
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、ビジネス書・人気書ランキング１位の書

籍と書店員オススメの１冊を合わせた『鹿島ブッ

クセンター読書の秋３冊セット』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：9月20日（火）

今月の会員のチカラ
　市内で事業を始め90年の老舗「伊東
弓具店」。弓道は、溯ること鎌倉時代、位の
高い武士の武道とされ、近年は心身鍛錬
の武術と位置づけられている。
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AWAY AWAY HOME HOME
第24節

9.11（日）

18:00KO

第25節

9.18（日）

15 :30KO

第26節

9.25（日）

13:00KO

第27節

10.2（日）

13:00KO

ギラヴァンツ北九州
（ミクニワールドスタジアム北九州)

FC今治
（ありがとうサービス、夢スタジアム）

FC岐阜
（Ｊヴィレッジスタジアム）

カマタマーレ讃岐
（Ｊヴィレッジスタジアム）

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

伊東弓具店
　平胡摩沢地内にある老舗の伊東弓具店は、今から94年前(昭和３年)

に宮城県登米市にて開業し、昭和７年頃、弓具の需要が増加していた

当市(田町地内)へ移住してきた。昭和39年頃、３代目の伊東資泰(もと

やす)氏(平成27年12月没)が現在地へ移転。３代目は匠として業界内で

も弓と矢の製作・修理に優れた技術力を持ち、高い評判を得ていた。

　時代の流れとともに、弓はグラスファイバー質が主流となり、矢も

手作りのものは希少となっているため、現在は弓具販売が主な事業と

なっている。先代の娘である鈴木恵美さんは４代目として、夫の仁さんと共に、また学生時代からの友人お２

人にも力を借りながら事業を続け、伝統武術の普及に尽力している。

　顧客の約８割が高校生をはじめとする弓道部の学生だ。県内でもいわき市は弓道愛好家が多く、市内高校19

校のうち11校に弓道部があり、学生が自分のサイズに合った弓具と弦などを求め、日々来店している。このネッ

ト時代だからこそ、顧客一人一人の顔が見える対面販売が、お店を守る原点であり手段であることに間違いは

ない。

　弓具を扱う店は年々減少し、県内も同店の他に、郡山に１店舗あるのみとなった。

伊東弓具店では会津方面にも顧客を有し、鈴木夫妻は、「県内の弓道愛好家の皆様

に支えられている」と感謝をしていた。

　弓道は今、「生涯スポーツ」と言われている。気軽に、老若男女年齢を問わず、

いつでも始められるスポーツで、第２の人生をスタートした年代の方々が始める

ケースも増えて来ているという。「お気軽にご来店頂き、本物の弓・矢に触れてみて、

弓道に興味を持って頂けたら」と鈴木夫妻は語った。
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WALK  TO  THE  DREAM

い わ き Ｆ Ｃ 　 今 後 の 試 合 日 程

流鏑馬など神事にも矢を納めている

引いた弦から親指を
保護する道具『かけ』

伊東弓具店
いわき市平字胡摩沢117 ／ ☎0246-23-1848 
定休日：毎週月曜、第２・４日曜
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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

薄毛・抜け毛にお悩みの方へ！
　当店はお客様の切実な髪

の悩みに応えるため、自己

再生力を高める育毛コース

を始めました。ホルモン剤

不使用で、男女問わず安心

してご使用頂けます。完全

予約制の当店へ、まずは

お気軽にお電話ください。

美容室ラヴ二ール
〒970-8026 いわき市平南町54
TEL.0246-35-5352
FAX.0246-35-5352

新車の軽に月々１万円から乗れるフラット７!
　新車の軽自動車に月々

１万円から乗れるフラッ

ト７が人気！リースプラ

ンなのでリース料の中に

は車検代、自動車税、期

間中のオイル交換代も含

まれています。

　個人様契約、法人様契

約どちらでもOKです！

有限会社 鈴健モーター
〒973-8403 いわき市内郷綴町柴崎47-3
TEL.0246-27-3822
FAX.0246-27-3828

和風な！ニラレバー定食プレミアム（1,430円）
　豚肉が美味しい当
店イチオシの『和風な!
ニラレバー定食』。良
質なレバーと特製和風
だれの相性バツグン。
レバーの臭みを感じ
ない、女性にも大人
気。テイクアウトOK。
個室２部屋（多目的利
用も可）あります。

