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いわき商工会議所 令和３年度基本方針及び事業計画

「コロナ禍に負けない事業者の
持続と挑戦への全力集中」

今期のテーマ「調和のとれた企業活動と地域の振興を目指して」

【基 本 方 針】

　2021年３月、東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故から10年の節目を迎えました。本来であれば

震災復興をテーマとする「東京2020オリパラ大会」を大々的に開催し、福島の復興を世界にアピールする

と共に、日本社会は新たなステージへ歩みを進める年となるはずでした。

　しかしながら、昨年突如現れた新型コロナ感染拡大は、世界的にも社会・経済を混乱させ、人々の価値

観や生活様式を含め私たちの日常と社会を大きく変えてしまいました。その変化は既存の価値観を破壊す

るものでもあり、経済へも大きなダメージ与えるとともに大きな変革を迫っています。

　いわき地域経済にとっては、大震災からの復興途中に一昨年の豪雨災害、新型コロナ感染拡大、本年２

月に福島県沖地震が起こる等、企業マインドにも大きな影を落としています。現在いわきの地域経済にとっ

て最大の課題は、コロナ禍を強く生き抜き、早期復興を図ることであり、そのための緊急対応とビジネス

チェンジを講じることにあります。こうしたことから、昨年策定した「ウィズコロナ時代における地域経

済振興プラン～集え！勇気ある挑戦者たち～」を踏まえ、「中小・小規模事業者の持続とチャレンジ支援」

を令和３年度の最重点事業に掲げ、行政との協調体制のもと、全力集中で事業に取組んで参ります。

　同時に、地域活力の源泉となる関係・定住人口の増加、将来の地域を支える「人財」の育成、カーボンニュー

トラル社会を先導する次世代エネルギー産業の定着、ワクワク感のあるまちづくりなど中長期的な地域課

題解決に向けて、「いわきシフトの推進」を図って参ります。

【基本方針を受けての重点事業】

（１） 中小･小規模事業者の持続とチャレンジ支援

●�簡易診断を通じた小規模事業者の現況・課題把握、課

題解決策の処方（資金繰り、デジタル化支援策活用、

業態変更、販路開拓、雇用調整、廃業等）

● 各種補助金・ＣＦ等の幅広い活用と寄り添った申請支援

●�「＃いわき支えあいキャンペーン」の継続と商品・サー

ビス改良支援

●�大企業と中小企業の新たな共存共栄関係の構築推進

●�首都圏等外部人財を活用したビジネス変革のチャレン

ジ支援

●�ＩＣＴ企業ＯＢ・副業人財を活用した小規模事業者の

デジタル化支援

●�自然災害・感染症リスク等に対応した小規模事業者の

ＢＣＰプラン策定支援

●�「いわき観光経営塾」を通じた経営力向上と人的ネッ

トワークの構築

●�経営安定特別相談室や事業引継支援センター等の支援

制度をフル活用した円滑な廃業と承継支援

（２）いわきシフトの推進

●�蓄電池・水素を活用した脱炭素社会形成

と関連ビジネス振興に向けた推進活動

●�若者の定着・誘致に向けた「（仮称）いわ

き工科大学・大学院」設立構想の推進

●�ＩＷＡＫＩふるさと誘致センター「お試

し暮らしプラン」・「ワーケーション」の

推進

●いわきアカデミア事業の集約・強化

●�いわき市中心市街地活性化プロジェクト

に向けた推進活動

●�スポまち協議会活動を通じたシティセー

ルス・健康増進

●�アニメ映画『フ

ラ・フラダンス』

を活用した新た

な観光振興策の

推進
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令和３年度 いわき商工会議所事務局機構図

○総務一般
○事業計画策定・調整
○予算・会計・管財　
○会員管理・会員共済・会員サービス
○会議・式典　○職員人事労務管理
○ＨＰ・広報
◎総合調整委員会
□経営者協会

