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那須塩原市商工会プレミアム付商品券 販売
９月２９日から１０月３日までの５日間、那須塩原市商工会、那須塩原市商
工会塩原支所、西那須野商工会にて販売しました。

新型コロナウイルスワクチン職域接種事業
令和３年９月１８日、１９日に１回目を、１０月１６日、１７日に２回目を行い、合計
４日間にわたって新型コロナウイルスワクチンの職域接種が行われました。
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【 黒磯支部活動報告】

【 東那須野支部活動報告 】
地元の大原間小学校ソフトボール部が、８月１日
に宮崎県宮崎市で行われた全国大会に出場しまし
た。支部会員のお子様がソフトボール部員でした。
全国大会に行くのにかなりの資金が必要とのこと
で、相談がありました。もちろん、私たちの母校で
すから協力しましょうとのことで、支部会員の皆様
に通知をしまして、協力金のお願いをしました。支
部は地域密着であり、商売だけでつながっている訳

日頃より、商工会の皆様には、会に対して、ご理解、
ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
今年度は、令和３年度５月12日に黒磯支部通常総
会にて、議案承認され、動き出しました。
しかし、新型コロナウイルスの影響にて、支部と
しての活動は、未だ殆どの事業が出来ないのが現状
です。

ではありません。私たちにできることから少しずつ

こんな新型コロナウイルスの変動による社会不安

地域に貢献することで、回り回って商売につなげて

定の時代だからこそ、会として、企業として、個人

いければと思っています。

として、様々な思案を重ね難局を乗り越えなければ

さらに、今年度も那須塩原駅周辺のイルミネー
ションを行う予定でおります。12月くらいから２月
の中旬までの約２ヶ月間の点灯になります。これら
のイルミネーションはまちづくり委員会の有志が手
作りで設置しています。那須塩原駅を降りて、少し
でも明るい気持ちになってもらえたらと10年以上続

ならないと思います。
結びにお願いがあります。
こんな時代だからこそ支部に対して、会員の率直
なご要望ご指導ご鞭撻を賜りたく思います。
できれば、多くの会員のご意見をいただき、今後

けている活動です。今年はどんなイルミネーション

の支部活動に活用して行きたいと思います。

になるのか楽しみにしていてください。

皆様の御協力よろしくお願い申し上げます。

支部長

室越

礼一

【 鍋掛支部活動報告 】

支部長

平川

琢已

【 高林支部活動報告 】

鍋掛支部では、本年度も「視察研修」や「なべか

高林支部ではコロナ禍においても屋外で密になら
けまつり」への参加等の事業が中止と成りましたが、 ないとして、7 月 15 日に高林児童公園の草刈りを、
高林職人組合と合同で実施しました。
新型コロナウイルス感染症対策那須塩原市プレミア
また、１０月１０日に高林公民館にて室越礼一氏
ム付商品券販売の手伝いや、新型コロナウイルス職 （東那須野支部長）を講師として招き、コロナ禍で
域接種事業の手伝いをしました。
も会議が実施できる様に Zooｍの使い方や活用法を
学ぶための講習会を実施しました。講習会終了後に
２０２０年１月１５日に我が国で最初の感染者が
は再び、高林児童公園の草刈りを行いました。
確認されてから、もうすぐ２年に成ろうとしていま
残念ながら、納涼祭、消費者還元スポーツ大会は
す。以前は毎日の様に夜遅くまで飲み歩いて寝不足
中止となってしまいましたが、これからも支部とし
で二日酔い！そんな方が今では、毎日家飲みで少し
てコロナ禍でも活動できる事業を進めていきたいと
飲んだら眠くなって早寝して、朝は早起きに成り、 思います。
支部長 中川 丹重
気が付いたら体重が減りお腹廻りも細くなり、頗る
健康に成った方も少なくないと思います。
出来る限り早い時期にコロナ禍前の経済状態に戻
って欲しいと思います。しかし、これからも新型コ
ロナウイルスの感染対策は万全にしなければ成らな
いと思います。
支部長

