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今月の会員のチカラ
創業183年を迎えた「橋本屋神仏具店」
お店の一押しは 『戒名彫 本金箔仕上』
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橋本屋神仏具店
　平新川町にある「橋本屋神仏具店」は、183年前の江戸時代 天保10年(1840
年)から商いを始めたと言われている。家具屋から始まり、木製玩具にも携わ
り、長い歴史を経て、木工技術が生かされた、今の事業へと移りかわってきた。
この辺りは古くには川が流れ、橋がかかっており、その橋のふもとに店を構
えたので、屋号が「橋本屋」となったそうだ。
　先々代が70年程前から神仏具店を始め、現在は、事業主の真

ま

根
ね

井
い

 亨さんと奥様の泰子さんご夫婦で、お店を切り
盛りしている。市内では唯一、お位牌への戒名彫金箔仕上を独自で行うことが出来る仏具店であり、少数・急ぎであ
れば、その都度個別に依頼を受け付けている。
　戒名彫りは、アナログな機械作業で刻むため、指先の繊細な感覚の動作を必要とする『匠』の領域だ。事業主は、
幼いころからDIYを得意としていたため、正に「ものづくり」の精神から生み出された技術と言っても過言ではない。
　橋本屋の一押しは『戒名彫 本金箔仕上』。お位牌に戒名を彫刻し、本金箔で仕上げをするオリジナルで、変色した
り戒名が読み難くなったりせず、誤って濡れてしまっても、文字が溶け出すことがないそうだ。この仕上は、先代が
作り上げ、現事業主に引き継がれた、県内でも唯一かつ国内でもひと握りの技術。「一つ一つ心を込めて仕上げさせ
て頂いております」というお位牌を実際に作られたご家族からは、高い評価を得ているという。
　また、お位牌・仏壇・神棚などの洗浄や破損などの補修も行っている。今需要が高まっており、３年前の2019年に

河川氾濫災害が発生した際には、被災されたご家族十数件のお位牌や仏壇の洗浄と
脱臭をボランティアで行い、大変喜ばれたそうである。
　いにしえから続く神様への祈りや、ご先祖様への思いは、誰もが変わらない。「老
舗ならではの知識とサービスで、神事仏事のお手伝いをさせて頂きます｡お気軽に
ご相談下さい。」と語っていた。
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WALK  TO  THE  DREAM

い わ き Ｆ Ｃ 　 今 後 の 試 合 日 程

戒名彫作業中の真根井さん

技術を要する戒名彫機械

橋本屋神仏具店
いわき市平字新川町1-1 ／ ☎0246-25-3948（FAX同）
営業時間　平日：8:30～19:00　土日祝日：8:30～18:30
定 休 日　毎週 木曜日

HOME AWAY HOME
第32節

11.6（日）

13:00KO

第33節

11.13（日）

14:00KO

第34節

11.20（日）

14:00KO

鹿児島ユナイテッドFC
（Ｊヴィレッジスタジアム）

SC相模原
（相模原ギオンスタジアム）

Y.S.C.C.横浜
（Ｊヴィレッジスタジアム）

スポーツによる人・まちづくり推進協議会　information

　本協議会主催「ドリームチャレンジ 
in Ｊヴィレッジ」が10／２(日)、Ｊヴィ
レッジスタジアム・二ツ沼総合公園で
開催されました。スナッグゴルフやス
ポーツチャンバラなどのスポーツ体験
ブースや、いわきFC選手によるサッ
カー教室、ヨガ教室、ISAAが行われ、
参加した子供たちは思い思いに体を動
かしていました。

ドリームチャレンジ in Ｊヴィレッジ開催！
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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

エチオピアの森で育った野生のコーヒー 世界の名画コーヒー誕生
　エチオピアの森に自
生する野生のコーヒー。
NPO高麗直輸入！エチ
オピアの飢餓の支援にも
なってます。天然のカ
フェインには覚醒作用が
あると言われてます。個
人様はもちろん、企業様
にも置きコーヒーなどあ
ります！

　常磐の黄色い建物の文

房具店『パピルス』です。

今回、植田駅前でスペシャ

ルコーヒーを扱うぼうし

コーヒーさんとのコラボ

で、世界の名画コーヒー

を作成しました。大切な

人へのプレゼントにおす

すめです。

織り人珈琲『おやしろカフェ』
〒972-8321 いわき市常磐湯本町上浅貝90-47
TEL.090-9632-6652
FAX.0246-51-5751

㈲渡辺文具店『パピルス』
〒972-8312
いわき市常磐下船尾町古内296
TEL.0246-43-2440

〈掲載のお問い合わせ〉

企画グループ
☎25-9151

（本多・橋本）

申込は
こちら ▼

原子力災害対策本部廃炉・汚染水・処理水対策チーム事務局からのお知らせ

ＡＬＰＳ処理水および各種支援策に関する説明会開催について

　令和３年４月、日本政府は、安全性の確保と風評対策の徹底を前提に、東京電力福島第一原子力発電所のＡＬＰＳ
処理水の海洋放出を行うとの基本方針を決定いたしました。
　政府といたしましては、福島県浜通り地域をはじめとする商工業者の皆様に対しても順次説明会を開催させていた
だきたいと考えております。
　ＡＬＰＳ処理水の処分や福島県浜通りにて商工業者様が活用できる支援策、また、東京電力による風評賠償に関す
る検討状況等についてご説明させていただきます。