○中小企業経営支援(事業持続・チャレンジ支援)　○いわきシフト推進 
○産業振興　○地域振興開発　○人財育成　○会報編集発行
◆商業部会　◆観光・サービス業部会　◆運輸情報業部会　◆金融・都市開発業部会 
◆青年部　◆女性会
◎創業・承継委員会　◎地域人財育成委員会　◎人財ネットワーク委員会 
◎優しいまちづくり委員会 ◇小名浜港物流高度化委員会 □平商連 □青申会 □警友会
■アカデミア協議会　■ふるさと誘致センター　■スポまちひと協議会　 

○蓄電池・水素社会推進
○次世代産業創出
◆工業部会　◆建設業部会  
◎エネルギー産業委員会
◎強靭な郷土づくり委員会
●平地区委員会　■中活協議会 
□福島高専協力会

総務グループ

○中小企業経営支援(事業持続・チャレンジ支援)

○小名浜地区振興
●小名浜地区委員会

○中小企業経営支援(事業持続・チャレンジ支援)

○湯本地区振興
●常磐地区委員会

○中小企業経営支援(事業持続・チャレンジ支援)

○南部地区振興
●勿来地区委員会

新 入 職 員 及 び 市 か ら の 実 務 研 修 者 紹 介

志 賀 洸 平（主任）

市からの実務研修職員

●出　身　小名浜

●大　学　中央大学商学部

●年　齢　32歳

●趣　味　マラソン

●一　言　�「市から出向してきまし
た。市役所では経験で
きないことを学び、市
内事業者さんと連携し、
いわき市を盛り上げた
いです。よろしくお願
いします。」

●座右の銘　「健康第一」

本 多 麻 里（主任）

新入職員

●出　身　自由ヶ丘

●大　学　京都府立大学文学部
　　　　　史学科

●年　齢　36歳

●趣　味　観劇・サイクリング

●一　言　�「会員の皆様の力になれ
るよう日々精進して参
ります。どうぞよろし
くお願い致します。」

●座右の銘　�ペリクレス「貧しいこ
とは恥ではない。貧し
さに安住することは恥
である」

皆 川 健 瑠（主事）

新入職員

●出　身　内郷

●大　学　�福島大学共生システム
　　　　　理工学類

●年　齢　22歳

●趣　味　サイクリング

●一　言　�「会員の皆様と一緒にい
わきを盛り上げていき
たいです。色々覚えて
いきますのでよろしく
お願い致します」

●座右の銘　�「人間万事塞翁が馬」
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　令和３年３月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効することに伴い、同法による価格
表示の特例（税抜価格の併記、外税表示）も終了となりました。
　そのため、令和３年４月１日からは、消費者に対して商品の販売、サービスの提供等を行う
事業者は、「総額表示（税込価格の表示）」を行う必要があります。
　総額表示について、更に詳しくお知りになりたい方は、財務省ＨＰの「消費税の総額表示義
務と転嫁対策に関する資料」ページをご参照ください。

URL　https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm/

令和３年４月１日より、

税込価格の表示（総額表示）が
必要になります!

