
浜松商工会議所
LINE公式アカウント

投稿受付中！

友だち追加は
コチラから

浜松商工会議所が運営する、浜松地域の唯一の中小企業向け
ニュースリリース・プレスリリースサイト。
無料で情報発信できますので、ぜひご活用ください。

新型コロナウイルス関連の給付金・各種補助金・助成金など、
経営に役立つさまざまな情報をタイムリーに発信しています。
ぜひご登録をお願いします。
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リポート特 集

起業の一歩を踏み出した卒業生

参加者のその後
浜松商工会議所では、独立開業を目指す人などを対象に、『創業塾』を開催。

コンサルタントや税理士、融資担当者らが講師を務め、

起業に必要な知識を習得する機会を提供している。

これまでに773人の卒業生を輩出し、経営者として活躍している人も数多い。

そこで今回は、『創業塾』の参加者の「その後」を追った。

創 業 塾
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「創業塾」とは
浜松商工会議所が主催する起業支援カリキュラム。
独立開業を目指す人や、開業して間もない人（創業３年目まで）が対象。
創業の心構えやビジネスプラン作成のポイントをレクチャーする。
1999年の開塾以来、これまでに多数の卒業生を輩出。
同じ志を持つ仲間と切磋琢磨しながら創業のイメージを練り上げていく。

※内容は変更となる場合がありますカリキュラム例〈基礎／経験談／実践〉

※開催日時・申込方法・受講料などの詳細は次号NEWingにて告知予定

● まだ具体的な創業イメージがない方、
　 将来的に起業を考えている方の受講も歓迎

● 創業塾修了後も浜松商工会議所が卒業生をサポート

創業の手続きと心構え
ビジネスプランの検討
経営・税務の基礎知識
販路開拓IT講座
融資制度の紹介
事業計画書の作成

創業塾の様子

全9回講座平日夜間週1回2カ月間

踏み出そう！創業への第一歩

創業塾第25期

起 業 兼 業 副 業

2022年度
秋開講
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遺品の整理は気持ちの整理
遺族の心に寄り添う遺品整理業

　　　　が一生の幕を閉じるとき、
　　　　あまたの思い出とともに
遺族に残されるのは、膨大な遺品。
室内を清掃し、遺品の要・不要を
仕分け、ゴミの回収を業者に依頼
する作業は、葬儀の準備や片付け
以上に労力を要する。そこで最近、
大都市圏を中心に増えてきたのが
遺品整理業だ。
　合同会社「こころ」の代表社員・
伊藤氏は、もともと葬祭業に従事
していたが、葬儀の簡素化と業界
内の競争激化の中、以前から抱い
ていた独立したいとの思いが強く
なり、遺品整理業を営むことを決

意した。
　「ご遺族の気持ちに寄り添い、
故人の話を伺いながら遺品整理を
お手伝いすることで悲しみを癒や
したいという思いから、この事業
を選びました」と伊藤氏。

　2016年に独立して個人事業主
となり、夫婦で創業塾を受講。卒
業の翌年にハーティストという屋
号で遺品整理業を始めた。
　創業にあたっては、当所を通じ
て小規模事業者持続化補助金を取
得し、ホームページを作成。また、

補助金を創業資金に利用

孤独死の現場を清掃する「特殊清
掃」で使うオゾン脱臭機も補助金
で購入した。倉庫や事務所は既存
の建物があったため、創業資金は
補助金100万円を含む150万円で
事足りた。しかし、創業はしたも
のの、遺品整理の仕事をなかなか
得られず大苦戦。１件も依頼がな
い月もあったという。
　その後、ホームページの宣伝効
果が徐々に出始め、高齢者施設や
地域包括センターからの紹介も増
えてきたことから、少しずつ仕事
を受注するようになった。

　とはいえ、浜松地域では産廃業
者やゴミ収集業者、便利屋が事業
の一部門として遺品整理を手掛け
ているケースが多く、業者間の競
争が激しいのが実情だ。
　そんな中で依頼が増えつつある
のが、遺族では手に負えない孤独
死現場の特殊清掃や、ゴミ屋敷の
清掃だ。見た目の汚れは床や壁を
剥がせば取れるが、著しく強い臭
気はなかなか取れないため、オゾ
ン脱臭機で消臭する。ゴミは回収

人

超高齢社会による需要増加に商機あり！

業社に撤去を依頼し、リフォーム
や解体工事まで頼まれることもあ
る。作業は伊藤氏自らが担当。人
手が足りないときは、仲間の同業
者に協力してもらっている。
　現在は、月に６件前後の依頼の
うち３分の１が特殊清掃。アパー
トの管理会社や遺族からの依頼が
主で、費用はワンルームだと15
万円、一軒家だと40～50万円程度。
特殊清掃は今後も需要の増加が見
込まれるため、昨年も補助金を利
用して最新のオゾン脱臭機を追加
購入。コロナ禍の衛生対策にも利

