
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』を
５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。
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させていただきます。

HP

Google
フォーム

ＣＯＮＴＥＮＴＳ
２　会員のチカラ　株式会社キャンディきっず

３　こんなことやってます！事業所紹介

５　会議所TOPICS

６　経済トレンド便　福島銀行

７　東商検定試験スケジュール

10
2022

No.
666

今月の会員のチカラ
　㈱キャンディきっずは、子ども達の笑顔のために託児所や保育園、
お弁当事業を手掛けている。（写真右下が代表の山野辺みゆきさん）

ふろんてぃあ
読者プレゼント
締切：10月20日（木）
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AWAY AWAY HOME AWAY
第28節

10.9（日）

13:00KO

第29節

10.16（日）

13:00KO

第30節

10.23（日）

13:00KO

第31節

10.30（日）

13:00KO

ガイナーレ鳥取
（チュウブYAJINスタジアム）

アスルクラロ沼津
（愛鷹広域公園多目的競技場）

愛媛FC
（Ｊヴィレッジスタジアム)

テゲバジャーロ宮崎
（ユニリーバスタジアム新富)

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

託児所キャンディきっず
　常磐湯本町三函、童謡館の角を北に進んだ通り沿
いに「託児所キャンディきっず」がある。１時間か
ら子どもを預けることができる保育施設だ。
　保育士として働いていた代表の山野辺みゆきさんは、自身の子育ての経験から、現在の事業を2015年に始め
た。仕事と育児を両立するために実祖母の助けを得たが、同じように周りのサポートを受けられる環境の人ば
かりではない。一時保育施設の立ち上げを決意した。
　創業にあたり利用したのが商工会議所の創業スクールだ。資金繰りや事業計画の立て方など、描いた夢を現
実に落とし込む方法を学んだという山野辺代表は、「創業スクールで得られた知識や専門家との出会いは“宝”
です」と話す。実際、今でもわからないことはすぐに専門家に相談するという。
　「子育て支援には、子育てをする大人への支援も必要」と考える山野辺代表は、その信念のもと、キャンディ
きっずの他に、二つの小規模保育園を運営。さらに昨年は、新たに弁当・総菜事業を立ち上げた。忙しい子育

て世代は、手軽なファーストフードに偏りがちだが、安心して子どもとの
食事を楽しめるよう、素材に気を配ったお弁当を販売している。
　短時間保育を利用する理由は様々だ。美容室に行ったり、溜まった家事
を片づけたり、「自由な時間を生み出すことに罪悪感を感じないでほしい」
と山野辺代表は訴える。「色んな大人に愛情をかけられていることに、子
ども達自身が成長する機会になる。お父さん、お母さんに余裕が生まれる
ことで、子どもへ向ける笑顔が増えることが何よりも大事だから」と語る。
　「休んで良いんだよ、と言える社会であることが、何よりの子育て支援」。
子どもと、大人と、地域の「三方よし」の社会を願っている。

会
チ
員

カ
の
ラ

No.
69

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

託児所キャンディきっず

栄養バランスを配慮したお弁当

株式会社キャンディきっず
いわき市常磐湯本町三函195-4
☎0246-88-7880
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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

一緒に働きたい方大募集！！
　Ａ型就労支援とは一般企業に

就職することが難しい障がいの

ある方が雇用契約を結び給料を

受け取りながら一般就労にむけ

て訓練する場となります。職員

一同寄り添いお手伝いいたしま

す！お気軽にお問い合わせくだ

さい！

就労継続支援A型 合同会社 Grow 
〒971-8101 いわき市小名浜隼人70-4
TEL.0246-84-9277
FAX.0246-84-9244

女性が活躍する職場
　震災後、雇用創出・拡

大を目指して、東京のIT

大手企業様と取引開始。

女子正社員が多い企業で

す。会社の成長と最先端

の業務に社員は大満足で

す。明るく、チームワー

クの良い企業です。

株式会社 グリーナ
〒970-8045 いわき市郷ヶ丘1丁目1-1
TEL.0246-38-3094
FAX.0246-38-3094

R3のステージで歌えます。 お得なキャンペーン開催中！
　Riraミュージックス
クール個人レッスンで
録音しながらなので
上達が早いです。ロッ
ク・歌謡曲等々で定
期的にステージで発
表会のライブ♪講師は
R3オーナーのＲira楽
しく歌って楽しい人生
を♬お問合せ下さい♪

