
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名様と、今月の会員のチカラ「TEENY 

WEENY@Home Lab」の『マジカルリキッ

ドキッチンソープ』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：8月19日（金）

今月の会員のチカラ
　木漏れ日から差す光のようにキラキラとした輝きを放つ
宝石のような石けん。この「宝石石けん」に魅せられ、今年
６月に開業したのが、TEENY WEENY＠Home Lab（ティー
ニーウィーニーホームラボ）代表の若松美保さん。
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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

TEENY WEENY＠Home Lab
（ティーニーウィーニーホームラボ）
　自宅の一部を「小さな小さな自宅研究所」として開業を果たした

「TEENY　WEENY＠Home Lab（ティーニーウィーニーホー

ムラボ）」。代表の若松美保さんが手がける主な事業は、宝石石けんやマジカルリキッドソープの資格が取得できる

レッスンだ。

　宝石石けんは、グリセリンソープを使用した透明感のあるキラキラとした石けんで、溶かして（Melt）、注ぐ

（Pour）ところからM&Pソープとも呼ばれている。冷やし固めて作るため、劇薬の苛性ソーダを使わないので、

小さなお子様でも安心して制作できる特徴がある。

　また、マジカルリキッドソープは、透明度の高い無色透明のソープベースに好きな色と香りをつける液体せっけ

んで、どちらも見た目に華やかで実用性も兼ね備えていることから、女性や子ども達に人気がある。制作ワークショッ

プのイベントなどへの出店以外にも、法人や組合、各種団体でのレクリエーションや誘客イベントとして展開して

いきたいと考えている。

　「手軽に物作りの楽しさを感じられる宝石石けんの魅力を、多くの方に伝えていきたい」と語る若松さん。元々物

作りが好きで、ネイリストの経験もあった。コロナ禍の閉塞的な空気の中、自身の結婚式のプチギフトとしてカラ

フルな宝石石けんを用意したところ、来場者から笑顔がこぼれた。宝石石けん作りを通して、少しでも明るい気持

ちになってもらいたいと夢を持った。

　１時間で２種類の石けんを作成する体験レッスンは、材料費込みで3000円か

ら実施している。「色々なケースに対応いたしますので、ご興味のある方はお気

軽にご相談・ご連絡いただければと思います。」とキラキラとした笑顔で語る若

松さん。こんな時代だからこそ、幸せな気持ちにさせる石けんの新しい取組み

を体験してみてはいかがだろうか。

TEENY WEENY＠Home Lab
（ティーニーウィーニーホームラボ）
MAIL：teeny.34.weeny@gmail.com
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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

代表の若松美保さん

定期的にイベントへ出店

HP Instagram

AWAY HOME AWAY
第20節

8.13（土）

19:00KO

第21節

8.20（土）

16:30KO

第22節

8.27（土）

17:00KO

ヴァンラーレ八戸
（プライフーズスタジアム）

福島ユナイテッドFC
（Ｊヴィレッジスタジアム）

藤枝MYFC
（富山県総合運動公園陸上競技場)
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　商工会議所の議員・役員の任期は３年となっており、今年10月31日をもって全国一斉に任期満了

を迎えます。このため、９月から10月にかけて、役員・議員の選任手続きを行います。

今年は今年はいわき商工会議所いわき商工会議所
役員・議員役員・議員改選の年改選の年です!です!

－ 議員選考基準が新たに設けられました －

いわき商工会議所の議員は、次に掲げる基準を満たさなければなりません。

（1）�地域の振興および産業経済の発展に向けて、積極的に貢献すること。

（2）�いわき商工会議所の方針に基づき、円滑な運営および活発な事業活動に協力すること。

（3）�心身ともに健康であり、人格と識見に優れ、協調性およびコンプライアンス意識に富むこと。

（4）�選挙人名簿確定日を基準として３年以上の会員歴を有し、選挙人名簿確定日において会費口数10口以
上の年会費を納入しているとともに、議員就任にあたり会費口数50口以上の年会費を負担すること。