用し、一般住宅や施設向けの消臭
サービスも始めた。
　創業５年を迎えた現在、状況は
なおも厳しいが、伊藤氏の事業に
かける意思は揺るぎない。
　「特殊清掃はリフォームや解体
工事など、１件でどこまで仕事の
領域を広げられるかが鍵。今後は
同時に２件以上の依頼を受けられ
るように、スタッフも増員したい
です」と語る。超高齢社会による
需要増を、いかに実績につなげて
いくかが今後の課題だ。

▶創業塾 第19期生（2016年度）

▶2017年5月 創業

01

●浜松市中区南浅田
https://www.hear t iest .jp

浜松市出身。52歳。葬祭業に25年間携わり、
2016年に独立。個人事業主としてハウスクリー
ニングの仕事で生計を立てながら、その同じ年
に夫婦で創業塾に参加。卒業後、翌年５月より
遺品整理の事業を開始。遺品整理士、遺品査定
士、事件現場特殊清掃士の資格を持つ。

代表社員  伊藤顕司

合同会社 こころ
ハーティスト

事業内容

生前整理／遺品整理／ゴミ屋敷片付け／特殊清掃

日本では、2022年から団塊の世代が後期高齢者となり始め、今後は高齢化にいっそう拍車がかかる。
老老介護や孤独死も問題視される中、大都市を中心に「遺品整理」という仕事が注目され始めた。
そこで、遺品整理業を立ち上げるために創業塾を受講した伊藤顕司氏のその後を追った。
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　　　　が一生の幕を閉じるとき、
　　　　あまたの思い出とともに
遺族に残されるのは、膨大な遺品。
室内を清掃し、遺品の要・不要を
仕分け、ゴミの回収を業者に依頼
する作業は、葬儀の準備や片付け
以上に労力を要する。そこで最近、
大都市圏を中心に増えてきたのが
遺品整理業だ。
　合同会社「こころ」の代表社員・
伊藤氏は、もともと葬祭業に従事
していたが、葬儀の簡素化と業界
内の競争激化の中、以前から抱い
ていた独立したいとの思いが強く
なり、遺品整理業を営むことを決

意した。
　「ご遺族の気持ちに寄り添い、
故人の話を伺いながら遺品整理を
お手伝いすることで悲しみを癒や
したいという思いから、この事業
を選びました」と伊藤氏。

　2016年に独立して個人事業主
となり、夫婦で創業塾を受講。卒
業の翌年にハーティストという屋
号で遺品整理業を始めた。
　創業にあたっては、当所を通じ
て小規模事業者持続化補助金を取
得し、ホームページを作成。また、

特殊清掃に見出した活路

孤独死の現場を清掃する「特殊清
掃」で使うオゾン脱臭機も補助金
で購入した。倉庫や事務所は既存
の建物があったため、創業資金は
補助金100万円を含む150万円で
事足りた。しかし、創業はしたも
のの、遺品整理の仕事をなかなか
得られず大苦戦。１件も依頼がな
い月もあったという。
　その後、ホームページの宣伝効
果が徐々に出始め、高齢者施設や
地域包括センターからの紹介も増
えてきたことから、少しずつ仕事
を受注するようになった。

　とはいえ、浜松地域では産廃業
者やゴミ収集業者、便利屋が事業
の一部門として遺品整理を手掛け
ているケースが多く、業者間の競
争が激しいのが実情だ。
　そんな中で依頼が増えつつある
のが、遺族では手に負えない孤独
死現場の特殊清掃や、ゴミ屋敷の
清掃だ。見た目の汚れは床や壁を
剥がせば取れるが、著しく強い臭
気はなかなか取れないため、オゾ
ン脱臭機で消臭する。ゴミは回収

生前・遺品整理では思い出話を聞きながら整理品を丁寧に扱う。孤独死の現場ではリフォームや解体工事まで請け負うことも

業社に撤去を依頼し、リフォーム
や解体工事まで頼まれることもあ
る。作業は伊藤氏自らが担当。人
手が足りないときは、仲間の同業
者に協力してもらっている。
　現在は、月に６件前後の依頼の
うち３分の１が特殊清掃。アパー
トの管理会社や遺族からの依頼が
主で、費用はワンルームだと15
万円、一軒家だと40～50万円程度。
特殊清掃は今後も需要の増加が見
込まれるため、昨年も補助金を利
用して最新のオゾン脱臭機を追加
購入。コロナ禍の衛生対策にも利

用し、一般住宅や施設向けの消臭
サービスも始めた。
　創業５年を迎えた現在、状況は
なおも厳しいが、伊藤氏の事業に
かける意思は揺るぎない。
　「特殊清掃はリフォームや解体
工事など、１件でどこまで仕事の
領域を広げられるかが鍵。今後は
同時に２件以上の依頼を受けられ
るように、スタッフも増員したい
です」と語る。超高齢社会による
需要増を、いかに実績につなげて
いくかが今後の課題だ。