－事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

－�店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、

どのような表示媒体でも、対象となります。

◇総額表示に《該当する》価格表示の例 ※税込価格10,780円（税率10％）の商品の例

10,780円

10,780円（税抜価格9,800円）

9,800円（税込10,780円）

10,780円（税込） 10,780円（うち税980円）

10,780円（税抜価格9,800円、税980円）

税込価格が明瞭に表示されていれば、

消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。

■総額表示に《該当しない》価格表示の例

9,800円（税抜） 9,800円（本体価格） 9,800円+税

※�平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和３年３月31日までは上記のよ

うな価格表示も認められていますが、令和３年４月１日以後は、総額表示が必要になります。

消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、

　－支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、

　－価格の比較も容易にできるよう、

総額表示義務は、平成16年４月より実施されているものです。

経営支援のページ
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第372回常議員会

第108回通常議員総会開催

令和３年度辞令交付式

3/9

3/30

4/1

　いわき商工会議所の第372回常議員会は３月９日、

カルチェドシャンブリアンで開かれ、常議員ら関係者

約40名が出席。令和２年度収支補正予算や定款・諸規

定の改正、新規会員加入承認の件（61名）等８議案を

承認した。

　このうち、議案第２号「令和３年度事業計画・収支

予算」及び議案３号の定款改正の２案件について、「第

108回通常議員総会」に上程する。

　承認された新規会員61名は下記の通り。

　いわき商工会議所の第108回通常議員総会は３月30
日、八幡台やまたまやで開かれ、令和３年度事業計画
案等２議案を承認した。当所議員ら約70名が出席した。
　いわき商工会議所は本年度、「コロナ禍に負けない
事業者の持続と挑戦への全力集中」を大きなテーマに
掲げ、コロナ禍対策を始めとする「中小・小規模事業
者の持続とチャレンジ支援」、いわき地域の魅力をも
とに企業と人財を誘致する「いわきシフトの推進」の
２点を重点事業とし展開する。
　総会終了後、４名の副会頭が、令和３年度へ向けて
それぞれメッセージを述べた。

　いわき商工会議所の令和３年度辞令交付式は４月１日、同

所で行われ酒井比呂志新事務局長ら職員20名に辞令を交付

した。

　式には職員ら約25名が出席。小林裕明専務の司会の下で進

められ、小野栄重会頭が職員一人ひとりに辞令を手渡した。

　この後、小野会頭が「『調和』があって組織は強く動ける。

今年度もコロナ禍対策をはじめ、しっかり取組んでほしい」

とあいさつした。

▶収支補正予算等８議案を審議した常議員会

▶令和３年度事業計画及び収支予算案などを審議した通常議員総会

▶小野会頭㊨から辞令を受ける職員

●第一生命保険㈱いわき平営業オフィス
●㈲イワキ写真館　
●草野行政書士事務所
●(同)ハグはーと居宅介護支援事業所
●2Wan Happy
●たび・旅倶楽部
●㈱チーム
●㈱たかしま
●(合)アーカーシャ
●㈱だんらん
●ARCREST
●スタイルナイン
●青葉
●キッチンアンドドリンク鈴蘭
●株式会社ナンヨー
●みやび整骨院
●Five star
●橋本酒店　commuity cafe＆bar
●志賀俊則税理士事務所
●IaT Designs
●株式会社　郷邑舎

●株式会社　K-Life
●株式会社　翔和
●株式会社　磐城創建
●アトリエ和衣
●株式会社　step up group
●株式会社　Drone Work System
●合同会社　Grow
●SATOエネルギー管理事務所
●ユニックスビルド株式会社
●光華ロードサービス
●憩
●株式会社　システムアート
●まちかど不動産株式会社
●合同会社　ごとう
●中川　由美子
● 東北電力ネットワーク株式会社
　いわき電力センター
●株式会社　ジェプラ
●㈱友栄機工
●令和代行
●株式会社　赤井工業所

●CAFE Kiitos
●株式会社　木木
●がんこラーメン
●細川塗装
●フットケアサロン　ハニカム
●麺屋さ近
●鈴木圧送
●株式会社　R＆Mｓ
●学校法人明照学園
●ありんこぐらす
●㈱ル・レーブ
●工房0316
●中華料理　華正樓
●株式会社　三共通信
●株式会社　大翔商会
●株式会社　シエルオ
●コセーテ
●遊健康クリエーション
● 合同会社　Jet Black Group
● 株式会社　バッファロー・ITソリュー

ションズ　東北営業所

協協
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夕 月

2Wan Happy

企 業 概 要

安心して愛犬を預けられる場所をいわき市にとの想いから
2008年７月に創業、現在では共働きの家庭や躾に悩む家庭を
中心にたくさんの犬を預かる。
イメージは犬の保育園、犬同士での生活の中で揉まれること
で、犬も社会化される。生後７ヶ月～８ヶ月で思春期を迎え
る犬にとって躾は早い方が好ましく、かけがえのない家族で
ある愛犬の成長の場となることは言うまでもない。市内全域、
葉町から通う方もおりリピーターが多い。

