記念式典の開
願って、磐田市のお茶で作られた
『いわた茶缶』での乾
催をはじめ、記 念 誌 制 作や特 設
杯が行われ、短い時間でしたが会員相互の交流を深め
ホームページの開設など様々な記
ていただきました。
念事業を実施してまいります。

令和4年会員賀詞交歓会開催

▶︎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
新入会員事業所の皆様 ご紹介
事業所名
役職
代表者名
事業所住所 1
合同会社 persuade 代表社員 渥美
諭 磐田市三ケ野 674-8
坂本電設
代表
坂本 宏之 磐田市長須賀 219-1
合同会社おおふじ
代表
鈴木
勝 磐田市藤上原 383-11
玉響工房

代表

大庭 美咲
HAIR SALON ゆう
ゴルフ工房イフジ

代表

（対象期間：令和4年2月）

事業所電話番号
事業内容
0538-67-8280 屋根リフォーム・外装工事
0538-36-9037 電気
0538-38-0290 賃貸業
ガーデン装飾品の製作販売
090-7952-3367
と教室の開催
0538-42-8189 不動産業
0538-37-3737 美容院

梶原

京子 磐田市東新町 3-12-12

大庭
森

美咲 袋井市川井 218
祐子 磐田市大原 1820-2
磐田市富士見町 3-7-1
090-1412-4214 ゴルフクラブの組立と販売
敏均
エスポワール富士見台 103 号室

伊藤

令和4年
「新入会員の集い」のお知らせ
★新入会員同士の交流で、つながる仲間の輪! ★
磐田商工会議所では、令和3年度に当所へ新規ご入会い
ただきました事業所（98社）の皆様を対象に、下記日程にて
「新入会員の集い」
を開催いたします。
この事業は、商工会議
所事業に対する理解を深めていただくとともに、新入会員事
業所の相互交流を目的に開催しております。ぜひご出席いた
だき、異業種交流の場としてご活用ください。
【日時】4月28日㈭ 15：00〜16：30
【場所】磐田商工会議所 3階 大ホール
【対象】令和3年度ご入会事業所様

令和3年度
第5回企業懇話会を
開催しました
1月26日㈬、第 5 回となる企業
懇話会では カーボンニュートラル
への対応 をテーマに取り上げ、
ス
ズキ株式会社様、やまと興業株式
会社様よりご講演いただきました。1部のスズキ株式会社様に
は、エネルギー使用率の削減は見える化と情報の共有が大切
であり、横展開をすることで全体的な効果に結びつけることが
重要というお話を頂き、2部のやまと興業株式会社様には既
存事業を強化しつつ、新規事業に取り組むアイディアについ
てご説明いただきました。
ご参加いただきました皆様、
ありがとうございました。

雇用創造事業セミナー開催報告
3月3日㈭、磐田商工会議所にて雇用創造事業セミナー
「品質管理の基本（品質の基礎知識）」
を開催いたしました。
講師に吉田建彦氏を迎え、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した。
雇用創造事業では、地域の強
みを生かした新たな雇用創出を
目指し、事業者向け・求職者向
けセミナー及び就職促進メニュー
などを開催して、雇用機会の拡
大・人材の育成を進めています。

令和4年度 第1回企業懇話会 のお知らせ
テーマ：
「女性活躍で企業の活性化」
【日 時】5月17日㈫ 13：30〜16：30
【会 場】磐田商工会議所 3階／オンライン
【参加費】企業懇話会会員企業 無料／非会員企業 3,000円
◆第1部 企業の活性化を女性活躍の視点で考える
内 容 《講 師》㈲キャリア・アップ
代表取締役 須山 由佳子 氏
◆第2部 パネル討論で女性活躍のための本音を聞く!!
《パネラー》株式会社リ
トワードリンクス
代表取締役 寺田 朋広 氏
矢崎総業株式会社
解析技術センター長 木村 真澄 氏
詳細は同封チラシをご覧ください

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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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

【対象者】 新型コロナの影響で、令和3年11月〜令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月〜令和3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）
【申請期間】5月31日㈫まで
【申請方法】
「事業復活支援金」専用ホームページへアクセスして、
マイページより申請
「仮登録をする」ボタンを
押して、アカウントを作成

磐田商工会議所へ
事前確認の予約を取る

磐田商工会議所にて
事前確認を受ける

マイページより
必要事項を入力して申請

※一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方は、原則として、
その申請IDを用いての申請が可能となります。
※磐田商工会議所では会員事業所のみ事前確認を実施いたします。

