
それぞれのご事情の許す範囲（金額）で
ご協力をお願いいたします。

■ 個人事業所の皆様

5,000円 から
■ 法人事業所の皆様

10,000円 から
■ 一般個人の皆様

3,000円 から

※1回のお申込みで10万円以上のご寄附をいただ
いた方には、寄附者名を顕彰させていただきます。
　ご芳名または法人名を「ネームプレート」に刻み、
　「藤枝総合運動公園多目的広場」に掲出予定です。
　なお、おひとり様1回限りとさせていただきます。
※なお、反社会的勢力と認められる個人・法人・団体については受け入れを認め
ず、入金済みの寄附金は返還いたします。
※受け入れた寄附金は上記以外の理由を除き、返還いたしません。

藤枝市サッカー協会及び下記賛助団体の皆様方には
本趣旨をご理解のうえご協力をいただいております。

賛 助 団 体（あいうえお順）

岡部町商工会

藤枝小売酒販組合藤枝支部

静岡県飲食業生活
衛生同業組合藤枝支部

藤枝建設業組合

藤枝市観光協会

藤枝菓子組合　

志太榛原タクシー協会藤枝支部

居酒屋から藤枝を元気にする会

藤枝市商店街連合会

藤枝市茶商工業協同組合

藤枝市私立幼稚園協会

志太経済懇話会

藤枝金融協会

藤枝市男女共同参画推進センター

さわやかクラブふじえだ連合会

JAおおいがわ 藤枝歯科医師会

藤枝市自治会連合会

一般社団法人

志太医師会

一般社団法人

志太建築士会
一般社団法人

志太茶業組合

藤枝ロータリークラブ

藤枝南ロータリークラブ

藤枝ライオンズクラブ

藤枝巽ライオンズクラブ

藤枝ホテル旅館組合

公益社団法人

藤枝法人会

一般社団法人

藤枝青年会議所

公益社団法人

藤枝市シルバー人材センター

一般社団法人

藤枝青色申告会
社会福祉法人

藤枝市社会福祉協議会

静岡産業大学

学校法人藤枝学園学校法人相川学園

NPO法人

藤枝市体育協会

◎ 市外の方は藤枝市【ふるさと納税】制度をご利用ください。
　 「藤枝市総合運動公園多目的広場人工芝化」からも応援が可能です。
　 詳しくは藤枝市のホームページでご確認ください。
URL:http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/

■H27年着工/H28年完成予定
（あくまで予定ですので、資金の状況により変更があります。）

みんなの広場を　　　　　　  にみんなの広場を　　　　　　  に人工芝

スポーツ交流拠点の整備資金スポーツ交流拠点の整備資金

にご協力くださいにご協力ください

寄寄 附附
募募 集集

金金

ご 寄 附 の 額

ご 寄 附 に つ い て

藤枝商工会議所 事業推進課
〒４２６-００２５ 藤枝市藤枝４-７-１６   TEL：６４１-２０００  FAX：６４３-２０００

お 問 合 せ

お 申 込 み

ご寄附の
手順は次の
とおりです。

ご 寄 附 い た だ い た に …方

寄附者名を藤枝商工会議所のホームページ及び
商工会議所ニュースへ掲載いたします。

平成２５年１１月１日～平成２６年１０月３１日 １年間募金期間募金期間

5,000万円以上（整備事業費 約1億円の1/2程度）

◎お客様より、指定の「寄附申込書」に必要事項をご記入のうえ、 
FAXなどによりご送付ください。
   なお、当所ホームページからでもお申込みいただけます。
URL:http://www.fujieda.or.jp/

◎「寄附申込書」の受付を完了しまし
たら、「振込用紙」をご送付します
ので、金融機関からお振込くださ
い。振込手数料はかかりません。

寄附のお申し出

❶
「寄附申込書」

❶
「寄附申込書」

藤枝商工会議所

藤 枝 市

❷ 「寄附振込用紙」❷ 「寄附振込用紙」

◎納付時の「本人控え」を必ず
保管してください。
　※税務申告時の証明書になります。

❸ 金融機関から
納付

❸ 金融機関から
納付

【 藤枝市 】
■寄附金積立
【 藤枝市 】
■寄附金積立

　藤枝商工会議所では、藤枝市サッカー協会等各種団体の協力を得て、市制60周年記念協賛事業として、官民協働

でスポーツ交流拠点となる藤枝総合運動公園多目的広場の人工芝化を進めるため、市民や企業の皆様から寄附を募

集します。その寄附金を事業費の一部として藤枝市が整備を行います。

　人工芝化により、藤枝市へのサッカーによる誘客はもちろんのこと、市民の健康増進の場、青少年の健全育成の場
として、多様な世代の市民が気軽にスポーツやレクリエーションに親しむことができるスポーツ交流拠点になると考え
ています。

市制60周年記念協賛事業市制60周年記念協賛事業

募金
目標額
募金
目標額

藤枝総合運動公園多目的広場

◎「申込書」は
　商工会議所に
　お申し出下さい。



あなたの起業や経営、想いなどを 
ビジネスへとお考えの方を支援しています！
あなたの起業や経営、想いなどを 
ビジネスへとお考えの方を支援しています！藤枝商工会議所は

まちづくり・ひとづくり・地域活性化にも
取り組んでいます!!