　　　　◎令和４年11月21日（月）14:00－16:00　会場：いわき市文化センター
　　　　◎令和４年11月30日（水）14:00－16:00　会場：勿来市民会館

※申込不要（参加希望の方は直接会場にお越しください）
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　福島県では、令和４年３月16日に発生した福島県沖を震源とした地震により被災された中小企業者等の施設・設　福島県では、令和４年３月16日に発生した福島県沖を震源とした地震により被災された中小企業者等の施設・設

備の復旧・整備を支援するため「中小企業等グループ補助事業」（以下「グループ補助金」という）を実施しています。備の復旧・整備を支援するため「中小企業等グループ補助事業」（以下「グループ補助金」という）を実施しています。

　いわき商工会議所では、被災事業所を支援するため『いわき商工会議所復興支援グループ』を構成し、福島県中　いわき商工会議所では、被災事業所を支援するため『いわき商工会議所復興支援グループ』を構成し、福島県中

小企業等グループ補助金を活用し、事業者の復旧、復興を進めております。小企業等グループ補助金を活用し、事業者の復旧、復興を進めております。

　なお、『いわき商工会議所復興支援グループ』に参加するためには、「当所会員（入会する）であること」、「グルー　なお、『いわき商工会議所復興支援グループ』に参加するためには、「当所会員（入会する）であること」、「グルー

プとして共同して行う事業（ＢＣＰ作成他）を必ず行うこと」、「補助を受けた施設・設備の保険等への加入」等がプとして共同して行う事業（ＢＣＰ作成他）を必ず行うこと」、「補助を受けた施設・設備の保険等への加入」等が

前提となります前提となります

　同補助金の申請をご検討の場合には、先ずは、いわき商工会議所中小企業相談所（　同補助金の申請をご検討の場合には、先ずは、いわき商工会議所中小企業相談所（☎☎25－9151）にご相談下さい。25－9151）にご相談下さい。

　　【参 加 資 格】【参 加 資 格】令和４年福島県沖地震で被害を受けた法人・個人事業主令和４年福島県沖地震で被害を受けた法人・個人事業主

　　【対象・補助率】【対象・補助率】施設・設備の復旧費用等　中小事業者等３／４・中堅企業等１／２施設・設備の復旧費用等　中小事業者等３／４・中堅企業等１／２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  福島県ＨＰ　詳細概要や申請様式はこちらから 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  福島県ＨＰ　詳細概要や申請様式はこちらから ▼

令和４年福島県沖地震

「福島県中小企業等グループ補助金」お知らせ

　いわき商工会議所青年部は10/21（金）にいわきワシン

トンホテル椿山荘にて第２回風会議を開催しました。「風

会議」とは、地域を良くしようとする若手公務員と、同じ

く地域を良くしようと活動する青年部会員の情報交換の場

として開催するもので、当日は市職員７名、青年部会員12

名が参加し、様々な意見交換を行いました。

青年部　第2回風会議を開催青年部　第2回風会議を開催

　10/７（金）・８（土）の２日間、ふくしまビックパレッ　10/７（金）・８（土）の２日間、ふくしまビックパレッ

トにて、第54回全国商工会議所女性会連合会「福島全国トにて、第54回全国商工会議所女性会連合会「福島全国

大会」が開催されました。全国各地の商工会議所女性会 大会」が開催されました。全国各地の商工会議所女性会 

約1,500名が参加。女性経営者の資質向上、連携交流を深約1,500名が参加。女性経営者の資質向上、連携交流を深

めました。福島の着実な復興、震災復興への多くの支援めました。福島の着実な復興、震災復興への多くの支援

に対する感謝の思いを伝える機会となりました。全国大に対する感謝の思いを伝える機会となりました。全国大

会では、全国商工会議所女性会連合 市瀬 会長、日本商会では、全国商工会議所女性会連合 市瀬 会長、日本商

工会議所 三村 会頭などから、心強いエールを頂くと共工会議所 三村 会頭などから、心強いエールを頂くと共

に、女性会活動の功労者表彰、福島県所縁の東京農業大学 小泉武夫 に、女性会活動の功労者表彰、福島県所縁の東京農業大学 小泉武夫 

名誉教授による講演を聴講しました。いわき女性会では、大和田廣子名誉教授による講演を聴講しました。いわき女性会では、大和田廣子

会長をはじめ会員11名が参加。大いに福島の魅力をＰＲ、皆様をおも会長をはじめ会員11名が参加。大いに福島の魅力をＰＲ、皆様をおも

てなししました。てなししました。

女性会便り 全国の商工会議所女性会が集結！“全国福島大会”全国の商工会議所女性会が集結！“全国福島大会”