　３種類の食器の中
からお好きな物を１
つ、８種類の絵柄の
中から１つ選んでオリ
ジナルの食器を自分
で作れます。材料、レッ
スン料、焼成費全て
込みで¥1,100-!お得
なキャンペーンは年内
開催しております。

株式会社 R3『LIVE HOUSE R3』
〒979-0141 いわき市勿来町窪田片岸10-1
TEL.0246-84-9699
TEL.090-9427-4107

お稽古サロン ミミエデンローズ
〒970-8017 いわき市石森1-17-1

TEL.090-7704-6738

インターネットにあなたの顔をつくります。
　私たちが作るのは「WEBサイト」と「未来の指針」です。
ターゲットと求める成果を明確にし気づきと達成感を
実感できるWebサイトをつくります。そしてサイトの
中でも運営の中でも迷子にならぬよう寄り添います。

株式会社 ウェブフェイス
〒970-8017 いわき市石森2丁目19-3
TEL.0246-84-5176
FAX.050-3156-7304

効果絶大！フルオーダー制パーソナルトレーニング
　指導者系有資格者のス

タッフが、最適で安全安

心な運動トレーニングプ

ログラムを構築致しま

す。法人会員も受けつけ

ております。お問い合わ

せ、お待ちしておりま

す！

株式会社 Ｔ−ＦＯ．Ａ．Ｍ『T&C Lab.』 
〒970-8036 いわき市平谷川瀬3丁目6番地1久善ビル11号
TEL.0246-88-9046
FAX.0246-88-9046

掲載のお問い合わせ
　企画グループ
　☎25-9151（本多・橋本）

掲載
無料

申込は
こちら ▼
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　いわき市内に実家があり、このままだと空き
家になってしまうとお困りの方など、空き家・
空き家予備軍をお持ちの方を対象にしたセミ
ナーです。空き家の相続について、一緒に考え
てみませんか？

日 時　令和４年日 時　令和４年1111月月2626日（土） 日（土） 13:30～17:0013:30～17:00

場 所　いわき市文化センター ３階大会議室場 所　いわき市文化センター ３階大会議室

第１部第１部：：セミナー  13セミナー  13::45～1445～14::45  45  定員20名定員20名

テ ー マ 　 民法、不動産登記法の改正について

内容　相続登記申請義務化について

      相続土地国庫帰属制度について

講師　福島地方法務局いわき支局

　　　統括登記官　後藤 芳宏 氏

第２部第２部：：個別相談会  15個別相談会  15::00～1700～17::00  00  定員６組定員６組

（１組60分）（１組60分）

相談内容 　 空き家の相続に関すること  など

　専門家が個別の相談に応じます。固定資産税

の明細書や登記事項証明書など、家の情報が分

かる資料をお持ちの場合、ご持参ください。

空き家対策セミナー＆個別相談会 参加費無料 事前予約制

　令和５年10月から「適格請求書等保存方式（いわゆるイン

ボイス制度）」が開始されます。

　既に昨秋から事業者登録が始まっておりますが、事業者の

皆様に本制度への理解を深めていただいた上でそれぞれの事

業に応じた対応や準備を進めていただけるよう、国税庁動画

チャンネルでも消費税のインボイス制度を全４回にわたって

講義形式でわかりやすく解説しています。右記QRコードに

てスマートフォン等からご覧いただけますので是非お気軽に

ご利用下さい。

　尚、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp) の「イ

ンボイス制度特設サイト」ではパンフレットやQ&Aも掲載

していますので、こちらも併せてご活用下さい。

国税庁動画チャンネルをご活用下さい

「消費税！今から学ぼう！インボイス塾！」配信中です

第１回

制 度 概 要 編
第２回

記 載 事 項 等

第３回

売り手の留意事項編
第４回

買い手の留意事項編

【主催】いわき市住まい情報センター
【共催】いわき市
問合せ先：いわき市住まい情報センター

　☎0246-84-5341

申込みは
コチラ ▼
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会議所TOPICS

コロナ禍で奮闘している会員企業、地域の最前線で会員企業を
支援している各地商工会議所が、ともに未来への希望を持って、
これからの時代を生き抜いていくために。
各方面で活躍されている方 を々お招きし、オンラインによる特別
記念講演会を開催します。