遺品整理は都市圏では需要が増加していたものの、地方都市では果たしてどうかと不安を感じ、マーケティングや顧客の獲得方法を学びたく
て受講。卒業後も講師の方に営業先やターゲットの選定方法などについて丁寧にアドバイスしていただけました。

マーケティングの方法を学びたくて受講しました。

創業を志す人たちと一緒に講義を受けられたことが、大きな刺激になりました。受講によってモチベーションを維持でき、講師の先生にも「新規
参入が増える業界なので、少しでも早く動いた方がいい」と助言をもらえたおかげで、早期に起業できたと思います。

創業塾に通わなかったら、起業が１年延びたかもしれません。

自分一人で起業しようと思っても、最初の「一歩」を踏み出すのは難しいもの。でも、創業塾に参加するための「一歩」はそれよりも歩幅が狭い
ので、もっと気軽に踏み出せます。少しでも起業に挑戦してみたい気持ちがあったら、ぜひ参加してみてください。

創業塾で最初の一歩を気軽に踏み出そう！

私にとっての 創 業 塾
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02
ベトナムのサンドイッチ
「バインミー」を浜松の新名物に

　　　　面はバリッと、中身は
　　　　しっとりのバゲットに、
ベトナム料理の具材と野菜がぎっ
しり。ベトナムのサンドイッチ「バ
インミー」は、現地ではファスト
フードとして人気だが、日本では
まだ食べられる店が少ない。浜松
在住のベトナム人、ディン・ティ・
シュアン・ランさんは、創業塾を
卒業後、このバインミーを中心に
ベトナム料理を提供する店「ハド
ラ」を開店した。
　自分で商売をするのが夢だった
ランさんは、浜松市内の複数の飲
食店でアルバイトをしながら日本
語を学び、開業資金を貯めた。
　「日本で起業する方法が分から

ベトナムのファストフード
バインミーを浜松に広めたい

表

塾生仲間や講師に支えられ、夢を実現！

事業内容

ベトナム料理専門店

創業塾では、勉強になることがいっぱいありました。日本語が難
しくて講義内容が分からないときには、講師の方や受講生仲間
に質問すると、みんな親切に教えてくれました。卒業後に店を
開業する際にもいろんな面でサポートしてもらえて感謝していま
す。外国人が浜松で商売を始めるなら、創業塾を受講するの
が近道です。

外国人が浜松で起業するなら
まずは創業塾へ！

●浜松市中区葵西
https://banhmi-hadola .com

ベトナムの高校を卒業後、2008年に姉を頼って来日し、浜松市内の自動車
の部品工場に勤務。飲食店でアルバイトをしながら2012年に浜松日本語
学院に入学し、後に生徒の生活指導を担当。2017年に創業塾に参加し、翌
年にベトナム料理店「ハドラ」を開店。現在子どもが３人で、秋には４人目を
出産予定。ベトナム人のご主人は浜松市内で中古機械の販売会社を営む。

ディン・ティ・シュアン・ラン

株式会社 ハドラ
バインミー＆カフェ ハドラ
代表取締役  

私にとっての 創 業 塾

ず、浜松市役所の窓口に相談した
ところ、紹介してくれたのが創業
塾でした」とランさん。アルバイ
ト経験で培ったコミュニケーショ
ン力で言語の壁を乗り越え、講師
や受講生仲間の協力を得て、無事
に卒業することができた。

　店舗は、以前から目をつけてい
た浜松市中区葵西にある「イオン
タウン浜松葵」内に確保。これま
での貯金のほとんどを店内の改装
や厨房設備の購入などの初期費用
に充てた。そして、創業塾を卒業
してから１年も満たない2018年

４月に、見事開店にこぎ着けた。
　店舗ではイートインに加え、テ
イクアウトのメニューも用意。バ
インミー以外に、ベトナム料理の
定番・フォーや生春巻きなども提
供する。パンは自家製で、具材も
手作り。ハムなどの肉料理も店内
でじっくり焼き上げる。
　しかし、開店から１年間は売り
上げが伸びず、パンの焼き方やメ
ニューを見直すことに。
　「まず、高齢の方でも食べやす
くするため、パンが硬くなりすぎ
ないように調整を重ねました。具
材についても、お客さまから意見
を直接聞いて味を改善していきま
した」とランさん。その結果、ベ

トナム料理本来の味わいを残しな
がらも、野菜が多めで日本人の好
みに合ったバインミーが完成。そ
の他のメニューも改善を重ね、日
ごとに来店客が増えていった。

　現在は、平日にはバインミーの
パンを70本、土日には130本用意。
どちらも夕方には売り切れてしま
うほどの人気ぶりだ。バインミー
用のパンの通販も始め、東京や大
阪のベトナム料理店からの依頼で
パンを卸すようにもなった。コロ
ナ禍においても、テイクアウトが
多いことと、通販が好調だったこ
とから、むしろ売り上げが増加。
最近は月に300万円前後を売り上
げている。
　開店当初は夫婦２人で早朝から
料理の仕込みをしていたが、現在
はスタッフも６人に増え、厨房を