食亭つるや
〒973-8403 いわき市内郷綴町町之内11
TEL.0246-26-3686
FAX.0246-27-5982

CAFE Kiitosの商品を販売してみませんか？
　お店の商材を増やし

たい、お客さんを呼び

込みたいなどで、CAFE 

Kiitosの商品を販売され

たい方は新規取引希望の

旨、公式サイトよりお問

い合わせください。商材

詳細は公式サイトのB2B

をご覧ください。

CAFE Kiitos
〒974-8261
いわき市植田町本町三丁目9-1伊藤ビル1階
TEL.050-5867-3406

不動の人気、簿記検定!
　資格・検定専門校のラ
イセンスアカデミーの
簿記講座が熱い！
　進学、就職、仕事上で
大活躍の言わずと知れ
た、不動の人気資格。
　合格給付金制度で最
大受講料が40％還元！
資料請求は「みとみ ラ
イセンス」で検索。

株式会社みとみ ライセンスアカデミーいわき校
〒970-8026 いわき市平字童子町4-18 いわき建設会館２F
TEL.0120-190-415
FAX.0246-35-3078

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

▼

② 申込フォームよりＰＲ文等
を入力して送信！

▼

③ふろんてぃあ紙面に掲載

掲載事業所大募集

※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。
・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
無料

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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■公 募 期 間　　令和４年８月５日（金）～９月30日（金）

　　　　　　　　※次回公募については、令和５年２月上旬～３月末での実施を予定

■事 業 期 間　　交付決定日(11月上旬予定）～令和５年７月31日まで

■助成上限額　　技術開発事業　500万円

　　　　　　　　事業可能性等調査事業、販路開拓事業　100万円

■助　成　率　　助成対象経費の２分の１以内

　県内中小企業者の皆様の新製品・新技術及びその構想について、市場調査、事業可能性調査及び開発並び

に販路開拓について支援することにより、新産業の創造、新規市場の開拓、未開拓市場への

参入を促進し、本県産業の活性化、本県産業の自立的発展を図るために実施するものです。

詳しくは、当センター Webサイトをご覧ください。

※当センター Webサイト　https://fukushima-techno.com/ ▼

ふくしま産業応援ファンド事業 公募のお知らせ

新商品・新技術等の開発、調査・分析、
販路開拓に係る経費の２分の１を助成します

お問合せ先：

（公財）福島県産業振興センター 技術支援部技術総務課
〒963-0215 郡山市待池台1-12 福島県ハイテクプラザ内　☎024-959-1929

ドリームチャレンジ in Ｊヴィレッジ開催ドリームチャレンジ in Ｊヴィレッジ開催
　スポーツによる人・まちづくり推進協議会が主催する「ドリームチャレンジ」は、スポーツを通じて「いわき市を
東北一の都市にする」というビジョンのもと、スポーツの持つ力を最大限に活用し、参加する市民がスポーツを行い、
体感することによって参加者の健康増進、活力の創出を目的に開催いたします。

 
する！する！ みる！みる！ たべる！たべる！

10/2(日)  10：00～16：00

Ｊヴィレッジスタジアム・二ツ沼総合公園

・�スポーツ体験イベントの開催（サッカー教室・ISAA・ヨガ講座・スポーツ体験ブース）
・J３�第27節　いわきFC�×�カマタマーレ讃岐　13時KICKOFF（有料）
・スタジアムグルメ設置

日 時

会 場

内 容

※ イベント内容については変更になる可能性があります

参加無料

スポーツによる人・まちづくり推進協議会　information

イベントの開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を施した上で、安心安全を軸としたイベントの開催に努めさせていただきます

最新情報は
公式Twitterを

チェック！
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会議所TOPICS

民間経済団体による国道６号に係る要望活動
　林城・飯田交差点の渋滞解
消や、勿来・関本バイパスの
早期開通に向けた要望活動
を実施。会長代理として、長
谷川・根本両副会頭が出席し、
東北地方整備局長、吉野衆
議院議員、国土交通省豊田
副大臣、財務省宮本政務官
を訪れ、意見を交わした。今
後も道路の渋滞による経済
損失の解消を訴えていく。