藤枝商工会議所は
まちづくり・ひとづくり・地域活性化にも
取り組んでいます!!
蓮華寺池公園の新たな魅力創出のため
整備案をまとめ藤枝市に要望しました。
蓮華寺池公園の新たな魅力創出のため
整備案をまとめ藤枝市に要望しました。

次世代（子どもたち）の人材育成にも取り組んでいます。

藤枝商工会議所では、藤枝市エコノミックガーデニング推進事業（起業者や経営者を応援する事業）の一環
として、平成24年7月より月2回、藤枝市立駅南図書館にて相談会を開催しております。起業を考えている方
は、お気軽にエキチカ相談会をご利用下さい!!

蓮華寺池公園の新蓮華寺池公園の新新たな魅力創出のため新たな魅力創出のため
整備案をまとめ藤整備案をまとめ藤藤枝市に要望しました枝市に要望しました整備案をまとめ藤整備案をまとめ藤藤枝市に要望しました藤枝市に要望しました。。。。

次世代（子どもたち）の人材育成にも取り組んでいます。

当所観光振興委員会では、蓮華寺池公園の新たな魅力の創出による来園者の増加を図るため、隣接する県立西高跡地と

一体整備の調査・研究に取り組んできました。藤枝市当局との協議を重ね、要望を上げた結果、本年度蓮華寺池公園の

再整備基本設計を藤枝市が策定することとなりました。来園者の増加を図るとともに、周辺地域への回遊性を促し、活性

化を図っていく計画となっております。来年度（2014年）には本格的な事業を実施していく予定です。

当所観光振興委員会では、蓮華寺池公園の新たな魅力の創出による来園者の増加を図るため、隣接する県立西高跡地と

一体整備の調査・研究に取り組んできました。藤枝市当局との協議を重ね、要望を上げた結果、本年度蓮華寺池公園の

再整備基本設計を藤枝市が策定することとなりました。来園者の増加を図るとともに、周辺地域への回遊性を促し、活性

化を図っていく計画となっております。来年度（2014年）には本格的な事業を実施していく予定です。

当所地域振興委員会では、市内小中学生など藤枝市の次世代を担う子どもを地域でも応援するため、藤枝商工会議所

青年部や藤枝市教育委員会と連携し、ふじえだ型次世代育成プログラムの仕組みづくりに取り組んでいます。具体的

には、小中学校からの依頼を受け、職業講話としての講師派遣やインターンシップの受け入れ等を行う仕組みを構築し

ていく予定です。

原則、毎月2回
第2水曜日（17：00～19：30）
第4土曜日（13：30～16：00）

開催日程 藤枝市立駅南図書館
（藤枝駅南BiVi藤枝内3階相談コーナー）

開催場所

平成25年
12月11日㈬
※第4土曜日は休み

平成26年
1月25日㈯

※第2水曜日は休み

平成26年
2月12日㈬・22日㈯

平成26年
3月12日㈬・22日㈯

エキチカ相談会・商工会議所でアドバイスを受け、起業した方の声

あとりえ　はーもてぃ
「親身で的確な
　　　　アドバイスをもらいました！」

■本場フランス式の本格調合
　アロマセラピー隠れ家サロンをオープン

■住宅地の中に自宅を改装して
　小さなブティックをオープン

Ｋ・Ｄ・Ｏ
「相談後のフォローもバッチリ！
　　　　　　　　開業できました！」

資格取得は、自らのもつ能力を最もわかりやすくアピールでき

るもので、就職・転職活動においては他と差をつける確かな「証

し」となるものです。

　年間85万人が受験する商工会議所の検定試験は、全国129

万会員企業の人材ニーズに基づき、ビジネス現場で求められる

実践的な能力を評価・認定することを目的に実施しています。

　このため、資格取得を通じて習得した知識やスキルが「就職

力」として、社会人として活躍するための実務能力に直結してお

り、多くの企業で採用基準や社員教育に活用され高い評価を得

ております。

　昨今の厳しい雇用情勢において企業が求めるのは「即戦力」

です。商工会議所の検定試験により「就職力」をアップさせ、「即

戦力」となる「証し」を手に入れましょう！

就職力∞即戦力

藤枝商工会議所 事業推進課
藤枝市藤枝4-7-16

●藤枝商工会議所ホームページ

http://www.fujieda.or.jp/
E-mail  fcci@fujieda.or.jp

申込み・問合せ先

☎ 054-641-2000
Fax 054-643-2000

2014年2月合格目標 日商簿記検定

合格へのラストスパート!