任せられるようにもなった。ス
タッフには浜松在住のベトナム人
を積極的に採用している。
　「創業塾のとき、言葉は通じな
くても、相手の顔をよく見て態度
を良くすれば、日本人は分かって
くれるということを学びました。
だから、スタッフもそのように教
育しています」とランさん。
　2021年には税理士の手を借り
て法人化を果たし、現在はランさ
んが日本語を勉強しながら経理を
はじめスタッフのビザ延長や労務
管理、SNSの更新作業などの実
務を自らこなしている。
　今後は、店と工場を兼ねた新店
舗を開設予定。子育てをしながら
店舗を切り盛りし、日本語や経営
の勉強も欠かさないランさんのバ
イタリティーは、いずれはバイン
ミーが浜松の新名物にもなり得そ
うな勢いを感じさせた。

外国人が日本で起業する場合には、経営管理のビザの取得など、通常よりも多くの準備が必要となる。
創業塾で経営の基本を学んだベトナム人のランさんは、周囲の協力を得ながら、ベトナム料理店「ハドラ」を開店。
ベトナムのサンドイッチ・バインミーが、女性客を中心に話題を呼んでいる。

▶創業塾 第20期生（2017年度）

▶2018年4月 創業
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　　　　面はバリッと、中身は
　　　　しっとりのバゲットに、
ベトナム料理の具材と野菜がぎっ
しり。ベトナムのサンドイッチ「バ
インミー」は、現地ではファスト
フードとして人気だが、日本では
まだ食べられる店が少ない。浜松
在住のベトナム人、ディン・ティ・
シュアン・ランさんは、創業塾を
卒業後、このバインミーを中心に
ベトナム料理を提供する店「ハド
ラ」を開店した。
　自分で商売をするのが夢だった
ランさんは、浜松市内の複数の飲
食店でアルバイトをしながら日本
語を学び、開業資金を貯めた。
　「日本で起業する方法が分から

イオンタウン浜松葵内にある店舗は、以前はマクドナルドだった物件。ランさんはそこでアルバイトをしていた
頃から、買い物ついでのテイクアウト客が多く、売り上げが安定していたことに着目。経営未経験の外国人と
いうこともあってか、出店の話は必ずしもスムーズには運ばなかったが、ショッピングセンター側に４回も手紙
を送るなど熱意を示して開店にこぎ着けた

ず、浜松市役所の窓口に相談した
ところ、紹介してくれたのが創業
塾でした」とランさん。アルバイ
ト経験で培ったコミュニケーショ
ン力で言語の壁を乗り越え、講師
や受講生仲間の協力を得て、無事
に卒業することができた。

　店舗は、以前から目をつけてい
た浜松市中区葵西にある「イオン
タウン浜松葵」内に確保。これま
での貯金のほとんどを店内の改装
や厨房設備の購入などの初期費用
に充てた。そして、創業塾を卒業
してから１年も満たない2018年

４月に、見事開店にこぎ着けた。
　店舗ではイートインに加え、テ
イクアウトのメニューも用意。バ
インミー以外に、ベトナム料理の
定番・フォーや生春巻きなども提
供する。パンは自家製で、具材も
手作り。ハムなどの肉料理も店内
でじっくり焼き上げる。
　しかし、開店から１年間は売り
上げが伸びず、パンの焼き方やメ
ニューを見直すことに。
　「まず、高齢の方でも食べやす
くするため、パンが硬くなりすぎ
ないように調整を重ねました。具
材についても、お客さまから意見
を直接聞いて味を改善していきま
した」とランさん。その結果、ベ

トナム料理本来の味わいを残しな
がらも、野菜が多めで日本人の好
みに合ったバインミーが完成。そ
の他のメニューも改善を重ね、日
ごとに来店客が増えていった。

　現在は、平日にはバインミーの
パンを70本、土日には130本用意。
どちらも夕方には売り切れてしま
うほどの人気ぶりだ。バインミー
用のパンの通販も始め、東京や大
阪のベトナム料理店からの依頼で
パンを卸すようにもなった。コロ
ナ禍においても、テイクアウトが
多いことと、通販が好調だったこ
とから、むしろ売り上げが増加。
最近は月に300万円前後を売り上
げている。
　開店当初は夫婦２人で早朝から
料理の仕込みをしていたが、現在
はスタッフも６人に増え、厨房を

コロナ禍でも売り上げアップ

任せられるようにもなった。ス
タッフには浜松在住のベトナム人
を積極的に採用している。
　「創業塾のとき、言葉は通じな
くても、相手の顔をよく見て態度
を良くすれば、日本人は分かって
くれるということを学びました。
だから、スタッフもそのように教
育しています」とランさん。
　2021年には税理士の手を借り
て法人化を果たし、現在はランさ
んが日本語を勉強しながら経理を
はじめスタッフのビザ延長や労務
管理、SNSの更新作業などの実
務を自らこなしている。
　今後は、店と工場を兼ねた新店
舗を開設予定。子育てをしながら
店舗を切り盛りし、日本語や経営
の勉強も欠かさないランさんのバ
イタリティーは、いずれはバイン
ミーが浜松の新名物にもなり得そ
うな勢いを感じさせた。
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03
介護・福祉の事業を通じて
必要な人に、必要なサービスを。