【給付額】 算出式

申請に
必要な
書類

給付額＝（基準期間※1の売上高）ー（対象月※2 の売上高）×5

①〈法人〉履歴事項全部証明書、
または〈個人事業主〉本人確認書類（免許証、パスポート、健康保険証 等）
② 平成30年・令和元年・令和2年の確定申告書、決算書控え

（税務署の受付日付印がある確定申告書、
または電子申請の場合は受信通知。以上がない場合は税務署にて「所得証明（その2）」
を発行してください）

③ 対象月
（売上が50%以上減少した月）の売上台帳 等
④ 振込先の通帳
⑤〈飲食店の場合〉飲食業許可証

事業復活支援金

〈お問い合わせ〉事業復活支援金相談窓口：☎0120-789-140（受付時間 土日祝日含む全日 8：30〜19：00）

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・延長分）
静岡県では、下記要請に応じていただいた事業者で、県が定める支給要件を満たした場合に協力金を支給します。
【対象期間】

1月27日㈭ 0時 〜 2月20日㈰ 24時（最大25日間）
2月21日㈪ 0時 〜 3月 6日㈰ 24時（最大14日間）
※延長期間については別途申請の必要がありますのでご注意ください。

【要請内容】［A］第三認証（ふじのくに安全安心認証制度、はままつ安全安心な飲食店認証制度）
を受けた飲食店
①営業時間短縮（5時〜20時までの間）、酒類提供終日停止
②営業時間短縮（5時〜21時までの間）、酒類提供可（5時から20時までの間）
［B］第三認証を受けていない飲食店
③営業時間短縮（5時〜20時までの間）、酒類提供終日停止
【支給額】 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
※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】

3月22日㈫まで

4月7日㈭まで

※両期間とも郵送の場合は当日消印有効。

【申請方法】［郵送］必要書類を揃え、郵送にて下記住所までお送りください。
電子申請はこちらから▶
［電子］専用ホームページから電子申請が可能です。
【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

ドローンによる空撮、
お任せください!!

静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

\お得な情報やイベント情報、会員さん紹介など/

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

磐田商工会議所SNS 情報発信中!!
LINE公式アカウント

Instagram
◆磐田商工会議所

◆広報宣伝部

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

▶︎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
静岡県中小企業等

事業継続応援金 のご案内

★時短要請協力金の対象事業者や事業復活支援金を受給した事業者は応援金の受給はできません。
【対象事業者】
【対象事業者の例】
静岡県内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人事業者
飲食店と直接・間接的に
対面で個人向けに商品や
（県の協力金の対象事業者は除く）
取引がある事業者
サービスを提供する事業者
【対象要件】
○食品加工・製造事業者
○旅行関連事業者
以下の①又は②に該当する中小法人・個人事業者
○器具・
備品事業者
○その他事業者
①飲食店への時短要請等の影響を受けていること
○サービス事業者
○上記事業者へ商品・
②外出自粛等の影響を受けること
○流通関連事業者
サービス提供する事業者
【売上要件】
○飲食品・器具・備品等の
2022年2月の売上が、2019年、2020年又は2021年2月と比較
生産者
して20%以上30%未満減少していること
【給付金額】 ※定額・1回限り
【給付対象外となる場合】
法人：上限10万円、個人事業者：上限5万円
● 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の対象事業者となっている場合
※30%以上減少している場合は、国の事業復活支援金の給付
● 事業復活支援金を受給している場合
対象となります。併せて受給することは出来ません。
● まん延防止等重点措置が原因で売上が減少しているわけではない場合
【申請期間】 6月30日㈭まで
・顧客との取引時期の調整により売上が減少している
【申請方法】 申請手順は県ホームページに掲載予定
〈お問い合わせ〉コールセンター TEL：0120-371-060
（9：00〜17：00、土日祝日含む全日）
静岡県中小企業等 事業継続応援金

・時短要請に関係なく営業日数が少ないことによる売上減少
・事業活動に季節性があるケース
（例：夏場の海水浴場等）
における
繁忙期や農作物の出荷時期以外など
● 売上要件と対象要件のいずれかを満たさない場合 など

令和4年度の主な補助金 公募スケジュール
❶ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金

❷小規模事業者持続化補助金

赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む中小企業向けに特別枠を創
設し、優先採択や補助率引上げを実施。

赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む
事業者向けに特別枠を創設。また、後継ぎ候補者が実施する新たな取組みや創業を支援する
特別枠、インボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠も創設。

〈補助対象〉革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等
〈補助上限〉・ 通常枠（1/2）、
（補助率） 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠（2/3）
750万円、1,000万円、1,250万円
・グリーン枠（2/3）
：1,000万、1,500万、2,000万

❸IT導入補助金

〈補助対象〉小規模事業者が経営計画を作成して取組む販路開拓等
〈補助上限〉
（補助率：2/3）
・通常枠：50万円
・成長分配強化枠：200万円
・新陳代謝枠：200万円 ・インボイス枠：100万円

❹事業承継・引継ぎ補助金

インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入補助に加え、PC等のハード 事業承継・引継ぎ後に係る取組みを、年間を通じて機動的かつ柔軟に支援。
購入補助等を実施。
〈補助対象〉
〈補助対象〉ITツール、PC、
タブレット、
レジ等
・事業承継、引継ぎ後の新たな取り組みに関する設備投資等
〈補助上限〉・ITツール
〜50万円（3/4）
・事業引継ぎ時の専門家活用費用等
（補助率）
50〜350万円（2/3）
・事業承継、引継ぎに関する廃業費用等
・PC、
タブレット 10万円（1/2）
〈補助上限〉150〜600万円（補助率：1/2〜2/3）
・レジ等
20万円（1/2）

補正予算成立後、詳細が発表されます。
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
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Hazard

Analysis

Critical

Control

Point

より安全性の高い食品製造のため、HACCP構築を推進いたします。


食品衛生協会磐田支部

▶︎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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電子帳簿保存法が改正されました（シリーズ②スキャナ保存）
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。今回は②スキャナ保存についての改正ポイントをお知らせします。

★改正されて何が変わる?
（スキャナ保存編）
税務署長による事前承認制度が廃止されました。
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。
● 不正防止の観点から必要だった原本
（紙書類）の保存が不要となり、
スキャン後すぐに廃棄することができます。
● 自署が不要となり、
最長2カ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプ付与するよう変更されます。
●
●

スキャナ保存のイメージ

紙面で受領・作成した書類をスキャナやスマートフォンで読み込み、
タイムスタンプを押して画像データで保存すること

・記録項目の入力
・タイムスタンプを付与

スキャナ・スマホで取り込み

タイムスタンプとは？

原本破棄OK

★求められる主なシステム要件
●

電子データの存在を日時によって証明
する技術のこと。存在確認と改ざん防止
が目的。

訂正または削除の事実および内容の確認等が行えること。

●「日付」
「金額」
「取引先」
を検索要件として設定できること。
●

パソコン内
で保管する

税務職員による質問検査権に基づきデータをダウンロードできること。
国税庁 電子帳簿保存法

〈お問い合わせ〉磐田税務署 法人・個人課税部門 TEL：0538-32-6111

会員事業所限定サービス

WEBセミナー
のご案内

おうちで
セミナーが受講
できる!

ビジネスマナー講習会を基礎編・応用編と2回に
分けて開催いたします。基礎編は新社会人・若手社
員の方が対象、応用編はビジネスマナーの再チェック
講座として実践的な内容となります。男女・年齢問
わず多くの皆様のお申し込みをお待ちしております。

インターネットで各種セミナーを閲覧する
ことができる商工会議所会員事業所限定
サービスのご案内です。
★WEBセミナーのおすすめポイント
●お好みの動画コンテンツがクリックひとつで視聴可能
●何時でも何処でも何度でも! インターネット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!
★WEBセミナーどうやって観るの?
①磐田商工会議所ホームページ内バナー広告をクリック
②サービス案内画面より
「視聴はこちら」
ボタンをクリック
③WEBセミナーTOPページより
「ログイン」
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