一押し商品

●�犬の保育園
　体　験　入　園　4,000円／日
　ドッグラン利用　��700円
●トリミング
●ペットホテル
雰囲気を感じる
にはドッグラン
の利用がおすす
め！ リ モ ー ト
ワークなどの普
及、人と会えな
い寂しさから、
ペットを飼う方が増加したが、通常勤務に戻ることで保育園
需要は高まっていると感じている。

新型コロナの影響と対策

・消毒液の設置
・受付時の接触を減らすため、個別対応
・ドッグランへの付添人数及び時間の制限

2Wan Happy
福島県いわき市平
中山字柳町116-2
☎0246-25-7365
URL�https://2wanhappy.com

企 業 概 要

株式会社夕月は1951（昭和26）年創業、現在の清水淳
子社長が３代目で創立70周年を迎える。昭和38年に現
在の株式会社となった。全国に知られている老舗で、
「にっぽんの味夕月」をスローガンに、日本の伝統食「蒲
鉾」の時代に合った美味しさを追求している。
「ポピュラーな価格だが味にもこだわる」ために、奥野
高士専務は「従業員の調和が重要」と人の大切さを挙げ
る。従業員がコミュケーションを図る『場』の創出を心
がけており、「良い環境から良い商品が作られる」と話す。

新型コロナの影響と対策

学校給食や外食産業が打撃を受けたことから、同社の
子会社が影響を受けた。経営の効率化を図るため、新
店舗『夕遊庵』をオープンさせ、幅広い価格の商品を
取り揃えている。

商品について

●�黒皿盛り　　　　　　　●�醤油つけタレ

●�赤板カット　　　　　　●�白皿盛り
（メーカーのため価格は非表示）

商工会議所との繋がり

当所主催の「企業活性化プロジェクト」に参加。元
富士フイルム副社長の髙橋俊雄氏の指導の下、経営
力を磨いた。

株式会社夕月
福島県いわき市泉町滝尻字松原55
☎0246-56-6381
HP�https://www.kk-yuzuki.co.jp/
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企 業 概 要