川崎

誠
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【 箒根支部活動報告 】
コロナウイルスワクチンが２回受けられることに
なり、感染が全国的にかなり少なくなりつつありま
すが、全体的に行事などは中止となる傾向が多く見
られます。オリンピック後の感染拡大のリバウンド
を防ぐためでもありますが、支部活動としても、ほ
とんど実行できませんでした。
そのような中でしたが、ワクチン接種事業やプレ
ミアム付商品券販売の協力を致しました。
今年もあと２か月、コロナウイルス感染拡大が撲
滅することを祈り、今後の事業活動に取り組んで行
く事と致します。
支部長 渡邉 悦雄
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【 塩原支部活動報告 】
塩原支部では、研修や講習会等の事業を予定して
おりますが、新型コロナウイルス感染症および緊急
事態宣言により、年度後半に予定を変更し行うこと
になりました。
塩原温泉では、緊急事態宣言明けに伴い、様々な
観光イベントや交通機関の無料運行などが行われま
す。塩原支部としましては、それらのイベント等に
積極的に関わり塩原温泉全体での盛り上がりに積極
的に協力してまいります。
また那須塩原市民リフレッシュキャンペーン第３
弾や県民一家族一旅行事業などお得な宿泊補助事業
が行われています。会員の皆様におかれましては、
この機会にぜひご宿泊くださいますようお願いいた
します。
塩原支部長 杉山 岳人

︻ 青年部活動報告 ︼

R３年４月に部長になり、はや半年が過ぎました。
５月、６月、７月と月に一度は定例会を開催し、９月に行う小学生を対象にしたフレンドリース
マイルカップの予定をたてていました。しかしながら９月になると栃木県にも緊急事態宣言が発令
され、やむを得ず開催を断念することとなってしまいました。
そんな中ではありますが、７月に宇都宮市で行われました主張発表大会では第３ブロックを代表
いたしまして、我が青年部、副部長の平山篤がスピーチを行いました。惜しくも栃木県代表にはな
れませんでしたが、聞いてる人の心に伝わる素晴らしい内容のスピーチでした。短い準備期間でし
たが、代表として素晴らしいスピーチ、ありがとうございました。
緊急事態宣言があけた10月６日には、久し
ぶりに第３ブロック青年部が集まりゴルフ大
会を開催いたしました。他の商工会と久しぶ
りの交流となり、開催できてよかったと思い
ます。
今後もまだまだ先のわからない事態が続く
とは思いますが、できないのではなく、今で
きることを考え、残りの部長としての青年部
活動に取り組みたいと思います。
今後とも那須塩原市商工会青年部をよろし
くお願い致します。 青年部長 藤田 克明

︻ 女性部活動報告 ︼

私たち
（女性部）
だから・
・
・出来る活動を。
待ちに待ちました。多くの皆さんが心待ちにしていた、緊急事態宣言が９月末日、やっと解除さ
れました。何も出来ないでいるもどかしさを感じたこの期間でしたが、ある意味では冷静に地域を
見つめ直し、今後の活動について考える時間を頂けたと前向きに捉えたいと思います。
自粛生活で心が荒みきっていた頃、絵手紙教室を開催しまし
た。オリジナル作品づくりにマスクの中にも笑顔が感じられる
和やかな時間、久々の再会に近況報告するなど有意義な時を過
ごしました。
12月４日〜５日は第３ブロック研修として、山梨県南都留中
部商工会女性部との「おもてなし交流事業」を開催いたします。
また、女性部特有の強行一泊弾丸トラベラーも企画検討中です。
今後においては「地域・商売の応援団」であるべきという信
念を持ち続け、「with コロナ、after コロナ」として、今まで以
上に気配り、目配り、心配りを心がけ、私たち（女性部）だか
ら出来る活動をして参りたいと思います。２年間の活動自粛か
ら一歩前へ・・・歩みを止めないで進んでいきましょう。
会員皆様のご健康とご多幸をお祈りいたしますとともに、活
動参加ご協力を宜しくお願い申し上げます。
女性部長 大島 小織
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観光部会活動報告
観光部会では、那須塩原市の自然フォトコンテストの実施及び作品の審査会、カレンダーの作成を行いま
した。本年も素晴らしい作品が多数応募され、非常に良いカレンダーとなっております。ご購入された会員
の皆様には御礼申し上げます。
また、本年は那須塩原自然再発見の旅として、もみじ谷大吊橋周辺での SUP（スタンドアップ・パドルボー
ト）体験ツアーを行う予定でしたが、悪天候と水位不足のためやむなく中止となってしまいました。お申し
込みいただいた皆様には申し訳ありませんでした。次年度以降に機会を設けさせていただきますので、ご期
待ください。
観光部会長 杉山 岳人