　令和４年９月12日（月）パレスいわやで開催された、第379回常議員会・合同部会総会において、３号議員（各界・

各層からの選出）・２号議員（各部会選出の業種代表）が選任されました。選任された事業所は、次の通りです。

３　号　議　員　（18事業所）

アルプスアルパイン㈱いわき事業所、いわき信用組合、いわきヤクルト販売㈱、小名浜製錬㈱小名浜製錬

所、北関東空調工業㈱、クリナップ㈱いわき事業所、㈱クレハ生産・技術本部いわき事業所、常磐共同火力

㈱勿来発電所、常磐興産㈱、東洋システム㈱、日本製紙㈱勿来工場、根本通商㈱、㈱東日本計算センター、

ひまわり信用金庫、古河電池㈱いわき事業所、堀江工業㈱、㈱マルト、三菱ケミカル㈱小名浜工場

２　号　議　員　（42事業所）

　 事　業　所　名

商 業 部 会
阿部商事㈱、オノエー㈱、㈱鹿島ショッピングセンター、呉服と洋服のクシダヤ、㈱坂本紙店、
シオヤ産業㈱、㈱ハニーズホールディングス、㈱ハリカいわき、㈱みよし

工 業 部 会
いわき大王製紙㈱、岡田電気産業㈱、常磐共同ガス㈱、東北電力㈱いわき営業所、
北都オーディオ㈱、山菱水産㈱

建 設 業 部 会
㈱大橋、㈱加地和組、クレハ建設㈱、㈱建誠、常盤電設産業㈱、常磐開発㈱、田村建材㈱、
福浜大一建設㈱、大和電設工業㈱、㈱渡辺組

観光・サービス業
部 会

いわき湯本温泉旅館協同組合、㈱いわや、常光サービス㈱、新常磐交通㈱、㈲天地閣、
㈱みよ乃杜、㈱八幡台やまたまや

運輸・情報業部会 磐城通運㈱、㈱いわき民報社、小名浜海陸運送㈱、常磐港運㈱、㈱ネクスト情報はましん

金融・都市開発業
部 会

㈱クレハ環境、㈱常陽銀行平支店、鈴木弘康税理士事務所、㈱東邦銀行いわき営業部、
㈱福家産業

＜新入会員＞　令和４年９月12日（月）　第379回常議員会にて承認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

●石臼挽き手打蕎麦ふびと
●㈱いわき橋梁
●いわきサッシ㈱
●エクスライズ
●㈱カシワバラ・コーポレーション
　福島営業所
●キャラクター＆エッチング工房
　ちゃわわ
●㈱グリーンプランニング
●サワ　シャンブル
●㈱シービッグ
●塩山自動車

●鈴木酒店
●㈱スタンレーいわき製作所
●スナック葵
●スナック潤
●セルフ写真館Photoroom Iwaki
●ダイニングバーノーヴァ
●㈱大志総建
●とくしまる８号車
●芳賀整体
●パモジャ
●ファミリーマートいわき平神谷店
●㈱ふくまる

●福島ミドリ安全㈱いわき支店
●㈱マルニ
●満月
●麦とろとんかつ東京どん平
●㈲名伸
●㈱メガネベース
●好間・勿来鍼灸整骨院
●GALLERY
●Honest Drive Motorcycle
●RUFF works
●TEENY-WEENY@Home Lab
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福島銀行の地域社会DX推進を目指した取り組みについて
　福島銀行は創業100周年を迎えるにあたり「ふくぎん 福島創生プロジェクト」を掲げ、地域の

発展・産業振興のため取引先事業者さまの伴走支援に取り組んでおります。そうした中、お客さ

まの資産形成や事業者さまの資金繰り支援に加え、本業支援・DX１化への推進も主要施策として

掲げ、取り組んでおります。

　地域の事業者さまにおかれましては、将来の成長性・競争力強化のために、新たなデジタル技

術を活用し、ビジネスモデルの変化に柔軟かつ迅速に対応していくDX化の必要性が高まってお

ります。加えて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、非対面型ビジネスモデルへの転換や、

時間や場所に縛られない柔軟な働き方の実現に向けたテレワーク環境の整備といった新たな働き

方への関心が一層高まってきています。

　そうした環境の下、福島銀行では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・サービスを取引先事業者さまの本業支援に