28歳で起業し、3年間で年商１億円超えを実現！

　　　　学療法士として浜松市内
　　　　の総合病院に勤務してい
た中村氏は、「困っている人のた
めに、もっとこんなサービスを提
供できたら」という構想が次々と
膨らみ、いつしか起業を考えるよ
うになった。
　当初の目標は、障害のある子ど
もたちの療育施設と、通常の保育
施設が一体化した施設を開設する
こと。可能なときには共同で活動
し、保育と療育を両立できる。中
村氏は、この事業をどうしたら実
現できるかを学ぶため、創業塾へ
の参加を決めた。
　しかし、塾を受講していくうち
に、この事業には膨大な費用がか
かるため、現段階では実現不可能

と分かり、代わりに実現可能な事
業を検討して計画を練り直すこと
に。その結果、目標に定めたのが、
介護保険サービスと障害福祉サー
ビスの対象者のどちらも利用でき
るリハビリ施設だ。

　これまで理学療法士として近隣
の地域を訪問してきた中村氏は、
湖西市内に自立訓練施設がまだ１
つもないことに着目。介護保険
サービスと障害福祉サービスの施
設を別々に設けても利用者の数が
少ないので、両施設を一体化して
成立させようと考えた。　　　
　この事業を始める上で一番の鍵

3000万円の融資を得て、
共生型リハビリセンターを開設

となるのが「資金繰り」だ。そこ
で中村氏は、創業塾で勉強しなが
ら事業計画書を作成。介護や福祉
の事業はサービスごとの単価が制
度により決められていて、価格設
定の必要がないため、計画も立て
やすかった。中村氏は完成した事
業計画書をそのまま金融機関に持
ち込んで融資の交渉に当たり、合
計3000万円の融資を獲得した。

　こうして株式会社R.Yを設立し
た中村氏は、当初の予定通り、湖
西市鷲津に共生型のリハビリセン
ターを開設。１つの施設で、高齢
者と障害者を対象としたリハビリ
を行い、就労、活動、社会参加ま

でサポートする。病院や介護施設、
ケアマネージャーなどへの宣伝活
動を行ったことで、利用者は着実
に増え、経営が安定するまでに１
年もかからなかった。
　創業１年を過ぎた頃から、中村
氏はM＆Aを検討し始めた。そし
て、数ある候補の中から西伊豆の
デイサービス施設と、浜松市中区
のデイサービス事業を譲り受けた。
さらに、今年の４月には湖西市内
に訪問看護ステーションと障害児
のための療育センターを開設する
など、次々と事業規模を拡大して
いる。
　「一施設だけを運営していると
還元できるものに限界があるし、
当初の目標を実現するためにも、
ある程度の事業規模と持続性が必
要だと考え、事業を拡大してきま
した。今後も困っている人や従業
員からの声を聞き逃さず、必要な
人に必要なサービスを提供してい
く考えです」と中村氏。

理

　現在は、通所介護施設３カ所、
訪問看護ステーション、訪問介護
ステーション、居宅介護支援事業
所、障害者のための相談支援事業
所に加え、有資格のスタッフが介
護・福祉施設へ赴くコンサルティ
ング事業を行っている。
　前期は全事業を合わせて年商が
１億前半だが、今期は新設した施
設の売り上げが加わるため、年商
２億円が見込まれる。

　さらに、５年～７年後までに従
業員を100人に増やし、５億円の
売り上げを目指す長期計画を策定。
当初思い描いていた療養・保育の
共生型施設の実現に向け、着実な
歩みを重ねている。

受講前は経営についてまったく無知な状況だったので、創業塾を通して、まずは「何が分からないのか」に気づくきっかけになりました。そして、
実際に事業計画を立てながら自分が本当にやりたいことを分析し、それを実現する方法を明確化することができました。

事業計画の実習が起業に大きく役立ちました。

創業塾をきっかけに商工会議所の担当者さんが資金調達の相談に乗ってくださり、金融機関につなげてもらえたおかげで融資がかないました。
創業塾を卒業したことや、講座で作成した事業計画書の精度も高かったことが信頼につながり、融資を得られたのではないかと思います。

創業塾を卒業したことが、融資の際の信頼につながりました。

私にとっての 創 業 塾

M＆Aで事業を拡大

理学療法士をしていた中村氏は、創業塾を卒業後、金融機関から3000万円の融資を得て、
湖西市に共生型のリハビリセンターを開設。以後、M＆Aなどを利用して次々と事業を拡大し、
創業３年で年商１億円以上を達成した。現在31歳という若さでこの大挙を成し得た理由を探った。

▶創業塾 第21期生（2018年度）

▶2019年5月 創業

事業内容

介護保険事業／障害福祉事業／相談事業
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湖西市鷲津のR.Yリハビリセンター。高齢者と障
害者を対象に、リハビリを通じて就労や社会参
加まで支援する

