
いわき商工会議所会報 社内でご回覧ください

　会報読者の皆様に、『ポレポレ招待
券』５名様、濃厚、なめらかな『月色
プリン（プレーン＆会津山塩）』６個
セットを３名様にプレゼント致しま
す。QRからアンケートにご協力いた
だき、ご応募ください。当選者の発表
は商品の発送をもって、かえさせてい
ただきます。
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ふろんてぃあ読者プレゼント　締切：6月20日（月）

旭日双光章の御受章おめでとうございます!!
元 県空調衛生工事業協会長　松原 兼一 さん（73）

（三共設備株式会社　代表取締役）

【旭日双光章とは？】
日本の勲章は、功績の内容に着目する旭日章と、功労の積み重ねに着目
する瑞宝章に分かれ、旭日章の６等級のうち勲五等に相当する章。国及
び地方の公職、職種別・業種別団体など公益性を有する団体の役員、企
業経営者、また社会の各分野で顕著な功績をあげた方に贈られるもの。

今月の会員のチカラ
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INPIT知財総合支援窓口
知財のことならご相談ください

（相談・支援は無料です）

TEL 024-963-0242
一般社団法人福島県発明協会

特 許

意 匠

商 標

著作権

◎国、福島県等の補助金の申請

◎相続財産等の手続き、いわき市への入札手続

無 料 相 談 承っておりま す

伊藤仁平事務所行政書士

いわき市植田町本町三丁目９-１
 0246-63-3518
携帯 090-2605-4949

●東京靴流通センター

朝日生命●

いわき南
警察署●

←勿来

当事務所

小名浜→

●
ヨーク
ベニマル
植田店

三共設備株式会社

の、業界の社会的地位向上と業界の団結への尽力が評価され、2022年春の叙勲により旭日双光章を受章した。

　今回の受章について「身に余る光栄、先輩諸兄、同僚の御指導の賜物。」と話す松原さんからは、「誠心誠意」

が信条という人柄が伝わってくる。業界一筋48年、この業界を選んだことに後悔はない、2011年の震災の時も

感じたが、地域住民の生活を守る使命感はあるよねと照れ臭そ

うに笑う。

　三共設備株式会社は、松原さんの父親が創業し、松原さんが

２代目、現在は松原さんの息子である兼宏さんが専務取締役を

務める。兼宏さんの学生時代には、継いで欲しいとの期待もあっ

たこともあり、建築コースへの進学を勧めたという。「好きな

道を選びなさい。」なんて格好つけなくてよかったと笑う松原

さんからは、真っ直ぐな人柄が伺える。

　県空調衛生工事業協会長として、後進の育成にも尽力してき

た。次代を担う若者には、「ものづくりの喜びを早く知ってほ

しい。苦労の無い仕事は無い、乗り越えることで更に一生懸命

取組める。人生は楽しく。仕事も遊びも一生懸命が大事。」と

最後まで笑顔だった。

　常磐白鳥町に本社を構える三共設備株式会社

の代表取締役、松原兼一さんは、2014年より３

期６年務められた県空調衛生工事業協会長で

会
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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 Ｆ Ｃ 　 今 後 の 試 合 日 程

AWAY HOME AWAY HOME

第12節

6.12(日)
14:00KO

第13節

6.19(日)

13:00KO

第14節

6.26(日)
18:00KO

第15節

7.2(土)

16:30KO

カマタマーレ讃岐
（Pikaraスタジアム)

ギラヴァンツ北九州
(Ｊヴィレッジスタジアム)

松本山雅FC
（サンプロ　アルウィン)

テゲバジャーロ宮崎
(Ｊヴィレッジスタジアム)
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こんなことやってます! 掲載事業所募集中

新商品・新サービスの
　　　PRにご活用ください

・会員事業者様限定。年に１回掲載可能です。
・掲載は無料です。事 業 所 紹 介

スーツを着るならオーダースーツにしよう!
　ご自身の体型に合い着や

すくまたデザインもお好み

に仕立てるオーダースーツ

をお勧めいたします。自分

仕様のオリジナルスーツを

着る喜びは格別です。それ

ぞれの季節の生地を揃え皆

様のご来店お待ちしており

ます。

オーダースーツ　セレク堂
〒970-8001 いわき市平上平窪字横山61
TEL.0246-25-8619
FAX.0246-25-8619

寄せ植え教室ご案内
　磐植では毎月季節の草花
の「寄せ植え教室」を開催
しております。
　６月は「インパチェンス
の吊りバスケット」。
　爽やかな色合いが目を
引く初夏にぴったりな作品
です。
　初心者大歓迎！今月は
６／14(火)～21(火)。

