
RyuKou
龍 広

商 工 会 報
組織：龍ケ崎市商工会
住所：龍ケ崎市上町 4264-1
電話：0297-62-1444
FAX：0297-64-0645
URL：http://ryugasaki-shoko.com/

2021 年９月 10 日発行
発行人：会長　塚本　裕

編集：広報委員会
商工会員：1460 名

No.115

　この度、令和３年度龍ケ崎市商工会通
常総代会におきまして、川北嗣夫会長の
後任として、第７代龍ケ崎市商工会長に
就任いたしました塚本　裕（つかもと　
ゆたか）でございます。私といたしまし
ては、その重責に、身の引き締まる思い
がしているところであります。私の事業
所でございますが、市内白羽地区で、甘
納豆の製造販売を行っております株式会

　通常総代会におきまして、副会長に再任され
ました横岡でございます。
　私は、つくばの里工業団地内の米山鉄工株式
会社に勤務しております。ファブリケーターと
して、龍ケ崎市で操業３５年目になり、今となっ
ては龍ケ崎は私の第２の故郷でもあります。平
成２６年６月から副会長を仰せつかっておりま
すが、今後は、平出副会長と共に塚本会長を補
佐し、龍ケ崎市の商工業発展のため努力して参
りますので、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願
い致します。

　通常総代会におきまして、副会長に就任いた
しました平出充洋といいます。現在、城南ショッ
ピングセンター前の緑町で「ヒラデ・スタイ
ル」といいまして、３代目として文具事務用品
等の販売をしております。商店街大通りで生ま
れ育った私ですが、この伝統ある商店街が衰退
していく現状を見ていますと、ただただ残念で
あるとしかいえません。今後は、関係機関と連
携しながら、商工会の課題でもあります中心市
街地活性化のため努力していきたいと思ってい
ます。

社つかもとといいます。どうぞよろしくお願いいたします。
　まず、川北前会長におかれましては、７期２０年に渡り商工
会長として商工会発展のためご尽力をいただきまして誠にあり
がとうございました。今後は、顧問として我々役員のご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
　さて、龍ケ崎市を取り巻く環境は、現在、世界中に蔓延して
いる新型コロナウイルス感染症の影響により製造業、飲食業、
観光業は大打撃を被り大変厳しい状況が続いております。
　商工会は、こうした難しい経営環境の時代であるからこそ、
困難を乗り超え事業を継続するため、中小企業小規模事業者に
寄り添い新たな需要への対応、新サービスの創出、事業転換な
どの工夫によって、積極的な事業転換等の支援を行うことが求
められております。
　このような中、当商工会においては、従来から実施している
経営革新計画支援、小規模事業者に対する「小規模事業者持続
化補助金」や「ものづくり補助金」などの各種補助金事業の申
請・採択・実行支援に加え、さらに新型コロナウイルス感染症
拡大により経営に甚大な影響を受けている事業者に対して、国・
県の支援策の個別相談や資金繰りに対しての特別融資あっせん
支援策を積極的に実施して参ります。
　今後につきましては、関係各位のご理解ご協力を頂きながら、
会員皆様のために傾注していく所存でございますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせて頂きます。

令和３年度第62回通常総代会開催
開催　令和 3年 5月 21 日（金）　　会場　龍ケ崎市商工会　２階　　総代数　１４８名

■塚本裕新商工会長挨拶

■副会長挨拶

■龍ケ崎市商工会役員名簿

龍ケ崎市商工会
会　長

塚本　　裕

副会長

横岡　明彦
副会長

平出　充洋

役　職 氏　　名 事業所名 町　名
会　長 塚本　　裕（株）つかもと 白　羽
副会長 横岡　明彦 米山鉄工（株） 向陽台
〃 平出　充洋 ヒラデ・スタイル（株） 緑　町
理　事 椎塚　俊裕（有）栄文堂書店 米　町
〃 小林　隆紀 小林モータース 米　町
〃 草間　悦朗（資）草間電機商会 新　町
〃 足立　顕徳（株）足立電機 上　町
〃 高島　　覚（有）大新 下　町
〃 岩田　裕稔（株）岩田商店 砂　町
〃 北　　宜仙（有）国華堂 寺　後
〃 内藤　明夫（有）内藤建築設計工房 川原代町
〃 松田　高義（有）イリスパイン 馴馬町
〃 上野　喜之（株）三巴ゴム工業所 向陽台
〃 谷越　浩明（株）ニイタカ 向陽台
〃 糸賀　康浩（株）糸賀商運 大徳町
〃 福島　正明（有）福島園 米　町
〃 寺田　一郎（株）羽原工務店 川原代町
〃 佐々木孝夫 常磐建設（株） 下　町
〃 中村　勝彦 メイクハウス中村 直　鮒
〃 寺田　寿夫（有）扇屋 田　町
〃 栗山　松雄 K’ｓアトリエ 下　町
〃 福田　仁之（株）福家工務店 横　町
〃 大竹　洋子（株）創永建設 下　町
〃 渡辺　芳子 渡辺フォトサービス 田　町
〃 石引　礼穂 石引事務所 佐貫町
〃 福智　勇人 福智建設工業（株） 馴馬町
〃 坂本　隆司（有）アールジェイ計画 下　町
〃 三渕　和也（特非）クラブ・ドラゴンズ 小通幸谷町
監　事 戸澤　淳子 戸澤税理士事務所 南中島町
〃 石山　治男 石山総合企画 姫宮町
顧　問 川北　嗣夫 カワキタ 白　羽