創 業 支 援 塾
本年の創業支援塾は、8 月 26 日 ( 木 ) に開講し、10
月 1 日 ( 金 ) までの合計 10 回にわたり開催いたしました。
中小企業診断士である潮 一夫先生を講師に迎え、那須塩
原市内で創業予定の、14 名の受講生にご参加いただきま
した。
講義の内容は、基礎的な創業の知識から、マーケティン
グ、資金繰り表の作成まで多岐にわたり行われました。ま
た、本年の創業支援塾では新しい形での講義をいくつか取
り入れました。1 つは、実際にパソコンを用いて、お店の
ＰＲチラシやＷＥＢページを作成し公開まで行うマーケ
ティング講義です。2 つめは、先輩実業家のお店を訪問し
て実体験を聞き交流する現場研修です。その他、昨年好評
であった、市内金融機関にご協力いただき、実際に金融機
関の職員にアドバイスをもらいながら資金繰り表を作成で
きる講義を行いました。どれも講師の皆様の指導のもと、
受講生は休憩時間まで熱心に取り組んでいました。
本年は、最終的に１０名の受講生が修了証書を受け取ら
れました。最後まで参加してくださった受講生の皆様はも
ちろんのこと、講師としてご協力くださった鈴木亜深先生、
大家美智子先生、「仏式茶寮カミノ」の高根澤勇一様、市
内金融機関の職員の皆様、ありがとうございました。

栃木県最低賃金

時
間
額
「栃木県マスコットキャラクター とちまるくん」

※ 事業場の見やすい場所に掲示してください。

882

黒磯初市 中止のお知らせ

円

発効日：令和３年 10 月 1 日

必ずチェック 最低賃金！使用者も 労働者も
（最低賃金は常時作業場の見やすい場所に掲示する等により周知しなければなりません）
◎
◎
◎
◎

栃木県内で事業を営むすべての使用者及び事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり処罰されることがあります。
最低賃金には、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる賃金及び時間外割増賃金等は含まれません。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電話 028‐634‐9109）又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

例年開催されていた黒磯初市ですが、
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
中止にすることと致しました。楽しみ
にして頂きました皆様には申し訳ござ
いませんが、何卒ご理解の程よろしく
お願い致します。
黒磯支部執行部会
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パソコン講習

令和３年10月11日、10月13日の計２
日間にわたり、那須塩原市商工会にてパ
ソコン講習会が開催されました。㈱ネオ
クラシックの柴田幸紀先生を講師に迎え、
「グーペ」を活用したホームページの作成
方法について学びました。
「グーペ」とは、GMO ペパボ株式会
社が提供しているホームページ制作サー
ビスで、商工会員であれば月額費用０円
で利用できるサービスです。豊富なデザ
インを選ぶだけで自社サイトが作れるの
で、ホームページ初心者でも使いやすい
のが特徴です。
商工会員向け無料ホームページ「グー
ペ」のお問合せは商工会までお願いいた
します。

キャッシュレスセミナー

『今からでも遅くない！キャッシュレス決済活用セミナー』
８月２５日、商工会館２F にてキャッシュレス活用セミナーが開催されました。
マーケティングコンサルタントを講師に迎え、キャッシュレス決済の現状やメリットから、導
入するポイントまで、日頃の
事業経営でのキャッシュレス
化について幅広く学びました。