中区佐鳴台のデイサービス施設「WALK佐鳴台」。有
酸素トレーニングの様子

　　　　学療法士として浜松市内
　　　　の総合病院に勤務してい
た中村氏は、「困っている人のた
めに、もっとこんなサービスを提
供できたら」という構想が次々と
膨らみ、いつしか起業を考えるよ
うになった。
　当初の目標は、障害のある子ど
もたちの療育施設と、通常の保育
施設が一体化した施設を開設する
こと。可能なときには共同で活動
し、保育と療育を両立できる。中
村氏は、この事業をどうしたら実
現できるかを学ぶため、創業塾へ
の参加を決めた。
　しかし、塾を受講していくうち
に、この事業には膨大な費用がか
かるため、現段階では実現不可能

と分かり、代わりに実現可能な事
業を検討して計画を練り直すこと
に。その結果、目標に定めたのが、
介護保険サービスと障害福祉サー
ビスの対象者のどちらも利用でき
るリハビリ施設だ。

　これまで理学療法士として近隣
の地域を訪問してきた中村氏は、
湖西市内に自立訓練施設がまだ１
つもないことに着目。介護保険
サービスと障害福祉サービスの施
設を別々に設けても利用者の数が
少ないので、両施設を一体化して
成立させようと考えた。　　　
　この事業を始める上で一番の鍵

となるのが「資金繰り」だ。そこ
で中村氏は、創業塾で勉強しなが
ら事業計画書を作成。介護や福祉
の事業はサービスごとの単価が制
度により決められていて、価格設
定の必要がないため、計画も立て
やすかった。中村氏は完成した事
業計画書をそのまま金融機関に持
ち込んで融資の交渉に当たり、合
計3000万円の融資を獲得した。

　こうして株式会社R.Yを設立し
た中村氏は、当初の予定通り、湖
西市鷲津に共生型のリハビリセン
ターを開設。１つの施設で、高齢
者と障害者を対象としたリハビリ
を行い、就労、活動、社会参加ま

でサポートする。病院や介護施設、
ケアマネージャーなどへの宣伝活
動を行ったことで、利用者は着実
に増え、経営が安定するまでに１
年もかからなかった。
　創業１年を過ぎた頃から、中村
氏はM＆Aを検討し始めた。そし
て、数ある候補の中から西伊豆の
デイサービス施設と、浜松市中区
のデイサービス事業を譲り受けた。
さらに、今年の４月には湖西市内
に訪問看護ステーションと障害児
のための療育センターを開設する
など、次々と事業規模を拡大して
いる。
　「一施設だけを運営していると
還元できるものに限界があるし、
当初の目標を実現するためにも、
ある程度の事業規模と持続性が必
要だと考え、事業を拡大してきま
した。今後も困っている人や従業
員からの声を聞き逃さず、必要な
人に必要なサービスを提供してい
く考えです」と中村氏。

　現在は、通所介護施設３カ所、
訪問看護ステーション、訪問介護
ステーション、居宅介護支援事業
所、障害者のための相談支援事業
所に加え、有資格のスタッフが介
護・福祉施設へ赴くコンサルティ
ング事業を行っている。
　前期は全事業を合わせて年商が
１億前半だが、今期は新設した施
設の売り上げが加わるため、年商
２億円が見込まれる。

　さらに、５年～７年後までに従
業員を100人に増やし、５億円の
売り上げを目指す長期計画を策定。
当初思い描いていた療養・保育の
共生型施設の実現に向け、着実な
歩みを重ねている。

●湖西市　https://ry- reyond.com

浜松市出身。31歳。聖隷クリストファー大学・理学療法学科を卒業
後、浜松市内の総合病院に理学療法士として勤務。事業を営む義
父の勧めで2018年に創業塾に参加し、翌年５月に「株式会社R.Y」
を設立。以後、M＆Aにも着手し、創業３年にあたる現在は、介護
保険事業のほか、障害福祉事業、相談事業、行政事業、ヘルスケア
事業を手掛けている。従業員は合計45人。

代表取締役  中村泰士
株式会社 R.Y

湖西市古見にあるR.Y療育センターにて。児童発達支援（障害のある未就学児のための通所支援）と放課後等デイサー
ビスを提供する多機能型事業所。R.Y訪問看護ステーション、子育て支援ひろば「こどもすぽっと」の拠点も兼ねている
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　「新しく事業をはじめたいけど、何から手を付けて
良いかわからない」「海外との取引を開始したいけど
実績がない……」「ITを活用して、販路拡大を実現
したい」、そんなときは一人で悩まず、専門家に相談
してみませんか？ 浜松商工会議所では、専門家の活
用による、中小企業の経営力強化のサポートをして
おります。