任期 :３年
令和３年６月１日～令和６年５月３１日
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【事業概要】
　実施期間：令和3年10月18日（月）～令和4年2月28日（月）
　発行総額：200,000,000円(1万円×2万冊)
　額面総額：260,000,000円(30％プレミアム)
　購入限度額：１世帯あたり　2セットまで　20,000円
　プレミアム：10,000円で購入➡13,000円分使える（※3,000円お得）
【申込要領】
　申込期限：令和3年度商品券期間内受付中（今からはチラシに掲載されません）
　申込資格：龍ケ崎市商工会員であること
　申込費用：加盟登録料・換金手数料は無料です
　申込方法：龍ケ崎市商工会ホームページより「取扱加盟登録申請書」等必要書類をダウンロードし、必須事項をご

記入の上、ＦＡＸ0297-64-0645又は商工会窓口へご持参ください。
　取扱店換金日：期間中は火曜・金曜（午前9：00～午後4：00まで）
　最終換金日予定：現在、令和４年３月11日（金）を最終換金日予定としており、変更になる場合もございます。

健康診断・人間ドック助成のご案内

1人あたり 3,000 円　※定員になり次第締め切らせていただきます。

令和 3年 4月 5日～先着 100 名
令和 4年 3月 18 日（金）まで ( 受診完了したもの）

助 成 金 額

対象医療機関

申込受付期間

健診までの流れ
助 成 期 限

商工会では、会員事業所の福利厚生事業として、健康診断・人間ドック受診料の助成事業を実施しております。

①国民健康保険加入者
医療機関へ予約を済ませる ➡ 商工会へ申込 ➡ 市役所へ助成金申請 ➡ 商工会へ医療
機関領収書提出 ( 精算 )
②協会けんぽ加入者
医療機関へ予約を済ませる ➡ 商工会へ申込 ➡ 商工会へ医療機関領収書提出 ( 精算 )
※事業所請求の際には請求書を提出

◦龍ケ崎済生会病院総合健診センター　0297-63-7178
　★予約できる時間　午前８時～正午（食事付き　土日祭日以外の日）

◦龍ケ崎大徳ヘルシークリニック大徳健診センター　0297-61-0026
　★予約できる時間　午前９時～午前11時・午後２時～午後５時（日・祝日以外の日）
　　　　　　　　　　＜人間ドック受診の方のみ＞1,000円分の食事付き

～コロナにまけるな！～コロナにまけるな！
　龍ケ崎元気応援支援スーパープレミアム　龍ケ崎元気応援支援スーパープレミアム
たつのこ商品券2021取扱加盟店募集～たつのこ商品券2021取扱加盟店募集～

商工会では、龍ケ崎市の助成を受け、「新型コロナウイルス」感染拡大により売上が低迷する事業者支援及び消費者需
要の喚起を図ることを目指すべく商品券事業を実施いたします。
つきましては、下記の通り取扱加盟店の募集を行いますので、加盟店へご登録くださいますようお願いいたします。
尚、昨年の「プレミアム商品券事業」において加盟店登録をされている事業所の方は、今回の手続きは必要ございません。 

商品券
事　業

商工会人事異動
宇津木修一課長異動挨拶 ( つくば市商工会から )

石毛祥子係長→取手市商工会
( 在籍 22 年　平成 11 年４月～令和２年度末）

細田俊秀課長 ( 在籍 6 年 )退職

　４月の人事異動によりつくば市商工会から配属になりました。
つくば市商工会では約 28 年勤務しましたが龍ケ崎のことにつ
いては知らないことばかりなので、皆様から色々と教えていた
だきながら一日も早く会員の皆様のお役に立ちたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。