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
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会議所TOPICS

DXのキホンを学ぶ！！
　人財ネットワーク委員会
(神長委員長)主催、ポリテ
クセンター福島様のご協力の
もと、『業務改革からDXへ』
セミナーが、いわきニュータ
ウンセンター１Fで開催され
た。講師は㈱JMTC代表の
猪俣氏と後藤氏。受講者は、
今後の企業経営に、業務改
革からのDX推進が如何に重
要かを実感していた。

10/4

内田市長へカーボンニュートラルを提言
　次世代エネルギー産業
委員会（小野寺委員長）
は、当市のカーボンニュー
トラルを推進するため検
討会を組織し、意見交換
を行った。このほど、「報
告書」が完成したため、
内田市長へ提言を行った。
市長からは、「行政と産業
界が連携して取り組みた
い」との意見が出された。

１号議員（60事業）が決まりました
いわき商工会議所「定款」並びに「議員の選挙並びに選任」に関する規則に基づき、次の通り確定しました。

事   業   所   名 事   業   所   名

株式会社アオバ消毒 株式会社タイヘイドライバーズスクール

アクサ生命保険株式会社いわき中央営業所 株式会社大松興産

株式会社東コンサルタント 合資会社平銃砲火薬店

嵐電気工事株式会社 滝口木材株式会社

有限会社伊勢屋商店 長瀬印刷株式会社

株式会社磯上商事 株式会社中根砂利店

公益財団法人磐城済世会 株式会社勿来製作所

いわき市平商店会連合会 西野屋食品株式会社

いわき湯本温泉商店会連合会 日産自動車株式会社いわき工場

有限会社ＡＢＣいわき バックス情報システム株式会社

株式会社ＮＴＴ東日本－東北 いわき営業支店 浜通り交通株式会社

株式会社宙エンジニアリング 磐栄運送株式会社

小名浜石油株式会社 株式会社東日本建設コンサルタント

小名浜石油埠頭株式会社 株式会社福島銀行平支店

小名浜地区商店連合会 福島臨海鉄道株式会社

株式会社小名浜包装資材 有限会社藤オートサービス

木村ミルクプラント株式会社 株式会社不二屋

株式会社協和機工 株式会社ボンズ

後藤機械株式会社 真砂不動産株式会社

堺化学工業株式会社小名浜事業所 株式会社松本塗装店

有限会社さぎ酒店 株式会社マルエイ

株式会社作山工務所 丸浜運輸株式会社

三共設備株式会社 株式会社丸ほん

三洋海運株式会社小名浜支店 株式会社みずほ銀行いわき支店

株式会社七十七銀行平支店 株式会社ミドリ

株式会社清水 八幡印刷株式会社

常磐火力産業株式会社 株式会社ヤマキ寝具

常磐商事株式会社 株式会社山崎工業

清野木材株式会社 有限会社ラッキースタジオ

株式会社相馬屋 株式会社ラトブコーポレーション
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アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 

アクサ生命保険株式会社
郡山支社　いわき中央営業所　TEL：0246-22-5447
〒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

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

※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『経営12ヵ条』　稲盛和夫 著　日経BP

３『はじめるNotion』　溝口雅子 著　技術評論社

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『できるリーダーは、「これ」しかやらない［聞き方・話し方編］』
伊庭正康 著　PHP研究所

データ提供：鹿島ブックセンター

…ひと味違った気づかいと温かみが伝わるメール術を
手紙のプロが解説。いまいちメールの正解がわから
ず、自身が持てない方に読んでもらいたい本です。

オススメの１冊
『�短いのに感じのいいメールが悩まず書ける本』

亀井ゆかり 著　日本実業出版社

商工会議所推薦「図書館で見つけた一冊」

あしたの官僚（新潮社）
　東京の大学を卒業後、そのまま東京の企業に就職したら、役
人になっていたら、法曹の道に進んだら、今頃どのような人生
を送っていたのだろうかと秋の夜長に妄想に耽ることがあり
ます。本書の主人公は、厚労省の若手官僚で、月100時間を超
える残業時間、政治家からの無理難題、
極度なセクショナリズム、一般人からの
クレーム電話対応、忖度官僚とのバッシ
ングなど、生々しい苦悩が描かれていま
す。上司が主人公に掛けた言葉「金や褒
美、メリットや地位があれば人は動くか
もしれないが、本質的には、熱意のよう
な無形なものによって人は動いてしまう
もの。君の信念が周りを動かした。人間
力が大事なんだ」が心に沁みました。

