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女優のんさん NFTアート作品を
久慈市の贈呈・売上寄付
２月10日（木）にのんさん制作のNFTアート
「王様のマント」の贈呈式がYOMUNOSUで行
われました。NFTとは偽造不可な鑑定書・所有証
明書が付いたデジタルデータで、デジタル市場で
売買することができます。この作品の販売によっ
て得た利益は、“第二の故郷”である久慈市へ全額
寄付される予定です。
また、2月８日（火）から、のんさんが脚本・
監督・主演を務める映画「Ribbon」の全国公開
に合わせて、久慈市の街なかをリボンで飾り、
映画を応援する「KUJI×Ribbonプロジェクト」
が開始されました。このプロジェクトでは、
YOMUNOSUに映画のシーン写真を展示した
り、街なかにリボンを模したフラッグを設置した
りしています。また、プロジェクトに賛同する飲
食店では、リボンをイメージした期間限定商品の
販売も行っています。

贈呈式の様子

Ribbon の森をイメージした装飾 （YOMUNOSU）

このフラッグが観光客をお出迎えします
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新型コロナウイルスの影響を受けた中小法人・個人事業者に対する事業の継続と回復を支援

事業復活支援金の申請が始まっています
事業復活支援金の概要

【申請前】の準備

１．申請期間 2022 年 5 月 31 日（火）まで
２．給付対象 ①と②を満たす事業所（個・法）
①新型コロナウイルスの影響を受けた事業者
②2021 年 11 月〜 2022 年 3 月のいずれかの月
（対象月）の売上が 30％〜 50％以上減少した
事業者 ※比較は 2018 年〜 2021 年
３. 給付上限 ・法人＝250 万円 ・個人 50 万円
※実際の給付金額は所定の計算で算出。
・減少率により上限は変動します。
４. 申請方法 スマートフォン、パソコンからの申請
５. 添付書類 事務局ホームページ参照

①マイページの作成（スマホかパソコンで）
・事業復活支援金事務局のサイトより登録
【仮登録】 メールアドレス、電話番号入力
→事務局より届くメールから本登録へ
【本登録】 ログイン ID、パスワード等の設定
②事前確認 ─ 事前確認登録機関へ連絡し予約
※必要書類等は予約時にご確認下さい。

久慈市内事前確認登録機関
申請は、事前確認登録機関による事前確認が必要です。

・久慈商工会議所

事業復活支援金についてのお問い合わせは

・その他市内各金融機関をはじめ農業・漁業関係の

【久慈商工会議所 TEL 52-1000】まで

事前確認機関も今後登録予定です。
※各登録機関の会員・組合員は書類省略可

会員の皆様は申請に関するご相談もお気軽に！

令和３年分

密

確定申告

☎52−1000

商工業事業者の皆様は当所にご連絡ください。

～感染リスク軽減のための税務署からのお願い～

を避けて
ご自宅からスマホ・パソコンでｅ-Ｔａｘ

既に80％以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
● 給与の源泉徴収票をスマホで撮影すると自動入力できます
● マイナポータル連携の自動入力の対象にふるさと納税などが追加されました
● マイナンバーカードをスマホで読み取れば、ＩＣカードリーダライタなしでｅ-Ｔａｘできます

密

を作らな い
▲

▲

確定申告会場への入場には整理券が必要です(※申告書等の提出のみの場合は不要です)
会場(税務署)で当日配付します
ＬＩＮＥから事前発行もできます

来場される場合はお早めにお越しください。

申告
期限

所得税および復興特別所得税・贈与税

令和４年3月15日(火)まで

消費税および地方消費税(個人事業者)

令和４年3月31日(木)まで

詳しくは

確定申告

検索

申告義務のない方が行う還付申告は５年間提出することができます。
年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)により還付を受ける方などがこちらに該当します。

お買い物は、地元のお店で
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令和４年２月15日（火）

商業 サービス業 観光交通業 工業運輸業
令和４年度事業計画が決まる
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建設業各部会の

１月 25 日（火）から２月３日（木）まで、
商業、
サービス業、
観光交通業、工業運輸業、建設業の各部会では総会を開催し、
令和４年度の事業計画について協議しました。各部会の令和
４年度事業計画については次の通りです。
【商業部会】
【工業運輸業部会】
● 盛岡周辺視察・懇談会
● 三陸沿岸道路視察研修、
（軽トラ市及び木伏緑地）
懇談会（道の駅等：県南方面）
● インボイス制度セミナー、
● 洋上風力発電視察研修
民法改正セミナー
● 久慈市議会議員との懇談会
● 企業見学会
● DX関連セミナー
● 人材育成研修会
（TWI-JI研修） ● 企業懇談会
【サービス業部会】
● 三陸沿岸道路視察研修、
● 未来ディスカッション
懇談会
（道の駅等：県南方面） ● 進路指導教諭との懇談会
● 地元学講演会
● 地元経営者との懇談会
【建設業部会】
● SNS活用セミナー、
● 三陸沿岸道路視察研修、
インボイス制度セミナー
懇談会（道の駅等：県南方面）
● 洋上風力発電、積水化学プラント視察研修
【観光交通業部会】
● 三陸沿岸道路視察研修、
懇談会
（道の駅等：県南方面） ● 久慈市のエネルギー政策研修
● DMC・DMO視察研修 ● 地元学講演会
● DX、
AI、IoT基礎研修
● SNS活用等セミナー
● ガイドマップ作成
● 建設業におけるBCPセミナー ● 景観整備事業
● はしご酒ラリー
（夏、
冬）
【全体事業】
● 事業承継セミナー
（経営改善）● 南部お城巡り視察
● おもてなし、
インバウンドセミナー