　　商工会議所の運営を支え、事業活動の推進力となるのは会員です。いわき商工会議所は、様々な業種・規模

の事業所、約3600名の会員で構成されています。

　また、効率的な事業活動を行うために、会員の代表として120名の議員、さらには役員として会頭１名、副

会頭４名、常議員40名、専務理事１名、監事３名を選任します。

　役員・議員は、会員の代表として、中小企業の経営支援を始め、産業振興や地域振興活動、意見活動を推進

するなど、地域課題解決に向けた事業活動の中心的な役割を担います。

【会員の選挙・被選挙権について】

　会員は、商工会議所議員の選挙権及び被選挙権を有します。選挙権及び被選挙権を行使するためには、選挙

人名簿作成日（９月１日）までに、年度会費を滞りなく納入していることが必要です。

役 員 ･ 議 員 に つ い て

選挙で決まる
会員の代表
　１号議員は、立候補及び選挙

によって会員の中から選ばれる

議員です。全ての会員は１号議

員の選挙権を有しています（会

費負担額により選挙権の個数が

異なります）。１号議員の立候
4 4

補者が定員60名を超えた場合
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に

は、選挙が行われます。なお、

新たに１号議員に立候補する方

は、現議員３人の推薦書を立候

補届に添付することが必要で

す。

各部会選出の
業種代表
　２号議員は、会員の業種ごと

に分けられた８部会（商業、工

業、建設業、観光・サービス業、

運輸情報業、金融・都市開発業）

から選ばれる議員です。部会所

属会員数及び部会所属会員が負

担する会費等を勘案して、各部

会に選出人数の割当てが行われ

ます。９月に開催される各部会

の総会において選任されます。

各界・各層
からの選出
　３号議員は、常議員会の議決

により選出される議員です。よ

り均衡のとれた議員構成とする

ため、業種や業態などを考慮し

て選任されます。議員等選考委

員会における選考を踏まえ、９

月12日に開催される第379回常

議員会において選任されます。

１号議員
60名

２号議員
42名

３号議員
18名
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　今年８月１日勿来地区の窪田町商店会が、いわき市商工

業活性化事業補助金を活用し「LINE公式」アカウントを開

設しました。さらにQRコードなどで情報を見ることができ

る「くぼた商店会マップ（Ａ２四つ折り）」も作成し多様な

世代に向けて地域情報を発信する取り組みを行う予定です。

　会長の田口一雄さんは「窪田町商店会としてLINE公式ア

カウントを開設したことで、会員各店の隠れた魅力を発信

し、地域の皆さん、特に若い方に対面で買い物をする楽し

さを知ってもらう機会を創りたい。また、地域のイベント

や祭り、地元の歴史を発信して、地域の皆さんと一緒に町の活性化を目指したい。」と、意

気込みを話します。

　会員の紹介にはライターとして地元で活躍する女性を起用し、これまでとは違った視点で

の新たな魅力の掘り起こしを図っています。ぜひ友だち登録をして、その魅力を確認してみ

てください。

　本セミナーではソフトバンクのコンサルタントを講師に、企業間を越えたコミュニティ
の形成を行いながら、グループウェア活用スキル、ビジネススキルを学習することでDX
へ取り組むためのスキルセットの習得をすることができます。
　IT人材の育成や、若手社員の人脈形成にも最適な事業と思いますので、社内での周知
についてもご協力ください。詳細やお申込みにおける注意事項については、下記お問合せ
もしくはチラシをご確認ください。