農業生産法人 有限会社 磐
ばんしょく

植 磐植直売所
〒970-8002 いわき市平中平窪字宮田58
TEL.080-7976-3223（直売所直通）
FAX.0246-21-2805

伝わる情報加工をご提供しています
　情報発信の方法は多様

化しています。各種印刷

物制作だけに留まらず、

ホームページや動画、

SNSなど、お客様に合わ

せた情報発信をサポート

をしています。「今、お

客様が必要としているも

の」をご提案しています。

株式会社ネクスト情報はましん
〒970-8032 いわき市平下荒川字諏訪下36-1
TEL.0246-25-0111
FAX.0246-25-0113

働く人を応援するお店！
　創業46年、作業服・
作業用品の専門店・
チュウゴクサンギョウ
です。お店は現在無休
で営業。作業着を中心
に安全靴やヘルメット
を取り扱っています。
リピーターのお客様が
たくさんいらっしゃる
のがお店の強みです。

中國産業株式会社
〒971-8101 いわき市小名浜字中原10-6
TEL.0246-52-1353
FAX.0246-52-1339

掲載企業大募集

③ふろんてぃあ紙面に掲載②�商工会議所ＨＰの申込
フォームよりＰＲ文・企業
名等を入力して送信！

〈お申込みの流れ〉
①�ご自慢の商品・サービスの
写真を一点ご用意ください

用意するもの
・スマートフォン ・写真1点
・PR文（100文字程度）スマホ1つでかんたんPR

掲載
無料

※注意　メールフォーム以外の申し込みは電話にてご相談ください。また文章や写真はこちらで多少手直しする場合があります。

掲載のお問い合わせ　企画グループ ☎25-9151（本多・橋本）
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　いわき商工会議所では、会員企業様への損害保険提案実績と、

東京海上日動火災保険㈱から推薦のあった５社を「推進パート

ナー」と定め、今年度より共に活動を行ってまいります。

　４月26日にはオンラインによる認定式が行われ、当所の小林

専務理事より代理店に認定証が手渡されました。

　下記、2022年度の推進パートナー代理店をご紹介します。

＼＼保険のことならお任せください／／

「推進パートナー」のご紹介のご紹介

株式会社 GOOD PLUS　代表取締役　渡邊�一也

団体保険制度を活用し、自然災害からコロナのような感染症リスクまで会員企業

様のあらゆるリスクに対応し、安定した事業継続のお手伝いをしております。

また、よろず相談やマッチング事業も行ってます。お気軽にご連絡下さい。

住所：福島県いわき市平下神谷字立田帯10-3

アイ保険プラザ 有限会社　代表取締役　阿部�吉宏

私たちが大切にしているもの。「私があなたの立場なら」「思いは叶う」

豊富な知識と行動力をもってお客様へ感動と笑顔をお届けできるよう全力で保険

業務に取り組んでおります。

住所：福島県いわき市小名浜花畑町16-23

タカハギ保険代行 株式会社　代表取締役　高萩�邦彦

保険代理店として、創業50年。

企業が抱える様々なリスクを皆様と共に考え、解決策を提案していきます。

住所：福島県いわき市小名浜岡小名字広畑29-3

東京海上日動パートナーズ東北　支社長　田中�智之

いわき商工会議所会員企業の皆様ならではの保険制度を活用し、自然災害や企業

賠償、休業補償、労災事故など事業活動における様々なリスクに備えるご提案を

行っております。

住所：福島県いわき市小名浜金成砂田9-1　ＴＳＫビル１Ｆ

福島商事株式会社いわき事務所　取締役所長　片寄�佳宏

当社は、皆様の身近なパートナーとして数多くの保険の中からお客様にふさわし

い、お客様本位の高品質の保険サービスを提供し、満足と信頼を得られる様、努

めてまいります。

住所：福島県いわき市平字南町64-2
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会議所TOPICS

5/16～17

藤沢商工会議所　増田会頭来所
　藤沢商工会議所・増田会

頭と竹村専務が５／16～17に

小野会頭を訪問。今回の訪

問は藤沢商工会議所の議員

総会（７／12開催）をいわき

市で行うための事前視察と

ご挨拶で、両商工会議所の

東日本大震災をきっかけと

した強い連携が確認された。

4/29

いわきアカデミア推進協議会 アニメ完成報告会
　学生が制作した短
編アニメ「お湯に願
いを！」が完成し、ア
リオスで完成報告会
が開かれた。協議会
の事業の一環として
制作された同作品は、
湯本温泉を舞台とし
た物語で、アニメ制
作会社㈱ガイナの協
力を得て完成した。