令和3年度創業チャレンジャー事業成果発表会
この事業は、中心市街地に創業して間もない経営者に対して
持続的で安定的な経営の継続を目的に専門家を派遣するもので
す。今年度はhair make hAnA.（本町：美容業）とRainbow
English Kuji（中央：英会話教室）の２店舗でそれぞれ4回ず
つ講師との対話を重ねて問題点の洗い出しと強みの引き出しを
行ってきました。
今年度の成果発表会はコロナウイルス感染拡大の影響を考慮
して両店舗ともに事前に収録したVTRによる発表会を実施しま
した。VTRでは髙橋講師との対話の様子や対話によって感じた
ことなどについて報告がなされました。
髙橋講師からはそれぞれの代表と対話した時の様子や、本人
の発表からは語られることのなかった小さな取り組みなどにつ
いて補足の説明が行われました。
＜発表者＞

hair make hAnA.
Rainbow English Kuji

代表
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情報は企業の命。多難な明日を生きぬくために岩手日報を役立ててください。

当所ホームページに各種情報発信中 !!
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青年部新春経営セミナー

「結果が出る！未来志向型
リーダーシップ」を開催
1月21日（金）ロイヤルパークにおいて、久慈商
工会議所青年部主催の新春経営セミナーを開催し、
57名が参加しました。
講師の津村柾広氏は、弘前聖愛高校野球部でメン
タルコーチを務めた経験を軸に、「笑顔」や、みん
なで「いいね！」と言い合える環境づくりが、従業
員のやる気とチャレンジする勇気を育み、チーム全
体に波及していくと力説しました。また、参加した
久慈東高校野球部員から
「目的を実現するためど
うすればいいか」との質
問に「ビジョンをしっか
りと持って取り組むこと
が大事」「常にポジティ
ブに」とエールを送りま
津村氏に講演のお礼品を渡す
した。
青年部大坪会長（右）

BCPセミナー開催!!
BCP（事業継続計画）とは、災害やテロ、
感染症など不測の事態が発生しても、重要な事
業・業務を中断させず、仮に中段しても可能な
限り短期間で復旧させるために策定しておく計
画のことです。被害を最小限に抑えるための平
時の対策や、立て直しに向けた方針や体制、手
順が盛り込まれております。
自然災害を想定し
たBCPのみならず、
新型コロナウイルス
感染症拡大による、
欠勤者の増加、業務
の継続など、感染症
に適したBCP策定が
急がれています。

青年部臨時総会 令和４年度役員体制を決定

令和４年度 青年部会長
米内 松司 氏

１月 21 日（金）、ロイヤルパーク…
カワサキにおいて、令和３年度久慈
商工会議所青年部臨時総会を開催
し、規約の一部改正並びに令和４年
度の役員等について審議し、異議な
く承認されました。令和４年度役員
新体制は左記のとおりです。

▽令和４年度新体制 （任期：R4.4.1 ～ R5.3.31）
会
長
副 会 長
副 会 長
専務理事
直前会長

米
小
戸
鹿
大

内
上
﨑
糠
坪

松 司 （㈲ホームセンター仙台）
耕 世 （㈲ひまわり生花店）
ミユキ （新興リース㈱）
紀 章 （清章堂）
剛 （㈱吉成食品）

建設業部会・工業運輸部会
合同研修会を開催
講師として㈱日本政
策金融公庫八戸支店
長の高木功氏を迎え、
「金融機関から見た菅
内の経済情勢と事業継
承の現状等について」
をテーマに講話をいた
だきました。
新型コロナウイルス感染症の影響による、企業の
資金繰り事情や後継者難による小規模企業者の廃業
問題など事業承継の必要性についてが説明されまし
た。
◇事業承継マッチング支援では、後継
者をお探しの方、創業をお考えの方
をつなぐサービスを行っておりま
す。詳しくはHPをご覧ください。

お買い物は、地元のお店で
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金の申請対象期間が延長されました！

年末年始大売り出しキャンペーン
久慈＆山形 当選者決定

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した際、事業所から休業
手当の支給を受けることができない労働者について、休業手当の代わり
として国から支給を受けられる制度です。