　「中小企業119」は中小企業庁委託事業として、中
小企業・小規模事業者を対象にした支援サイトです。
　登録すると謝金の一部負担（初回無料。２回目以
降は事業者一部負担）で、専門家を１事業者５回ま
で派遣できるという制度です。本制度利用の対象者は、
中小企業者、小規模事業者および起業を目指すもの
であって、国内に主たる事業所を有するものです。

専門家を活用して
自社の課題解決の
糸口を見つける
浜松商工会議所では
中小企業の皆さまが日ごろ抱えている
経営上の問題や課題について
専門的な知識や実務経験を持つ
専門家によるアドバイスを実施し
課題解決と改善のサポートを行っています。

相談から専門家 の

商 工 会 議 所 活 用 法

ワタシに
お任せください！

企業のミカタ

今回のテーマ

専門家派遣事業 &
中小企業診断士への相談

1 まずは浜松商工会議所へ
事業主の皆さまより浜松商工会議所の経営支援員
へご相談ください。

2 経営支援員から専門家へ連絡
経営支援員が案件によって適合性の高い専門家の
派遣申請を行います。

3 派遣日程の調整
経営支援員が専門家派遣の日程調整を行います。

4 派遣日当日
経営支援員と専門家がお伺いし（もしくは会場を
浜松商工会議所で対応することも可能）、支援を行
います。

5 浜松商工会議所へメール連絡
支援終了後、支援実施報告を事業主の皆さまより
商工会議所までメールでご連絡ください。

派遣 流れ

１回目は無料！
専門家を派遣できる「中小企業119」

初　回
２～３回目

無　料
8,800円（税込）

4～5回目 17,600円（税込）
※２回目以降は事業者と専門家の間で「支援業務委託契約書」の締結が必要に
なります。

一
部
負
担
額
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まずはご相談を。

　浜松商工会議所では、中小企業診断士による無
料相談を実施しております。
　自社の経営についての課題の洗い出しや補助金
等の施策の活用方法などについて無料で相談するこ
とができます。
　現在は、多数の施策が国や県などから出ておりま
すので、ぜひご相談いただき自社の経営にお役立て
ください。

事前予約制（空きがあれば当日予約可）
お電話（ＴＥＬ 053-452-1115）でご予約ください。
予約枠
①  9：00～10：00　②10：30～11：30　
③13：00～14：00　④14：30～15：30　
⑤16：00～17：00
【申し込み・問い合わせ】
浜松商工会議所　
経営支援課（ＴＥＬ 053 -452-1115）
E-mail ke ie i@hamamatsu - cci .o r. jp

中小企業診断士による
個別相談

浜松商工会議所で常時開催

浜松商工会議所 中小企業相談所
受付時間 9:00～17:00 （土日祝および年末年始を除く）
keiei@hamamatsu-cci .or . jp

tel.053-452-1115
検  索浜松商工会議所

窓口日時：平日9：00～17：00
相談内容：金融・制度融資、経営改善・資金繰り、
　　　　  補助金、労務、販路開拓、デジタル化、
　　　　  適格請求書保存方式（インボイス）等
相 談 員：一般社団法人 静岡県中小企業診断士協会　
　　　  　相談員

申込方法

専門家として中小企業119へ

1 浜松商工会議所の担当に連絡
初めに、浜松商工会議所の担当者に連絡し、面談
を依頼してください。その際、専門家派遣事業の
専門家に登録するために推薦を依頼する旨をお伝
えください。ミラサポに登録されていた専門家も、
新たに面談・登録手続きを行っていただく必要が
あります。

4 プロフィールを入力して承認依頼
LINE アカウント上に表示される案内に従って、プ
ロフィールを入力し、承認依頼を行ってください。
浜松商工会議所の担当者による承認が行われたの
ち、119 事務局での最終承認が完了すると、LINE
アカウントに委嘱状・就任承諾書が送信されます。

3 LINEアカウントを友だち追加
面談後に浜松商工会議所の担当者より提示される
QR コードをスマートフォンで読み取り、「中小企
業 119」の LINE アカウントを友だち追加してくだ
さい。

2 面談・登録手続き
本事業の専門家登録基準に該当するかを確認いた
します。面談を行っても必ず推薦されるわけでは
ありませんのでご了承ください。

5 委嘱状・就任承諾書に同意
届いた委嘱状・就任承諾書に同意します。

派遣専門家としての登録が完了！
Goal!! 

Start!!

登録 したい方へ
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企業名 部会名

浜松商工会議所　第 485 回常議員会
～ 2021 年度 事業報告・決算の概要など承認 ～

浜松商工会議所 ３号議員

　浜松商工会議所では5月 17日（火）ホテルクラウン

パレス浜松において第485回常議員会を開催しました。

前回同様、ハイブリッドでの開催となり、53人が出席

しました。決議事項 3件、報告事項７件が慎重に審議

され、全案件が原案どおり承認されました。

　冒頭、斉藤会頭から「今後は大河ドラマ『どうする家康』

や浜名湖花博20周年と続くため、観光客で地域を盛り

上げていきたい。本日は第25期議員改選についてもご

審議いただくので、以降の各部会での会議も含めて、円

滑な改選にご協力をお願いしたい」と挨拶がありました。

　5月 17日（火）、常議員会にて 3号議員 22事業所が

承認されました。

■ 協議事項

（１）	顧問・参与委嘱に関する件

（２）	第25期議員改選に関する件　
		 ※	第１回選挙委員会開催結果報告（委員長・日程など）
		 ①	2号議員部会別割当数（案）
		 ②	3号議員選任（案）