アクサ生命 春のキャンペーン表彰式
　2022年度BWC春キャ

ンペーンにおいて、「ア

クサ生命賞」「県連パー

フェクト賞」を受賞し、

アクサ生命保険㈱東北

北海道営業局 竹本一

営業局長より表彰と記

念品を贈呈された。

勿来勿来

３年ぶりの夏まつり、会員事業所皆さまのご協力･ご協賛、心より感謝申し上げます。

第24回なこそ鮫川花火大会

8/20

小名浜小名浜
8/6

いわき花火大会
　「いざ！出陣！新たに始ま

る！復活の花火」と銘打っ

たオープニングとともに、

約１時間半、小名浜の夜空

に１万発の花火が上がり、

感染対策を講じた中、約

３万５千人の来場者で賑わ

いました。

　３年ぶりの、いわき湯本温泉やっぺおどり大

会、優勝チームは「いわきFC U-18」でした。

　参加者は、それぞれの熱い踊りで街中を彩り

ました。

　３年ぶりとなる第24
回なこそ鮫川花火大
会が、植田町の鮫川
河川敷公園で行われ
ました。
　当日は、小雨の降
る中ではありました
が、打上宣言に続き約
２千発の花火が、い
わき市南部の夜空を
彩りました。

　平の夏の恒例行事「いわき七夕まつり」が、

新型コロナウイルス感染対策を講じた中で開催

されました。２日間とも、大勢の人が訪れました。

8/5

やっぺおどり大会
常磐常磐

平平
8/6・7

いわき七夕まつり
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災害に負けない!!

事業継続力強化計画事業継続力強化計画（ジギョケイ）（ジギョケイ）を策定し事業を守りましょうを策定し事業を守りましょう
事業継続力強化計画（ジギョケイ）とは

　自社のリスクを認識し、防災・減災の事前対

策や感染症対策をまとめた計画のことで、経済

産業省から認定を受けることも可能です。

メリット① － 計画策定のメリット
○ 緊急事態発生時の被害を最小化・事業の早期再開に
よる顧客からの信頼と事業機会の獲得

○ 自社の経営資源の把握、緊急時対応の共通認識によ

る経営の強靭化

メリット② － 国の認定を受けるメリット
○信用保証枠の追加

○税制優遇・金融支援・補助金の優先採択

○認定マークの活用による会社の信頼度向上

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

※出典 中小機構 公式HP
　 「BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう！」

動画の視聴は

コチラ
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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『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

３『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

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『世界一楽しい決算書の読み方』
　大手町のランダムウォーカー 著　KADOKAWA