イベント等の企画を手掛けるPRODUCE HOUSE 01（プ

ロデュースハウス・ゼロワン）株式会社は2019年11月に開業。

市内広告会社を定年退職した横井裕社長が「いわきの魅力

を創出し、発信したい」とスタートさせた。

横井社長は香川県出身。東京の電子楽器メーカーで様々な

企画に携わり、27年前に妻の実家のあるいわき市に移住し

た。東京でのキャリアを活かし、FMいわきの設立、サンシャ

インマラソンのイベント企画、震災前までサンマリーナ等

で開催した「ビルフィッシュトーナメントといわきマリン

フェスティバル」を企画し、いわきの魅力発信に貢献して

きた。

新型コロナの影響と対策

同社が企画したイベントが中止になる等大きなダメージを

受けた。「人を集めること」がライフワークだったことから

「今は我慢の時」と横井社長。販売不振の企業から「コロナ

の中でどうするか」の相談を受け、販売・企画・広報の新

たな対応を提案している。会社名の01は「０を１にする仕

事を」という意味で「今が踏ん張り時、希望を失わず頑張っ

ていきたい」と強い意志を示した。

商工会議所との関わり

会議所の50周年事業「いわき産業フェスタ」の

企画補助等各種イベントに関わった。一方、同

社起業の際にサポートを実施した。

割 烹 一 平

PRODUCE HOUSE 01

企 業 概 要

小名浜下町で２月22日、82年の歴史を誇る「割烹　一平」

が約２年間の休業を経て、再オープンした。女将の長

谷川雅子さんは「地元の皆様からの声をいただき、再

オープンしました」と笑顔で話す。一平の業務につい

て「人間が人間らしく生きられる仕事」と語り、「いわ

きの常磐ものを主軸にいわきをPRしていきたい」と力

強く語る。新店舗は特徴ある美しい外装で、店舗内中

央部には多目的スペースを設けた。スペースでは浜の

復興の歩みの映像を流しているほか、音楽演奏も可能

となっている。

東日本大震災とコロナ対策について

同店が商標を持つ「歩くウニ」について、東日本大

震災と東京電力福島第一原発事故の影響で未だ提供

の目途はたっていない。「生のウニを食べた時のお

客様の顔が忘れられない」と女将。「漁業の本格操

業が出来る日を希望を持って待っている」と話す。

またコロナを考慮し、プラズマクラスターを20基設

置、換気や消毒等、安全対策を徹底している。

オススメランチ

●天ぷら御膳　●刺身御膳　　●焼魚御膳

●煮魚御膳　　●海鮮重御膳　●寿司御膳

（いずれも2,800円）

割烹一平
福島県いわき市小名浜下町75／☎0246-54-3311

PRODUCE HOUSE 01
福島県いわき市平字田町120�LATOV6F-M4
☎090-7938-7868
URL�http://producehouse01.com
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ガラス工房

ありんこぐらす

様々な作品展で受賞歴のある有田佑氏が美しいガラスの制作を教える

全国で修業し「ガラスの美しさを伝えたい」と
話す有田代表

　いわき市泉の泉～小名浜間を結ぶ県道240号沿いにあ

るガラス工房「ありんこぐらす」（有田佑代表）では、

初心者から経験者に合わせ、ガラスの宙吹き技法を用

いたオリジナル作品制作ができる。市内でも街中でガ

ラス制作ができる工房は珍しい。

　有田代表は泉出身。琉球ガラスに魅せられ、2007（平

成19）年に沖縄県に移住し吹きガラスを学び始めた。

ガラスに魅了された有田代表は北海道の小樽運河工芸

館等でも学び、兵庫県西宮のガラス工房ではマネー

ジャーを務めた。「日本ガラス展」や「大阪工芸展」で

入選。「テーブルウェア大賞・オリジナルデザイン部門」

では優秀賞を受賞する等、作品の評価は非常に高い。

　全国で10年以上ガラスに関わった経験や技術を活かし、地元い

わきにガラスの美しさを伝え、ガラスでいわきを盛り上げようと

2020年７月に同所に工房をオープンした。同工房では有田代表が

制作した作品を販売しているほか、隣接する工房で「吹きガラス

体験」「吹きガラス教室」を開いている。

　ガラスの制作過程は1200度の溶けた

ガラスをパイプに巻きつけ形を作り、色

ガラスを使用し模様を施していく。有田

代表は「ガラスは常に動いている。正確

に形づくることが難しいが、一つとして

同じ作品は出来ないことも美しさとと

もに魅力の一つ」と語る。「自分や家族

のために制作したり、プレゼントとして

も人気です」と有田代表。「非日常的な

体験ができます。工房で世界に一つしか

ない作品を楽しみながら、作ってみま

しょう」と参加を呼び掛けている。

■ ガラス工房 ありんこぐらす
〒971-8182�福島県いわき市泉町滝尻字菅俣1
☎0246-38-7538
U R L：https://alincoglass.com
MAIL：alincoglass@gmail.com

【吹きガラス体験】 （予約制）
（小学生以上から参加可能）

◆料 金　3500円（税込）
◆時 間　約30分
◆内 容　�グラス、うつわ、一輪挿し等の制作

【吹きガラス教室】

◆対　象　成人
◆コース　単発コース　�7000円（税込）
　　　　　月２回コース　13000円（同）
　　　　　月４回コース　24000円（同）
◆内　容　�初心者から経験者のレベルに合わ