向けたソリューションとして提供してきました。その中でも「SBI DXデータベース」は、SBI

グループがベンチャー企業投資などを通じて培ったネットワークを駆使し、中小企業のDX化に

資するソリューションを幅広にラインナップ化したサービスであり、本サービスを活用すること

で、事業者さまのニーズに応じた最適なDXソリューションをご提供することが可能となります。

　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

活動とお客さま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

令和
第31回

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

いわき支店 ℡ 

詳しくは で！

●毎月の返済が無い短期資金を希望する中小企業者の皆さま！

好評につき、限度額を

万円に増額しました！

保証付き融資の

借換可能！
一旦返済することなく

継続利用可能！
継続利用回数に

制限なし！
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ポレポレシネマズのおススメ映画

Ⓒ砥上裕將／講談社Ⓒ砥上裕將／講談社
Ⓒ2022映画「線は、僕を描く」製作委員会Ⓒ2022映画「線は、僕を描く」製作委員会

大学生の青山霜介はアルバイト先の絵画展設営現場で運命の出会いを果たす。
白と黒だけで表現された【水墨画】が霜介の前に色鮮やかに拡がる。
深い悲しみに包まれていた霜介の世界が、変わる。
巨匠・篠田湖山に声をかけられ【水墨画】を学び始める霜介。
【水墨画】は筆先から生み出す「線」のみで描かれる芸術。描くのは「命」。
霜介は初めての【水墨画】に戸惑いながらもその世界に魅了されていく――
水墨画との出会いで、止まっていた時間が動き出す。

■公式サイト　https://senboku-movie.jp/

『線は、僕を描く』
2022年10月21日（金）　全国東宝系にてロードショー
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中小企業相談所　経営支援インフォメーション

第10回公募（10月公表予定・申請締切:12月上旬）が予定されています。随時公式サイトを確認下さい。

　新たな市場開拓、顧客層の獲得のための売り方の工夫や広報宣伝、新たな商品開発・改良、
店舗の改装など、小規模事業者が策定する経営計画に基づく、地道な販路開拓や売上向上、
生産性向上の取り組みを支援する補助金です。

【対　象】いわき商工会議所管内の小規模事業者
【補助率・補助上限額】※通常枠、特別枠のいずれか１つのみ申請可能

類 　 型 通 常 枠 賃金引上げ枠 卒 業 枠 後継者支援枠 創 業 枠 インボイス枠

補 助 率 ２／３
２／３

（赤字事業者は
３/ ４）

２／３

補 助 上 限 50万円 200万円 100万円

※特別枠には、各々申請要件がありますので、要項をよく読み該当するか確認下さい。

＜販路開拓などの取組事例＞
▶新商品・サービスの開発、必要な機械装置の購入
▶新商品・サービスの販促ＰＲ
　（チラシ作成・送付・ポスティング、看板設置等）
▶ネット販売サイト、ウェブサイトの構築・改修
　※ウェブサイト関連費は、補助金額総額の１／４が上限。
　　 また、この経費のみでの申請はできません。
▶国内外の展示会・見本市への出展、商談会参加
▶新商品を陳列する棚、備品の購入
▶店舗の改装（不動産取得は不可）　など

【その他】
＊ 補助金に伴う経営計画策定にはお時間がかかりますので、ブラッシュアップ

を行う時間も考慮し、早めにご相談ください。
＊ 申請には、商工会議所が交付する様式「事業支援計画書」の添付が必要です。

交付依頼は、交付受付締切日を確認の上、余裕をもってご連絡ください。

小規模事業者持続化補助金〈一般型〉

中小企業相談所　経営指導員

荒川　純

経営指導員による

ワンポイント

アドバイス
「中小企業119」専門家派遣事業について

　「中小企業119」は、中小企業、小規模事業者のための経営相談や専門

家派遣の事業です。事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、商工

会議所が適任の専門家を派遣して課題解決をサポートします。経営課題の

解決で悩んだときは、まず商工会議所にご相談ください。

　詳細は「中小企業119」ホームページをご確認ください。

https://chusho119.go.jp/  ▼

事業計画策定にあたり
商工会議所等の助言が
受けられます。

補助金資料・申請書類は
こちら！

持続化補助金公式サイト

　自社の商品・ サービスの強み、 市場や競合を
把握しているか、 売上向上や顧客獲得への目標
と現実の差 （問題）、 それを解消するため何をする
か （課題） が、 しっかり整理された 「事業計画」
が求められます。
　補助金は、 申請要件を満たせば貰える給付金
や支援金とは違います！