【主催】いわき市　　【共催】 いわき商工会議所

問合せ先： いわき市�総合政策部�スマート社会推進課　☎0246-22-7473

本 セ ミ ナ ー の 開 催 ス テ ッ プ

Day １
９／21

13:00～17:00
グループウェアやビジネス

スキルの基礎を学習

Day ２

10／７
13:00～15:00

オンライン環境を駆使した
グループワークの実施

Day ３

10／19
13:00～17:00

グループワークの学びを
個人ワークで実践

勿来地区 窪田町商店会LINE公式アカウント開設

中小企業向け若手育成セミナー 参加費無料 先着12名！！

DX推進のポイントとなる、デジタル人材育成プログラムを開催します。

【プレミアム付き電子商品券】 参加店舗募集のお知らせ

■対 象 店 舗　�小売業（大規模小売店舗及びその同名店舗は対象外）、サービス業（宿泊

の用途は除く）、飲食業（ふくしま感染防止対策認定店）

■登 録 開 始　�令和４年９月から

■プレミアム率　�20％（10,000円購入で12,000円分の電子商品券）※スマホ等で購入可

■使 用 期 間　�令和４年10月～令和５年１月（複数回に分けて販売予定）

■問　 合 　せ　�福島県商工労働部商業まちづくり課　☎024-521-7299

申込みはコチラ
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会議所TOPICS

企業共済加入促進感謝状の贈呈
　独立行政法人中小企業
基盤整備機構より、令和
３年度企業共済の加入促
進についての感謝状が贈
呈された。写真は右から
同機構東北本部� 恒川幸
郎共催普及プロジェクトマ
ネージャー、椎根宏佳地
域・連携支援部長、いわ
き商工会議所�酒井比呂志
事務局長、箱崎弘子主査。

新　入　会　員

●後藤彫刻店
●サインアートキクチ
●（株）建翔
●楽勝塾
●（株）小島商店
●カメラのマツウラ
●小野米穀店
●cafe SHUCROOM
●サガラ理容室
●小名浜ガーデン
●（株）GOOD PLUS
●ペットハウスSORA&YUZU
●会田建築
●もんじゃお好み焼�まめてっぽう
●La neige
●小名浜バル�ひつじとはね
●F&D・Creator（株）
●もみほぐし整体PONO
●（同）フィットネクスト
●（同）DUCK INTERNATIONAL
●オーダースーツ�セレク堂
●美味いもん屋�わ多なべ
●松一亭
●（有）田山金属
●Gland Ballet Studio iwaki
●西山エクステリア
●NORI PAINTING
●沖縄料理宮古島
●酒菜屋二代目寧
●（株）ヒカリネット
●（有）晶華
●平古銭
●飛賀野工業
●いぶし
●（有）ハウジング吉田
●K.and-chi-chan
●わかな
●HAIR'S nip
●樹生
●麺屋�小粋
●丸平商店

●（有）ドットネット
●ヘアー＆メイク�アトリエ華
●（株）ルネサンス
●前田�紀美
●Lust
●YS木工
●ホリスティックメディカル・いわき
●リラクゼーションサロン�ガーベラ
●ソニー生命保険（株）郡山支社
●（株）TREND
●Pub R 35
●相田接骨院
●（株）船山工業
●整体気楽院
●ヒルタ
●（有）京さか
●ささき美容室
●大宗建設（株）
●(独)高齢･障害･求職者雇用支援機構福島支部�福島

職業能力開発促進センター�いわき訓練センター
●かのうだ歯科医院
●サウンドエスパス
●街のちいさなコーヒー屋さん�Nanairo
●古川工業
●マカロンローズ
●（株）いわきコンサルタント
●グリンぴぃす
●esthe&hair gypso
●（株）Celebrity Japan
●一社）日本フルーツアートデザイナー協会
●くおん
●木村未来経営総研
●庄司興業
●双葉環境サービス（株）
●（特非）VIDA
●hair standard
●渡辺バレエアートスクール
●GANGSTA MARKET
●（株）セイルラージ
●（株）セーフティサービス
●（株）豊田酒造
●ほしのうみ整骨院
●Yawn Coffee×English School