申請期限・申請方法

●申請期限

申請対象期間
令和３年４月～12月
中小企業
令和 ４ 年１月～３月
令和４年４月～12月
大 企 業
令和 ４ 年１月～３月

申請期限
令和４年３月31日（木）
令和４年６月30日（木）
令和４年３月31日（木）
令和４年６月30日（木）

久慈商店会連合会とガ
タゴン協議会では各地区
の商店街の利用促進のた
めお買物キャンペーンを
開催しました。厳正なる
抽選の結果、当選者が選
出されました。

●申請方法

久慈商店会連合会

（１）郵送での申請先
〒600－8799 日本郵便㈱ 京都中央郵便局留置 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行き
（２）オンラインでの申請先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
HP https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

申請
方法

当選者

1等（お肉・海産物詰合）
三本木 智 子 様
新井場
小 倉 栄 一様
澤 里
その他商品券100名
1等（灯油券）
長 内
2等（短角牛セット）
下斗米 めぐみ 様
角
その他特産品、特別賞70名

8：30～20：00／土日祝 8：30～17：15

※支 給申請書は、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金 HP からダウンロードできるほか、ハローワー
クでも配布しております。

青年部・女性会 会員募集
青 年 部

女 性 会

久慈商工会議所青年部は、若手経営
者、若手後継者などを中心に集い、自
事業の発展と豊かな地域を築くため
に、様々な活動をしています。
今地域にとって必要なことは、多く
の地域課題に立ち向かうことのできる
若い力です。共に学び、悩み、交流し
ながら自事業の発展はもちろん、地域
を盛り上げていきませんか？

久慈商工会議所女性会では、久慈市
内の商工業に従事する女性が集まり、
企業経営の発展向上に努めるとともに
地域活性化事業への取り組み、会員相
互の連携強化・資質向上を目的に活動
しています。
女性ならではの視点で、久慈をもっ
と楽しく、明るく、住みやすい町に！

私たちと一緒に活動してみませんか！

当選者
り

つ様

順

子様

3 月の

定期相談日
【場 所】
商工会館 3 階相談室

岩手県信用
保証協会
（10 時～ 16 時）

1 日（火）
8 日（火）
15 日（火）

日本政策金融公庫
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

問合せ・入会についてはこちらまで

久慈商工会議所 青年部事務局・女性会事務局
久慈商工会議所 経営支援課

電話52-1000

京 子様
トヨ子 様

ガタゴンプロジェクト協議会

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金コールセンター 電話 0120－221－276

月～金

（5）

11 日（金）
お問い合わせは
久慈商工会議所まで
℡ 52-1000

FAX52-1051

業務用厨房機器
各種揃えています。
お安くお譲りします。

㈲第一ライフトラスト
岩手県久慈市川貫 5-20-170 TEL 0194-59-3581

メールでのお問い合わせ先 ： inotaku30@gmail.com
当所ホームページに各種情報発信中 !!

〒028-0
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事業所
取材
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楽しい英語のレッスンを行っています！！

Rainbow English Kuji

地域の人々に英語を親しんでもらいたいという想いを込めて、昨年
5 月に英語教室を開業し、蒲野裕子さん、伊藤晶子さん、鹿糠 shirley
Belda さんの 3 人で力を合わせてスタートさせました。
現在は 3 名の講師がそれぞれの得意分野を活かして、小さな子供か
ら授業や英検対策の学生や大人の英会話クラスまで幅広いジャンルでき
め細かく生徒のレベルに合わせたレッスンをモットーに丁寧な指導を心
がけています。
開業して間もない頃は、3 人の講師で話し合ったり悩みながら生徒さ
ん達と向き合ってきた時期もありましたが、新たな新入生も増えて充実
感を感じています。最近では Facebook を活用した情報発信も進めて
いて、講師自ら動画を撮影してアップするなど常に工夫を忘れず新鮮な
取り組みを続けています。
〒 028-0061 岩手県久慈市中央一丁目 42
メールアドレス：rainbowenglishkuji@gmail.com

新入会員募集中
体験入学も随時実施中です

Facebook

グルメマンガガイドブック 第２弾完成！

マンガ ・ グルメ三陸街道

「海の幸編」

三陸グルメマンガプロジェクト実行委員会（委員
長山王敏彦会頭）は、『マンガ・グルメ三陸街道
【海の幸編】』を発刊しました。
当プロジェクトは、昨年12月18日に全線開通し
た三陸沿岸道路の利用者を各地域の飲食店に呼び込
むため、海の幸を取扱う飲食店を漫画で紹介してい
ます。漫画を担当した『なかはら・ももた』さんと
店主とのやり取りや人気料理のほか、各地域の情報
が掲載されています。ガイドブックは、各地域の観
光施設や道の駅などに置いておりますので、是非ご
覧ください。

株式
会社

2月28日まで

使用期限は

令和
４年

㈪

※期限を過ぎた飲食券・共通券・交通券は使用でき
ませんので、ご注意ください。

飲食券・共通券・交通券の換金申請期限は

令和４年

3月9日㈬まで

※期限を過ぎた飲食券・共通券・交通券は換金でき
ませんので、ご注意ください。

サンホームズ

不動産、賃貸、家の新築・改築ならおまかせください！

お買い物は、地元のお店で