せ、有田代表がマンツーマンで指
導。本格的に学ぶことも可能。

熱いガラスを膨らませ
形を作る「宙吹き」技法
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13台の水素自動車を展示
　３月25日、いわき陸上競技場で開催されたオリンピック聖火リレーイベントにおいて、次

世代エネルギー先進都市を広くPRすることを目的に水素自動車（トヨタMIRAI）を展示しま

した。陸上トラックを挟んだイベントステージの前に新型６台、旧型７台のMIRAIが一列に

配置され、晴天の光の中で次世代エネルギーを推進するという強いイメージを印象付けまし

た。なお、この事業は、商工

会議所にある「いわき水素エ

ネルギー利活用研究会」が中

心となり、ひまわり信用金庫、

堀江工業㈱、田村建材㈱、シ

オヤ産業㈱、㈱アルプスビジ

ネスクリエーション、東洋シ

ステム㈱、根本通商㈱、福島

トヨタ自動車㈱などが連携し

て車両の提供や設置を行いま

した。

次世代エネルギー都市を創る
　いわき市には、東北で２番目となる定置式水素ステーションが平成31年にオープンしてお

り、この開設を契機として市内企業を中心に50台を超える水素自動車が導入されました。また、

東北では唯一、水素バス（SORA）も１台導入されており、いわき駅～小名浜間を営業運行し

ています。当市の導入台数は、人口比率で比較すると日本一の台数と考えられており、国か

らは水素先進都市のモデル地域として高く評価されています。日本における水素等次世代エ

ネルギーの推進に関しては、行政による主導が多い中にあって、当市では民間企業が主体的

に推進しており、民間の熱意と志が地域をリードしている形になっています。また、昨年11

月にイオンモール小名浜で開催されたトヨタ自動車による新型MIRAIの全国展示イベントで

は、４大都市圏以外では唯一、いわき市が選定され、大きな話題にもなりました。更に、昨

年12月に国土交通省から小名浜港がカーボンニュートラルポート（CNP）に選定されたため、

今後、港湾における水素トラックの実証やRE100工業団地の設置などが推進されていくもの

と期待されています。		 	 	 	 	 		（報告：次世代産業グループ）

※用語説明  

【カーボンニュートラルポート（CNP）】：港における温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする取組みで、小名浜港、

横浜港・川崎港、新潟港、名古屋港、神戸港、徳山下松港が選定されている。

【RE100】：Renewable Energy 100％の略で使用電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを指す。

競技場に並ぶ水素自動車

 オリンピック聖火リレーイベント

水素自動車で次世代エネルギーをPR
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「プレミアム付き商品券」、「地域通貨」を電子化する情報プラットフォーム