5/19

優しいまちづくり委員会×東大先端研セミナー
　正月荘にて、東大先端

研の特任教授らを招い

たセミナーを開催し、公

共空間の利活用等につい

て意見交換が行われた。

同センターとの連携によ

り、６月には東京大学先

端研構内での視察とセ

ミナーを予定している。

5/2

アクサ生命保険より災害見舞金
　アクサ生命保険㈱

から、３月16日地震災

害への見舞金が贈ら

れた。飯泉貴史郡山

支社長が商工会議所

を訪れ、当所小林裕

明専務理事が目録を

受け取った。

アクサ生命保険株式会社
郡山支社　いわき中央営業所　TEL：0246-22-5547
〒970-8026 いわき市平字田町120 ラトブ6F
　　　　　い わき浜 営 業 所　TEL：0246-54-3785
〒971-8162 いわき市小名浜花畑町11-3 カネマンビル2F
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災害に負けない!!

BCPBCP（事業継続計画）（事業継続計画）を策定しを策定し
事業を守りましょう！事業を守りましょう！

ＢＣＰ（事業継続計画）とは？

　事業継続計画は、企業が自然災害や大

火災などの緊急事態に直面した際に、損

害を最小限に抑えつつ事業の継続や復旧

を図るための計画のことです。

ＢＣＰは何故必要なの？

　東日本大震災では、多くの企業が貴重

な人材や設備を失ったことで廃業に追い

込まれたり、事業縮小や従業員を解雇し

なければならないケースが多く見受けら

れました。災害等から会社や従業員を守

るためには、事前に準備をしておくこと

が重要です。BCPの策定は、有効なリス

クマネジメントの１つと言っても過言で

はありません。

　いわき商工会議所では、BCP策定に関

するご相談にも応じておりますので、お

気軽にいわき商工会議所までお問合せく

ださい。

いわき商工会議所
中小企業相談所

☎0246-25-9152

【ご購入方法】
セブン-イレブン店内の「マルチ
コピー機」でご購入ください。

「ファンクラブ・会員限定チケッ
ト」→�「イベント・アート・その他」
→�「福島中央テレビ」�→�「バンク
シーって誰？展」→�「福島団体優待
チケット」→『894FUKU』を
入力

【前売料金】 ※通常の「前売価格」の５％引き

平　日 土日祝日 平　日 土日祝日

一 般 1600円 1800円 1520円 1710円

高・大・専門学校 1400円 1600円 1330円 1520円

小学生・中学生  900円 1100円  855円 1045円

・平日限定２枚つづり券　　 ※一枚あたり1425円

平日限定・前売りのみ 平日限定・前売りのみ

一般のみ 3000円 2850円

・平日限定３枚つづり券 ※一人当たり1330円

平日限定・前売りのみ 平日限定・前売りのみ

一般のみ 4200円 3990円

『バンクシーって誰？展』特別優待
いわき商工会議所会員限定で、通常の前売り券よりも

さらに安い優待販売を行います♪

『バンクシーって誰？展』
会　場：郡山市ビッグパレットふくしま

会　期：2022年６月29日(水) ～８月24日(水)

問合せ：福島中央テレビ�☎024-924-1100

【販売期間】�
６月28日(火)23時まで購入可能
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注目のビジネス書ランキング
１『佐久間宣行のずるい仕事術』佐久間宣行 著　ダイヤモンド社

２『本当の自由を手に入れるお金の大学』
両＠リベ大学長 著　朝日新聞出版

３『金持ち父さん貧乏父さん　改訂版』
ロバ－ト・Ｔ．キヨサキ 著　白根美保子 著　筑摩書房

４『こうして社員は、やる気を失っていく』
松岡保昌 著　日本実業出版社

５『１日１話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』
藤尾秀昭 著　致知出版社

データ提供：鹿島ブックセンター

… コミュ障ぎみの著者も実践している人を動
かす一流の伝え方を教えます。ぜひ読んで
みて下さい。

オススメの１冊
『無敵のコミュ術』

ひろゆき 著　宝島社

商工会議所推薦「図書館で見つけた一冊」

今日からできる!「小さな会社のＳＤＧｓ」
(青春出版社)

　SDGs って敷居が高く、面倒くさいと思われるかもしれません

が、「価格ではなく価値で勝負する」中小企業こそ、SDGs＝人類

共通の宿題に取り組むべきだと思います。

本書は、地方の中小企業が実際に取り組ん

でいるSDGsに向けた具体的なアクショ

ンを17の分野に分けて紹介するアイディア

ブックです。「意識はなかったが、もう既

に取り組んでいた」、「宣言をしておきなが

ら実際の行動は真逆だった」、なんてこと

に気づくかもしれません。SDGsに取り組

みたいが何から始めればよいか分からない

方、自分の会社でできることを探している

方、ぜひご一読ください。

ポレポレシネマズのおススメ映画

いわき支店 ℡ 0246-23-3570

中小企業を応援します！
「公的保証」 と「経営支援」 で

詳しくはHP
をチェック！

Ⓒ2022 -International Olympic Committee -All Rights Reserved.Ⓒ2022 -International Olympic Committee -All Rights Reserved.