データ提供：鹿島ブックセンター

…お金を「稼ぐ」「納める」「貯める」「使う」「備える」「増
やす」を一から学び直すための書籍です。図解でわ
かりやすく学べます。是非、読んでみて下さい。

オススメの１冊
『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

商工会議所推薦「図書館で見つけた一冊」

メモの魔力 (幻冬舎)
　数年前に話題になったベストセラー書なので、読まれた方も

多いかと思います。私も気にはなっていたのですが、先延ばし

にしてしまい、先日たまたま図書館で見つけたので手に取って

みました。「僕にとってメモとは生き方

そのものです。メモによって世界を知り、

アイディアが生まれる。メモによって自

分を知り、人生のコンパスを持つ。メモ

によって夢を持ち、熱が生まれる。その

熱は確実に自らを動かし、人を動かし、

そして人生を、世界を大きく動かしま

す。」と著者は語っています。本当だと

すれば、まさに「メモは魔力」です。取

り敢えずマネてみようと思います。

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「百花」製作委員会

　母が記憶を失うたび、僕は愛を取り戻していく――
　原作・脚本・監督の川村元気と、ダブル主演の菅田将暉、原田美枝子が贈る感涙必至の、
愛と記憶の物語。
　川村自身の体験から生まれたこの小説は25万部を超えるベストセラーとなり、この度、原
作者である川村元気自身が監督・脚本を手掛け、映画化。
　レコード会社に勤務する葛西泉（菅田将暉）とピアノ教室を営む母・百合子（原田美枝子）。
　ふたりは過去のある「事件」をきっかけに、互いの心の溝を埋められないまま過ごしてきた。
　そんな中、突然、百合子が不可解な言葉「半分の花火が見たい‥‥」と発するようになる。
　認知症と診断され、次第にピアノも弾けなくなっていく百合子。やがて、泉の妻・香織（長澤まさみ）の名前さえ分からなくなってしまう。
　だがある日、泉は百合子の部屋で一冊の「日記」を見つけ、そこに綴られていたのは、泉が知らなかった母の「秘密」。あの「事件」
の真相だった。
　「半分の花火」とはなにか？
　ふたりが「半分の花火」を目にして、その「謎」が解けたとき、息子は母の本当の愛を知ることとなる―――

2022年9月9日（金）全国東宝系にて公開

その他その他 人気書人気書 ランキングランキング
文 芸 編

１『その本は』
又吉直樹 著　ポプラ社

２『おいしいごはんが食べられますように』
高瀬隼子 著　講談社

３『夜に星を放つ』
窪美澄 著　文藝春秋

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



http://www.iwakicci.or.jp/  E-mail  web@iwakicci.or.jp
●発行所／福島県いわき市平字田町120　ラトブ６階　●0246 （25） 9151
●発行人／小林裕明　●定価／1部･100円（税抜）（110円税込）

Vol.665 2022. SEPTEMBERFRONTIER

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

中小企業相談所・経営支援インフォメーション

小名浜支所　経営指導員

古田部　好弘

経営指導員による

ワンポイント

アドバイス

　日常の事業活動においてなんらかの経営課題に直面した時、解決に向け
て選択するべき行動は次のうちどれでしょうか？

（以下より正しいと思われる選択肢をお選びください。）

①ネットで課題の解決方法をキーワード検索してみる。

②家族や社内で解決策を話し合ってみる。

③知り合いの専門家などに相談してみる。

④ 顔は怖いが、心はやさしそうな商工会議所小名浜支所の職員に
相談してみる。

☆ ここでの正解はズバリ「どれも間違いではない。」です。しかしながら、
まずは④を選択していただければと思います。

　 　理由は、商工会議所には本所（平）５名、小名浜支所２名、常磐支所
１名、勿来支所２名と地区ごとに会員の皆様に寄り添いながら解決策を
一緒に考え、支援する担当職員が皆様をお待ちしているからです。融資、
補助金申請、決算申告、事業承継、創業、販売促進などについて幅広く
伴走型支援をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

　 　今後、何かありましたら、④『商工会議所の職員に相談してみる。』④『商工会議所の職員に相談してみる。』
を思い出していただけたら幸いです。

適格請求書（インボイス）発行事業者になる（番号を取得する）ということ

　令和５年10月１日からのインボイス（適格請求書）には、「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載が求
められます。この番号の付番には、事業者は消費税課税事業者として、税務署へ登録が必要です。
　インボイス制度開始後、この登録番号のない請求書について、買い手（お客・取引先）は、段階的に「仕入
税額控除」を受けることができなくなります（※一定の経過措置あり）。
　買い手（お客・取引先）が、「仕入税額控除」を受けられないことで、その分買い手が納める消費税が高くなっ
てしまいます。そのため、売り手からの税抜き価格が同額でも、インボイス（適格請求書）発行事業者と、免
税事業者では、買い手（お客・取引先）の消費税負担が異なることになります。

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

　自社の買い手（取引相手）が個人のお客様（消
費税を納めない）なのか、事業者（消費税を納める）
なのかを考えることも大事ですね。自社でインボ
イス発行事業者の登録申請をよくご検討下さい。

➡
インボイス制度・申請な
ど、国税庁の特設サイト、
又は、最寄りの税務署に
ご確認下さい

国税庁特設サイト

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!?
販売先は仕入税額控除ができず、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!?
仕入税額控除ができず、自社の税負担の増
加につながる可能性があります

■自分が適格請求書（インボイス）発行事業者の場合

■自分が免税事業者（インボイス登録番号がない）の場合

国

国

売り手
（自分）

売り手
（自分）

買い手
（相手）

買い手
（相手）

支払消費税を
控除できる

支払消費税を
控除できない

代金＋
支払消費税

代金＋
消費税

消費税納税

消費税納税

請求書

請求書