（コロナウイルス感染予防のため、人数を制限して開催いたします）

紳 士・婦 人 の 洋 品・下
着・靴下など揃っていま
す。配達もいたします。
【営業時間】
9：00〜19：00
【定休日】
日曜

〒438-0086 磐田市見付（中川町）5071-5
TEL.32-5635

師】 ハルソラ合同会社 代表

地口 伊智子 氏
内田 順子 氏

フリーアナウンサー
【申込方法】
QRコード又は磐田商工会議所ホームページより専用
フォームにアクセスし、お申込みください。

⑤視聴したい動画コンテンツを選択する

磐田スタンプサービス店会

【開催日時】①基礎編 4月22日㈮ 13：30〜16：30
②応用編 5月27日㈮ 13：30〜15：30
【会 場】 磐田商工会議所 3階 大会議室
【受講料】 1講座 会員：1,000円 非会員：3,000円
※両講座を受講する場合は、
会員：1,500円 非会員：4,500円
【定 員】 各15名
【講

〈ログインID〉k0329 〈パスワード〉2261

三好屋衣料品店

新社会人・若手社員のための
ビジネスマナー講習会 のご案内

参加店舗紹介

井口製菓㈲
見付名物あわ餅通年販売!
その他冠婚葬祭用餅・菓子等製
造いたします。ご用命ください!
【営業時間】
9：00〜18：00（早じまい有）
【営業時間
水曜（不定休有）

〒438-0086 磐田市見付（宿町）2663

TEL.32-3951 iguchiseika@wind.ocn.ne.jp

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

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

11
㈪

10
㈫

金融相談②（10：00 〜 12：00）

20
㈬

20
㈮

―

19
㈭

13
㈬

11
㈬

―

―

労務相談（13：00 〜 15：00）

20
㈬

―

不動産相談（13：00 〜 16：00）

8
㈮

13
㈮

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

浅野 眞人 不動産鑑定士

※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。

あなたの年金
簡単便利な「ねんきんネット」で
「ねんきんネット」はこれまでの年金記録や、将来受け取る年金
の見込額などご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォ
ンから、
いつでもどこでも確認できるサービスです。

ねんきんネットでできること
・ご自身の年金記録の確認
・将来の年金見込額の確認
・電子版「ねんきん定期便」の確認
・電子版「被保険者記録照会回答票」の確認
・年金の支払いに関する通知書の確認
・源泉徴収票、社会保険料控除証明書などの再交付申請
・各種届書の作成、印刷
・持ち主不明の年金記録の検索
・私の履歴整理表作成

ご利用対象者
基礎年金番号をお持ちの方
（昭和61年4月以前に年金受給
権が発生した老齢年金受給者の
方はご利用いただけません）

登録には
マイナンバーカード
が必要です!

〈お問い合わせ〉
0570-058-555（ナビダイヤル） 03-6700-1144


定例個別相談に新しく

不動産相談 が加わりました
毎月実施している定例個別相談に『不動産相談』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。

【相談内容】 ◆不動産価格に関すること
（購入・売却時の価格、相続や事業承継 等）
◆地代・家賃に関すること
（適正賃料 等）
【日
程】 毎月第2金曜日
【時
間】 13：00〜16：00
【対応専門家】浅野

予約制

眞人

不動産鑑定士

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。
【開催日時】3月18日㈮ 9：00〜12：00、
3月23日㈬ 13：00〜16：00
【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。

労働保険年度更新のお知らせ
労働保険事務組合では、4月中旬（予定）から労働保険の年度
更新を実施いたします。
【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
※令和3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

新型コロナに感染した、濃厚接触者になった等で
確定申告ができなかった場合

個別に申請期限を延長することが可能
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納
付等することができないと認められる場合には、所轄税務署長に
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
を提出・承認を受
け、
その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による
期限延長が認められることになります。
例）納税者本人や担当税理士等が感染・濃厚接触者になるな
ど、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の申告・納
付等を期限までに行うことが困難 等
※受診証明等を開示するよう求められる場合があります。

▶︎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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年間開催スケジュール

第15回開催報告
まちめぐりゼミナ〜ルは、お店の方が講師となってプロならでは
の 知識 や コツ を無料でお客様に教える、少人数制のミニ講
座です。
2月16日㈬〜3月27日㈰まで、
『第15回いわたまちめぐりゼミナ
〜ル』
を全29店舗参加にて実施しています。各実施店舗では感
染対策を十分に行い、訪れた参加者に プロの技 を伝授しまし
た。参加者からは「お店の方と知り合えるのが面白い」
「明日自慢
したい豆知識がたくさんあった」
など、好評の声があがっています。

みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市の令和4年度の年間
スケジュールは以下のとおり開催する予定です。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、是非
ご来場ください♪
回

日 程

申込期間

46

2022年5月8日㈰

2022年3月15日㈫〜4月4日㈪

47

9月11日㈰

7月4日㈪〜8月1日㈪

48

12月11日㈰

10月3日㈪〜11月7日㈪

49 2023年3月12日㈰

2023年1月5日㈭〜2月6日㈪

※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。

市内プロスポーツチームを応援!