『東京2020オリンピック SIDE：A ／SIDE：B』

　2021年夏、日本人は、いったい何を経験したの
かーーー

　1964年以来の東京での開催となった夏季オリン
ピック。

　2020年3月24日、第32回オリンピック競技大会は、
史上初めての延期が発表された。

　2021年夏、いまだ収まらないコロナ禍、史上初の
ほぼ無観客開催の決定、そして関係者の辞任。開催に
賛否両論がある中で迎えた1年遅れの開会式。7月23
日、オリンピック史上最多となる33競技339種目、
17日間に及ぶ大会の幕が切って落とされた。

　1912年、第5回ストックホルム大会以来、撮り続け
られているオリンピック公式映画。

　SIDE A： 表舞台に立つアスリートを中心としたオ
リンピック関係者たち

　SIDE B： 大会関係者、一般市民、ボランティア、
医療従事者などの非アスリートたち

　東京2020オリンピックを記録した２つの「事実」。

　そこから浮かび上がるコロナで見えづらくなった“繋
がり”、そして、“オリンピックの在り方”と“日本の
現在地”。

　今後、オリンピックが進むべき道は？　本当のニュー
ノーマルとは？

　2つの側面から、あなたにとっての東京2020オリン
ピックの「真実」が見えてくる。

上映開始日　SIDE:A ６月3日（金）　SIDE:B ６月24日（金）より

その他その他 人気書人気書 ランキングランキング

１『マスカレード・ゲーム』
東野圭吾 著　集英社

２『マイクロスパイ・アンサンブル』
伊坂幸太郎 著　幻冬舎

３『同志少女よ、敵を撃て』
逢坂冬馬 著　早川書房

文芸書編
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中小企業相談所長・経営指導員

富岡　誠
（有資格：社会保険労務士・宅地建物取引主任者）

経営指導員による

ワンポイント

アドバイス

いわき商工会議所中小企業相談所 本所☎25-9151 小名浜支所☎53-5175 常磐支所☎43-2757 勿来支所☎63-6521

適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請が始まっています
●インボイス制度導入（予定）　2023年10月
インボイス制度が始まると      自社でインボイス発行事業者の登録申請についてよくご検討下さい。

源泉所得税中間納付個別相談会の開催について

自社がインボイスを発行しないと、販売先が取引を見直すかも!?
自社が的確請求書(インボイス)を発行しないと、販売先は仕入税額控除ができないので、
販売先が取引を見直す可能性があります

仕入先がインボイスを発行しないと、自社の税負担が増加!?
仕入先からインボイスを入手できないと、仕入税額控除ができないので、自社の税負担
の増加につながる可能性があります

　源泉所得税の中間納付の時期が近づいて参りました。従業員・専従者に給与を支払っている事業主で納期
の特例を受けている皆様は、令和４年７月11日(月)まで、 源泉所得税の中間納付を行う必要があります。
　当所では、下記のとおり個別相談会を開催しますので、ぜひご利用下さい。

インボイス制度の概要、登録申請方法等の詳細は、国税庁の特設サイト、最寄りの税務署にご確認ください。

国税庁
インボイス特設サイト

中小企業相談所・経営支援インフォメーション

開催日時 令和４年７月５日(火)・６日(水)
※両日とも　（午前）9:00～12:00  ／ （午後）13:00～16:00

開催場所 いわき商工会議所　本所・各支所

必要書類 源泉徴収簿、納付書等の関係書類、給与台帳など
給与・賞与の支払額が分かる書類 など

そ の 他 マスク着用、会場備え付けの検温・手指消毒をお願いします。
発熱など体調不良の場合のご来場はお控え下さい。

Ｑ：納期の特例って何ですか？
Ａ： 給与支給人員が10人未満の場合、源泉徴収した所得税を、７月（１～６月分）と１月（７月～

12月分）に、半年分まとめて納めることができます。事務の負担が軽くなりますね。特例は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出する必要があります。

　上記の通り、既に、適格請求書（インボイス）発行事業者の登録申請が

既に始まっていますが、具体的に何をすればよいのか分からない方が多い

と思います。

　当所中小企業相談所では、今後、インボイス対策としてセミナーの開催

を予定しておりますので、その際には是非受講下さるようご案内申し上げ

ます。

　また、インボイスのみならず、経営全般に関する相談はお近くの相談所

で対応しますのでお気軽にお問合せ下さい。