●（株）平ホンダモーター
●らーめん岳
●シルエット
●Mimi-Eden-Rose
●銀の屋
●nail Jalan Jalan
●エム仮設
●（株）バイコム�福島営業所
●肩こり腰痛センター
●星空
●ポーラ化粧品�ESTHE・INN みよ�大内
●買取専門店�大吉�イオンいわき店
●サチ・ウェルネス＆フィットネス
●ソニー生命保険・中嶋
●丸元水産
●ポーラ�ESTHE・INN�みよ
●えじりま建築設計
●央崎組
●優ダンススポーツクラブ
●まるいち
●博伸工業
●マレーシアのテイ
●M.M.K
●のぞの（希悦）
●Good taste
●（株）仙台屋履物商店
●ダンススタジオ�セレナード
●香香
●いつもの処
●凛tst・・・
●國生
●東京靴流通センター
●タカギフォトサロン
●ミドリカワクリーニング
●サロンドチエコ
●グランドワークスデザイン（株）
●（株）衛進工業
●（有）カーリペアウイング
●ウエキ機械設計事務所
●和知工業
●魁装建
●ラウンジ華Mizuki

海水浴、３年ぶり！
　市内の４海水浴場は、新型
ウイルス感染の影響で３年ぶ
りの再開となる。海開き式は、
薄磯海水浴場で行われ、市内
４高校フラ部の生徒60人がダ
ンスを披露して花を添えた。
神事後、市長をはじめ関係者
からの挨拶があり、３年ぶり
の復活を来訪者皆様とともに
喜んだ。期間は８／15まで。 (一社)いわき観光まちづくりビューロー

第377回常議員会
　いわき商工会議所の
第377回常議員会が７月
４日、いわきワシントン
ホテルで開かれ、常議員
ら関係者約40名が出席。
令和３年度事業報告・収
支決算や、議員選挙・選
任スケジュールの件、新
入会員承認の件など６議
案を承認。承認された
新規会員は下記の通り。

ドレスコードとして出席者全員がいわきアロハ
を着用

藤沢商工会議所 議員総会がいわきで開催されました!
　東日本大震災の復興
支援をきっかけに交流
を深めている神奈川県
の藤沢商工会議所の議
員総会がいわきワシン
トンホテルで開催され、
総会後の交流会では、
当所の正副会頭、議員
が出席し相互のさらな
る交流を深めた。
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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

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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注目のビジネス書ランキング

その他人気書ランキング（コミック）

１『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 

２『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

３『今さら聞けないお金の超基本』
泉美智子 著　坂本綾子 著　朝日新聞出版

４『知りたいことがぜんぶわかる！つみたてＮＩＳＡ＆ｉＤｅＣｏの超基本』
酒井富士子 著　学研プラス

５『マンガでわかるＮＩＳＡ＆ｉＤｅＣｏ入門』
鈴木一之 著　そのさき都稀 著　新星出版社

１『僕のヒーローアカデミア ３５』　堀越耕平 著　集英社

２『転生したらスライムだった件 ２１』　
伏瀬 著　川上泰樹 著　みっつばー 著　講談社

３『怪獣８号 ７』　松本直也 著　集英社 データ提供：鹿島ブックセンター

…あなたのチームは「報連相」を徹底すること
で必ず見違える!!新入社員だけでなく中堅社
員も対象にした報連相の技術を学ぶことがで
きる書籍となっております。ぜひ、読んでみ
て下さい。