H25年度ラストチャンス!!

直直 前前 対対 策策 講講 座座
※簿記2級をひととおり学習している方が対象です。

※受験希望の方はお問合せ下さい。

2級 本講座は、平成26年2月23日㈰実施の第136回日商
簿記2級検定を受検される方を対象に、重点項目ごと
の問題演習・解説をおこない、本試験合格をサポートし
ます！この機会にぜひご参加下さい。

日　程
午　　前 午　　後

全4回カリキュラム

1／ 18土
25土
1土
8土

1／

2／

2／

商業簿記総まとめ

工業簿記総まとめ

答案練習

答案練習

商業簿記総まとめ

工業簿記総まとめ

答案練習

模擬試験

講座時間 10：00～16：00（休憩12：30～13：30）

申込方法

講　　師 学校法人　名古屋大原学園

（定員になり次第締め切ります）

非会員：15,000円 受講料にはテキスト代・消費税を含みます。

受 講 料 会員：10,000円

定　　員 25名

公認会計士社会人課程　科長　野 崎 正 文 氏

会　　場 藤枝商工会議所　4Fホール

当所会員事業所に勤務する
方も会員扱いになります（ ）

必見

所　在　地：藤枝市五十海2-5-25-2
電　　話：090-6903-7707
営業時間：10:00～23:00
 （最終受付21:00）
定　休　日：なし
URL  http://Ariswill.com
E-mail  at.hamoti@gmail.com
ブログは「ライブドア」、「HAMOTI」で検索

所　在　地：藤枝市藤岡1-23-20
電話／FAX：054-646-7112
営業時間：10:30～18:00
定　休　日：水曜・日曜

お店を始める準備がなかなか思うように進まず…広告、融
資の件も含め、相談に行きました。親身になってお話をき
いて下さるだけでなく、的確なアドバイスを逐次素早くし
て頂きました。そこが一番のポイントで「打てば響く」とい
うご姿勢にとても感謝します。ご相談したい方は遠慮なく
何が必要かを伝えるのが良いでしょう。本当に商工会議
所にご相談させていただいて良かったです。

[あとりえ はーもてぃ]
■アロマで最も厳格な資格のAEAJ認定アロマセラピストの施
術が7,500円！初回割引有り。日本でも少ない西欧の医療用精
油を使った自然療法の本格アロマをぜひご体験下さい！

相談してココがよかった!

「お客様を楽しませたい！」という想いからお店を始めよ
うと思いましたが何から始めてよいのかわからず、知人
の紹介でエキチカ相談会へ行ってみました。先生は心に
響くアドバイスをくださいました。他の相談者と話しをす
ることもでき、意識も高まり勉強になりました。細かいア
ドバイスなど、相談後のフォローも商工会議所がしっか
りとしてくれたので安心でした。そのおかげで開業するこ
とができました!

[Ｋ・Ｄ・Ｏ]
■「ゆっくりお茶を飲みながらくつろげるブティック」というコ
ンセプトで、幅広い年齢層の女性が楽しんでいただけるお店で
す。ぜひお越しください!

相談してココがよかった!

藤枝商工会議所

スコープ

事業推進課までご連絡下さい。又は当所HPで申込書をダウン
ロードしてからお申込み下さい。

簿記検定試験2級、3級 受付期間…H26.1／7㈫～1／23㈭
H25.6月オープンH25.6月オープン H25.10月オープンH25.10月オープン

私達がエキチカ相談員です！ （あいうえお順）

コンサルタント

原田亜紀子 氏
コンサルタント

山梨栄司・若菜 氏

コンサルタント

玉木潤一郎 氏
中小企業診断士

大石 　徹 氏
中小企業診断士
社会保険労務士

天 野 米 次 氏

中小企業診断士

福世一市 氏
＜専門分野＞
商品のブランド化・販売市場の開拓、
WEBマーケティングなど

＜専門分野＞
「売れる言葉」＆「売れる見せ方」

＜専門分野＞
起業相談、異業種進出、第２創業、
業績改善、人材育成

＜専門分野＞
製造業の経営改善、経営戦略立案、
経営改善計画策定支援、営業力強化支援

＜専門分野＞
製造業現場改善、5S指導、経営診断指導
労務相談、社会保険手続き、就業規則作成

＜専門分野＞
事業再生計画、創業計画の策定、
小売・飲食・サービス業等の運営指導