令和4年1月より入所しました職員をご紹介します。

ホームゲームスケジュール

芥川 武佐志（アクタガワ

ジュビロ磐田と静岡ブルーレヴズを応援しよう!
プロフィール

ジュビロ磐田ホームゲーム日程
2022 明治安田生命 J1リーグ
節

開催日

対戦相手

試合会場

7

4/6㈬

川崎フロンターレ

ヤマハスタジアム

9

4/17㈰

サンフレッチェ広島

ヤマハスタジアム

10

4/28㈭

名古屋グランパス

ヤマハスタジアム

14

5/14㈯

FC東京

ヤマハスタジアム

ムサシ）

【趣 味】
筋トレ、
ランニング
【好きな食べ物】スイーツ、家系ラーメン
《ひとこと》磐田市の活性化に尽力します!
よろしくお願いします！

フルーツコッぺとコーヒーのお店

テイクアウト専門 16cafe

※いずれの試合もDAZNで放映決定。
※開催日程・場所が変更となる場合があります。
ご了承ください。

静岡ブルーレヴズホームゲーム日程
節

開催日

対戦相手

試合会場

10

3/20㈰

コベルコ神戸スティーラーズ

エコパスタジアム

11

3/27㈰

埼玉パナソニックワイルドナイツ

IAIスタジアム日本平

12

4/9㈯

14

4/23㈯

トヨタヴェルブリッツ

エコパスタジアム

16

5/8㈰

東芝ブレイブルーパス東京

ヤマハスタジアム

磐田市役所の東側、
ジュビロード沿いにある
「16cafe」は、令和
3年10月にオープンしたコッぺパンサンドを扱うテイクアウト専門店。
カラフルなフルーツコッぺが並ぶショーケースはどれも可愛くて目移
りしてしまいます。焼きそばや照焼チキンなどのお惣菜コッぺも人
気。市内のパン屋さんが作るコッペパンはふわふわで、季節に
よって新商品も追加されるので要チェックです。学生向けの学割
や毎月16日
（イチロクの日）のサービスも好評実施中! 近隣の高
校生にも大人気の可愛いフルーツコッぺ。ぜひお試しください。

リコーブラックラムズ東京 ヤマハスタジアム

※開催日程・場所が変更となる場合があります。
ご了承ください。

磐田CHAMBER NEWSの
表紙で貴社を紹介しませんか?

磐田商工

CHAM
BER
NEWS
会議所

磐田

会報

会議所

ニュース
No.601

磐田商工

会議所

発行日

会議所
ニュース
人 ···· 磐田商工
IWATA
会議所
■ 印刷 ·············· 磐田市中
CHAMBE
· 株式会社 泉281-1 ☎32-22
R OF COM
大進堂（奇数月
61
MERCE
発行）
AND INDU
STRY
■ 編集・発行

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!

会報

静岡ブルーレヴズ

ラグビー新リーグ
「NTTジャパン
ラグビーリーグワ
2022」
が1/7㈮につい
ン
に開幕。
ヤマハ発動機ジ
から静岡をホスト
ュビロ
エリアとするプロ
フェッショナルラ
クラブに生まれ変わった静岡
グビー
ブルーレヴズは
㈰、1/30㈰にヤマハ
、1/23
スタジアムで待ち
に待ったホスト
ゲーム2連戦を
迎えます。静岡の人々
と共に戦い、共
に勝利を喜びを
分かち合い、静岡から世界を
るクラブをつくってい
魅了す
きますので、是非と
もスタジアムで
熱いご声援をお願い
致します。
■1/23㈰、30日㈰ホス
トゲーム情報は
https://www.s
こちら
hizuoka-bluere
vs.com/opene
r/

★磐田

CHAM

BER 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

令和 4 年

1月15日
（1）

令和4年

1月15日発
行

601

Vol.

テイクアウト専門 16cafe
磐田市見付3026
☎ 0538-31-7058
【営業時間】10：00〜17：00
【定休日】 日・月曜
【駐車場】 道路挟んで店舗前東側2台
旧中央堂書店東側2台

-32-22
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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