経理セミナー

10 月 12 日から 10 月 29 日の間、那須塩原市商工会にて全６回の経理セミナーが行われました。
今回のセミナーでは、（株）サクシードから講師をお呼びして、簿記の仕訳から決算書・貸借
対照表の作成、経理実務として抑えるべきポイント等を学びました。

那須塩原市商工会
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新規加入会員のご紹介

（令和３年度４月１日〜令和３年度９月３０日）

合計３０事業所

★飲食業
ガレージパラダイス

池田

ＲＯＹＣＥ

敏雄

塩原607-4

飲食業

杉本智恵美

若草町118-469

飲食業

Shiobara diner N

小山

塩原691渡辺アパート102

飲食業

くじらぐも

加藤奈々絵

埼玉459-3

飲食業

京割烹

阿くつ

阿久津秀人

大黒町3-25

飲食業

㈲大樹

寿し春

北畠

大輔

豊浦南町88-115

飲食業

こはる合同会社

前田

伸枝

黒磯6-189

中古車販売

菊地

一憲

東原208-28

ネット物販

ミナトス

池永

一哉

上厚崎590-19

古本ネット販売業

パン工房olieve

君島

真樹

清住町94-282

菓子製造・小売

㈱齊藤製作所

齊藤

修

鍋掛1085-796

プラスチック精密切削加工

Metal Works Kizawa

木沢

敦

油井12-16

製造

モアナ美容室

井上

ツヤ

安藤町40-459

美容業

響

鈴木

健太

若草町118-469

カラオケレンタルメンテナンス

美容室bouquet

堀江

泰子

埼玉3-139エステートピア103

美容業

Dog Salon IPU

村上

夏美

青木27-2475

トリミングサロン

栃木県資産管理協会株式会社

佐藤

崇

下厚崎264-81

測量設計・不動産管理業

株式会社init６

本間奈緒子

北弥六27-1

ITコンサル

合同会社

渡部

俊和

寺子2293-211

各種コンサルティング業

大森

健也

安藤町40-564

ハウスクリーニング業

稔設備工業

小貫

稔

東原110-112

給排水設備業

石川シーリング

石川

秀幸

豊浦10-9

防水工事業

青野機工

青野

学

若草町117-1047

機械設備

坂本電機

坂本

秀夫

鍋掛1475-296

電気工事業

株式会社リメック

新貝

康雄

下厚崎264-81

建設業・不動産業

株式会社

高田

正光

東原3-1328

機械器具設置工事業

梶村

常男

末広町64-21

電気設備管理

阿部

詠子

東大和町1-30

旅館業

YZ企画株式会社

吉成

仁

東小屋315-6

不動産賃貸・ビジネスホテル経営

ギャラリーバーン

清野

鉄平

小結88-197

スペースのレンタル（アート作品）

日生

★小売業

★製造業

★サービス業

渡部俊和事務所

ベルエール

★建設業

北関東架設

梶村電気管理事務所

★旅館業
兎や株式会社

★その他
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持続化補助金を利用してみませんか
令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉
令和 2 年度第 3 次補正予算 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉
商工会では、国の補助金である「小規模事業者持続化補助金」申請を支援しています。経営計画を作成し地
道な販路開拓等に取り組む方、ぜひご利用ください。

〈一般型〉

・補助率

2／3

※補助上限額：50 万円

・締切日

第 7 回締切

2022 年 2 月 4 日（金）

活用例

・新しい機械を導入して新商品の開発や新しいサービスを開始する
・新たなサービスを開始するにあたり、チラシを作成してＰＲするとともに、新たな顧客獲得を図る
・新しい事業の取り組みに伴い、店舗の改装を行う
・新たな販路開拓のための展示会出展費用
※単なるホームページの改修や既存機械の取替えは、補助対象外となりますのでご注意ください。

〈低感染リスク型ビジネス枠〉

新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな
投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組みを支援
します。
以下の①から⑤をすべて満たす取組みが補助対象となります。
① ：補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
② ：使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
③ ：原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
④ ：証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
⑤ ：申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
・補助率
・締切日