福 島 銀 行

　いわき商工会議所の金融・都市開発業部会では、グローバル化やデジタ

ル化によって複雑化した経済を紐解くとともに、有用な金融商品を理解し、

経営に役立てて頂くため、金融機関と連携した「経済トレンド便」をお届

けしています。

　同企画は市内の証券を含めた金融機関14社の協力のもと、実施致します。
経済トレンド便

金融・都市開発業部会
金融機関リレー掲載

【令和第17回】福島銀行

　福島銀行では、お客さまの資産形成のお

手伝い、資金繰り支援は勿論、本業支援、

ＤＸ１化への推進も主要施策として取り組

んでいます。

　2019年以降、ＳＢＩホールディングス株

式会社との資本業務提携を通じて、革新的

で利便性の高い多様な金融商品・サービス

を地元企業の本業支援に向けたソリュー

ションとして提供してきました。

　現在、福島県内での実用化に向けて取り

組んでいるソリューションのひとつが「プ

レミアム付き商品券」「地域通貨」を電子

化するツールです。

　申込、抽選結果確認、商品券購入手続

き、商品券の利用までの一連の手続きや加

盟店検索まで、利用者にとって必要な機能

が「たった１つのスマホアプリ」で提供さ

れるものです。

　ＳＢＩグループの支援により先行導入し

た自治体では、市内外のさまざまな方にご

利用いただき、地域経済の活性化に繋がっ

ただけでなく、電子版であれば密になる事

態も発生しないので新型コロナウイルス感

染防止にもなったと評価をいただいたソ

リューションです。

　福島銀行では、ＳＢＩホールディングス

株式会社と連携して、こうしたソリュー

ションをご提案し、私たちが暮らす地域の

よりよい環境や暮らしやすい社会づくりに

尽力するとともに、地域の企業活動とお客

様の生活を伴走支援し、地方創生に貢献し

ていきたいと考えています。

１デジタルトランスフォーメーションの略
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ス ポ ー ツ・文 化 で
い わき の 地 域 活 性 化 を !!

いわきアカデミア推進協議会
「若者による映像コンテンツ制作・発信」事業 成果報告会

　郷土を題材とした映像を制作、発信し子どもたちの郷土愛醸成と創造力、表現力を養う
いわきアカデミア推進協議会の令和２年度新規事業「若者による映像コンテンツ制作・発
信」事業の成果報告会は３月23日、いわき産業創造
館で開かれた。同協議会幹事会の中で成果報告会を
開催した。
　同事業はアニメーション制作会社㈱ガイナ（東京
吉祥寺・浅尾芳宣社長）の全面協力を得て、令和２
年10月にスタート。それぞれテーマによって、アニ
メーション業界の最前線で活躍している関係者を講
師に招聘。アニメ映像の可能性、企画、ストーリー
構成、シナリオ制作を学び、学生一人ひとりが自分
のシナリオを作成、キャラクターまでを作りあげた。
作品は成果報告書として取りまとめた。
　成果報告会には幹事や関係者ら約50名が出席。同

事業参加の高校生・大学生を代表し、小野寺陽奈さん（文教大１年）阿部颯生
さん（磐城学芸専門学校１年）櫻山祥さん（東日本国際大学３年）の３名が自
分の作品概要と学んだこと、今後の展開等を報告。会場から大きな拍手が送ら
れた。学生を代表し小野寺さんが「いわきの魅力を発信できるようこれからも
貢献したい」と謝辞を述べた。オンライン参加の浅尾社長が「いわきの人には
あたりまえの逸話や場所が外から見ると魅力的に感じることに気付き、物語を
作ってくれた」と受講生を称賛し総括した。同事業は令和３年度も継続実施す
る予定で、シナリオを映像にする作業を行う予定。

WALK  TO  THE  DREAM

スポーツによる人・まちづくり推進協議会　information

いわきFC開幕３連勝！暫定で首位浮上!!
　日本フットボールリーグ(JFL)が３月14日開幕し、いわきFCは見事開幕から３連勝
を飾りました。
　開幕戦の第１節(3/14)は、ホームであるいわきグリーンフィールドでヴィアティン
三重(三重)と対戦し2-1で勝利。第２節(3/21)はアウェイでホンダロックSC(宮崎)
と対戦し2-0で無失点勝利。続く第３節(3/28)はホーム・いわきグリーンフィールド
でFC刈谷(愛知)と対戦し2-0で勝利し、開幕から無傷の３連勝を飾り得失点差で首位
(3/28時点)に浮上しました。
　MF金大生は開幕から３得点で得点ランキング１位タイとなり、今後の得点量産に
期待です。

【いわきＦＣ情報】

第6節

4.24(土)
13：00KO

AWAY

(大阪府営服部緑地陸上競技場)

F.C.大阪

第7節

5.1(土)
13：00KO

HOME

（いわきグリーンフィールド）

鈴鹿ポイントゲッターズ

第8節

5.5(水)
13：00KO

HOME

（いわきグリーンフィールド）

高知ユナイテッドSC

い わ き Ｆ Ｃ 今 後 の 試 合 日 程

▲ 学生の作品を集めた成果報告書

▲ 制作した作品を発表する学生たち

▲ 各講座でプロの技術を学ぶ学生たち

ＦＣ刈谷戦で２得点の金大生選手(中央)