オススメの１冊
『 ミスやトラブルが激減する
 リーダーの報・連・相』

相田吉雄 著　明日香出版社

ポレポレシネマズのおススメ映画

いわき支店 ℡ 

経営相談会実施しています！

相談のご予約は

コチラ！

相談

無料

経営のお悩み お気軽にご相談ください！

Ⓒ2022「アキラとあきら」製作委員Ⓒ2022「アキラとあきら」製作委員

『アキラとあきら』
　「半沢直樹」「陸王」など数々のベストセラーを生み出してきた日本を代表
する作家・池井戸潤。今回、傑作小説として名高い「アキラとあきら」が満
を持して映画化！
　父親の経営する町工場が倒産し、幼くして過酷な運命に翻弄されてきた山
崎瑛＜アキラ＞。大企業の御曹司ながら次期社長の椅子を拒絶し、血縁のし
がらみに抗い続ける階堂彬＜あきら＞。
　運命に導かれるかのごとく、日本有数のメガバンクに同期入社した二人は、
ライバルとしてしのぎを削っていたが、それぞれの前に＜現実＞という壁が
立ちはだかる。
　＜アキラ＞は自分の信念を貫いた結果、左遷され、＜あきら＞も目を背け続けていた階堂家の親族同士の骨肉の争いに巻き込ま
れていく。
　そして持ち上がった階堂グループの倒産の危機を前に、＜アキラ＞と＜あきら＞の運命は再び交差するーーー
　果たして、4800人の人生は救えるのか！？絶望的な状況を前に、【アキラとあきら】の奇跡の逆転劇が始まる!!

上映開始日　8月26日（金）より

節電にご協力ください
　日頃より省エネ・節電に取り組んでいただいているところと
存じますが、全国的に電力需給が厳しい状況が続いております。
東北電力のWEBサイトでは省エネ・節電手法などをご紹介して
おりますので、ぜひご活用ください。
　屋内でも熱中症にかかる場合があります。エアコンなどを適切に使用し、こまめな水
分補給をしましょう。熱中症予防に留意し、無理のない範囲での省エネ・節電のご協力
をお願いいたします。

節電方法は
コチラ

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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中小企業相談所・経営支援インフォメーション

事業資金の調達に マル経融資 制度 のご案内

常磐支所長・経営指導員

鈴木　康宏

経営指導員による

ワンポイント

アドバイス
　会員の皆様、「マル経資金」をご利用ください。ご利用
には条件があります。詳細は、商工会議所にご確認を！

※「日本政策金融公庫（政府系金融機関）」
　金融力（創業・中小企業・小規模事業者への融資）、情報力（コン
サル業務など）、ネットワーク力（全国152支店を結ぶ商談会、マッ
チングなど）、事業者の味方です。一度気軽にお電話を！

（☎25-7251）

小規模事業者の皆様を金融面からサポートする国の制度です

無担保・無保証　　　　　  低 金 利　　　　　　　　簡単迅速
※保証料・手数料はかかりません。

【コロナマル経とは？】
　新型コロナの影響により、最近１か月間等の売上高又は過去６か月（最近１か月を含む）の平均売上高が
前４年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少している又はこれと同様の状況にある事業者が対象になり
ます。コロナマル経には、３年間の利子補給制度があります。　※令和４年９月30日終了。

一般マル経 コロナマル経

融 資 利 率 1.22% 0.32%

融 資 限 度 額 2,000万円以内 1,000万円以内

融 資 期 間
〔運転〕７年以内（据置１年以内）
〔設備〕10年以内（据置２年以内）

〔運転〕10年以内（据置３年以内）
〔設備〕10年以内（据置４年以内）

※融資利率は、令和４年７月１日現在
※コロナマル経の低減利率は、貸付後３年間。４年目以降、一般利率が適用。
※内容・審査により希望に添えない場合があります。

融　資　対　象（小規模事業者） [資金の使い道／事業資金]

◆従業員数
※�個人事業の事業
主、��家族従業員、
法人企業の役員等
は除く

〇商業・サービス業
��(宿泊・娯楽業除く)

〇製造業、その他業種 【運転資金】
�仕入資金／買掛金・手形の決済／
�給与・諸経費等の支払い�など

【設備資金】
�工場・店舗改装、車両・機械
�設備・什器設備等の購入�など５人以下 20人以下

【お申込みいただける方】
○いわき商工会議所管内（平・小名浜・泉・常磐・植田・勿来）で最近１年以内事業を営んでいる。
○いわき商工会議所の経営指導を６ヵ月以上受けている。
○納付期限の到来している納税額（所得税、法人税、住民税等）を完納している。
○商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種である。
○コロナマル経の場合、「売上減少申告書」等が必要。