3／4
※補助上限額：100 万円
第 5 回締切 2022 年１月12日
（水）

第 6 回締切

2022 年３月９日（水）

活用例
・対人接触を減らすための自動受付機や移動販売車両を購入し、非対面型のサービスを提供する
・テイクアウトを始めるにあたり、チラシを作成してＰＲするとともに、新たな顧客獲得を図る
・対人接触を減らすための店舗の改装を行う
・オンライン展示会の出展料
・テイクアウト未実施の飲食店がテイクアウト用弁当を新たに開発するための経費
※低感染リスク型ビジネス枠の応募は、補助金申請システム（J グランツ）のみの受付となります。
書面での申請はできませんのでご注意ください。
※補助金申請にあたっては、
「G ビズ ID プライムアカウント」の取得が必要です。取得には 1 週間程度かか
ります。また、書類の不備などの場合は、更に時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
※アカウント取得方法は、J グランツホームページをご確認ください。
URL：https://www.jgrants-portal.go.jp
J グランツ QR コード

共通注意事項
※補助金交付決定後、定められた期日までに実績報告書等を提出していただきます。
※補助事業終了後から 1 年後の状況についての報告がありますのでご注意ください。
※申請を希望する受付締切日の前 10 ヶ月以内に、下記補助金の採択・交付決定を受けている事業者は応募
できません。
・令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉
・令和 2 年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉
※一般型に申請する場合、コロナ特別対応型の採択を受けていても、申請が可能です。
・令和 2 年度第 3 次補正予算 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

くわしくは商工会または低感染リスク型ビジネス枠コールセンターまでお問合せください。

那須塩原市商工会

本所：0287-62-0373

支所：0287-32-3767

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター

03-6731-9325 受付時間 9:30 〜 17:30（土日祝日除く）
低感染リスク型ビジネス枠事務局ホームページ https://www.jizokuka-post-corona.jp/

那須塩原市商工会
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年末調整納付指導会のお知らせ
【会場および日程】
○黒磯地区
日程

令和４年１月６日（木）
午前９時〜午後４時

会場

那須塩原市商工会

２階

（末広町６４−２７

大会議室

☎６２−０３７３）

○塩原・箒根地区
日程

令和４年１月６日（木）
午前９時〜午後４時

会場

那須塩原市商工会塩原支所
（塩原６７５−９

☎３２−３７６７）

※持参いただくもの等ご
不明な点は、那須塩原
市商工会までお問い合
わせ下さい。

2022年版 ｢那須塩原市の四季｣ オリジナルカレンダー販売中です！
見本

当商工会では地元観光資源のＰＲとして、那須塩原市の四季折々の景観を取
り入れたオリジナルカレンダーを発行しております。今年も 2022 年版オリ
ジナルカレンダーを以下のとおり販売いたします。

◇規格：Ａ２版（縦 60 ㎝ × 横 42 ㎝）
全７枚綴／カラー印刷／写真８枚使用／１枚で２ヶ月の暦
◇販売価格：１部 ４３０円（税込）
※商工会会員様特別価格です。
（一般価格：1 部 ６００円（税込））
◇販売期間：令和３年 12 月 24 日（金）まで
※売り切れ次第終了となります。
那須塩原市商工会本所・支所にて好評発売中！

【お問合せ】
那須塩原市商工会塩原支所
〒329-2921 那須塩原市塩原６７５−９
ＴＥＬ.０２８７-３２-３７６７
ＦＡＸ.０２８７-３２-２５０９

編集後記

残 念 な こ と に 今 年 も、

盆踊りや巻狩祭が中止に

なりイベント等の記事を

掲載する事ができません

で し た。憎 き コ ロ ナ で す

が商工会主催のコロナワ

クチン職域接種も二回終

わ り、飲 食 店 の 時 短 要 請

も解除されようやく街に

活気が戻ってきたような

気がします。

プレミアム付商品券も

好 評 の 内 に 販 売 さ れ、券

を使って益々街がにぎわ

って頂きたいと思いま

す。

ワクチン接種や商品券

の販売にご協力頂きまし

た商工会の会員の皆様に

感謝申し上げます。

最後に会報に寄稿頂き

和男

ました皆様ありがとうご

ざいました。

会報委員 澁井