ポレポレシネマズのおススメ映画

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！

ⒸⒸ2022「すずめの戸締まり」製作委員会

　九州の静かな町で暮らす17歳の少女・鈴芽（すずめ）は、「扉を探してるんだ」とい
う旅の青年・草太に出会う。
　彼の後を追って迷い込んだ山中の廃墟で見つけたのは、ぽつんとたたずむ古ぼけた
扉。なにかに引き寄せられるように、すずめは扉に手を伸ばすが…。

　扉の向こう側からは災いが訪れてしまうため、草太は扉を閉めて鍵をかける“閉じ師”として旅を続けているという。

　やがて、日本各地で次々に開き始める扉。
　不思議な扉と小さな猫に導かれ、九州、四国、関西、そして東京と、日本列島を巻き込んでいくすずめの”戸締まりの旅”。
　旅先での出会いに助けられながら辿りついたその場所ですずめを待っていたのは、忘れられてしまったある真実だった。

■公式サイト　https://suzume-tojimari-movie.jp/

2022年11月11日（金）全国東宝系にてロードショー

その他その他 人気書人気書 ランキングランキング
文 庫 編

1　『沈黙のパレード』
　東野圭吾 著　文藝春秋

2  『花嫁のれん大女将の遺言』
　小松江里子 著　幻冬社

3  『本所おけら長屋 十九』
畠山健二 著　PHP研究所

『すずめの戸締まり』

アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 
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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

勿来支所　経営指導員

中野　公記

経営指導員による

ワンポイント

アドバイス

　会員のみなさま、年末年始を前にキャッシュフローの把握と計画的な資金
繰りを考えてみましょう！
　マル経融資制度は、商工会議所の指導を受ける小規模事業者(会員の皆様)
が、無担保・無保証で経営改善に必要な資金を借りられる制度です。
　また経営相談についてどんなお悩みでも構いません。本所・各支所の経営
指導員までお気軽にお問い合せくださいませ！

ご融資限度額ご融資限度額　　【一　 般　 枠】2,000万円以内
　　　　　　　【コロナマル経】1,000万円以内
ご 融 資 期ご 融 資 期 間間　　【一　 般　 枠】［運転］ ７年以内（据置１年以内） 
　　　　　　　　　　　　　　 ［設備］10年以内（据置２年以内）
　　　　　　　【コロナマル経】［運転］10年以内（据置３年以内）
　　　　　　　　　　　　　 　［設備］10年以内（据置４年以内）

　パソコンやスマートフォン、タブレットが普及し、
Facebook、Twitter、Instagram、LINEといったSNS
からの情報収集する時代となりました。
　昨今では、個店や小規模事業者において、商品・サー
ビスやブランドを宣伝する方法として、「SNS広告」が
注目されています。
　「SNS広告」は、ターゲットの精度の高さ、商品サービ
スを知らない・自分の悩みや欲求を自覚していないお客
様（潜在顧客）につながる、様々なお客様に積極的に広
告を発信できる（プッシュ型）、宣伝コストの軽減といったメリットがあります。
　お客様が検索エンジンで検索したキーワードに関連する広告を掲載する方法（リスティン
グ広告）や、過去にWebサイトに訪問したことのあるお客様に配信する方法（リターケティ
ング広告）など、「検索」、「サイト訪問」のような自分の意思で行動をとったお客様に発信

される、プル型の広告にはできないアプ
ローチが期待されます。
　当所では、９月21日、笠間 建 氏（㈱
コミューナ）を講師に招き、小規模事業
者の販路拡大に向けた、「SNS広告セミ
ナー」を開催しました。
　このたび、より多くの会員様に、マー
ケテイングの基礎知識やSNS広告のノウ
ハウを知って、役立てていただきたく、
YouTube動画で配信を行うことにしま
したので、ぜひご覧ください！

会員事業所に経営に役立つ知識と多くの気づきを!会員事業所に経営に役立つ知識と多くの気づきを!

いわき商工会議所いわき商工会議所
 「セミナーチャンネル」 「セミナーチャンネル」

「SNS広告セミナー」配信中!!
※右下の二次元コードからアクセス

※今後変更になる場合もあります。

マ ル 経 融 資 制 度 ご 案 内マ ル 経 融 資 制 度 ご 案 内

チャンネルは

こちら♪