（3）	新会員承認に関する件

■ 報告事項

（１）	令和４年度	静岡県行政要望に対する回答について

（２）	浜松商工会議所	会員加入状況について

（３）	事業所向け各種補助金	獲得支援ツールについて

（４）	2021年度	中小企業相談所事業報告について

（５）	2021年度	共済制度の概要について

（６）	会員事業所優良従業員表彰について

（7）「ブロック巡回」・「浜松景気ウォッチャー調査員」報告に
		 ついて

須山建設株式会社

株式会社河合楽器製作所

ヤマハ株式会社

共和レザー株式会社

サーラエナジー株式会社 浜松支社

エンシュウ株式会社

浜松ホトニクス株式会社

株式会社エフ・シー・シー

スズキ株式会社　

株式会社ソミック石川

株式会社ハマネツ

とぴあ浜松 農業協同組合

株式会社ヤタロー

遠州鉄道株式会社

株式会社ハマキョウレックス 

浜松倉庫株式会社

株式会社スクロール

株式会社谷島屋

株式会社サカエ

株式会社静岡銀行 浜松営業部

浜松磐田信用金庫

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

建設木材関連部会

工業部会

工業部会

工業部会

工業部会

工業部会

工業部会

工業部会

工業部会

工業部会

工業部会

食品部会

食品部会

運輸部会

運輸部会

運輸部会

商業部会

商業部会

金属機械商業部会

経営サポート部会

経営サポート部会

健康・医療・福祉部会

常議員会にて挨拶を
行う斉藤会頭
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第25 期議員改選に伴う　部会総会開催概要一覧

　　　　「うごかす」と「とめる」のものづくり
	 〜	世界の自動化ニーズがこの浜松で動き出す	〜
講師：ナブテスコ㈱取締役常務執行役員 藤原利也 氏（浜松工場立上担当）
■	10:30〜　ホテルクラウンパレス浜松	4階「芙蓉」

	 第1部	浜松にのこる徳川家康ゆかりの歴史遺産を学ぶ
 講師：浜松市市民部文化財課 和田達也 氏
	 第2部	敗北からの大逆転!!	「家康公」浜松出世の戦略とは
 講師：歴史資産活用プランナー／社史編纂家　鈴木厚夫 氏
■	14：30〜　浜松商工会議所	10階	BC会議室　

　　　　プロセスエコノミー	　〜	あなたの物語が価値になる	〜
講師：フューチャリスト　尾原和啓 氏 
■	14:30〜　浜松商工会議所	10階	BC会議室・Web（ハイブリッド開催）

　　　	 カレーハウスCoCo壱番屋創業者	宗次德二	氏が語る
	　　　　今、再確認『経営は自己責任』
講師：カレーハウスCoCo壱番屋創業者　宗次德二 氏
■	15:00〜　ホテルクラウンパレス浜松	4階「芙蓉」　　

　　　　	トヨタで学んだカイゼンと改革	
	 〜	チャレンジできる組織に改革する	〜
講師：元トヨタ自動車 レクサスブランドマネジメント部長
       A.T.Marketing Solution代表　高田敦史 氏
■	15:45〜　グランドホテル浜松	2階	「孔雀」

　　　　はじめての昆虫食　〜	美味しい昆虫、健康に良い昆虫	〜
講師：昆虫料理研究家　内山昭一 氏
■	14:30〜　浜松商工会議所	10階	BC会議室・Web（ハイブリッド開催）健康・医療・福祉

商業観光課

金属機械商業
工業振興課

専門サービス
工業振興課

観光サービス
商業観光課

不動産
経営支援課

食品
商業観光課

建設木材関連
総務管理課

情報文化
会員共済課

商業
商業観光課

工業
工業振興課

運輸
会員共済課

経営サポート
経営支援課

7月15日（金）14：00〜
浜松商工会議所	4階	特別会議室

7月21日（木）13:30〜

7月21日（木）16:00〜

浜松商工会議所	4階	特別会議室

浜松商工会議所	4階	特別会議室

7月22日（金）9:30〜
ホテルクラウンパレス浜松	4階「芙蓉」

7月22日（金）13:30〜
浜松商工会議所	4階	特別会議室

7月22日（金）14:15〜

7月22日（金）16:45〜

7月26日（火）14:30〜

7月26日（火）15:00〜

7月26日（火）15:00〜

7月28日（木）14:０0〜

7月28日（木）16:30〜

ホテルクラウンパレス浜松	3階「松」

ホテルクラウンパレス浜松	3階「竹」

グランドホテル浜松	2階	「桃山」

グランドホテル浜松	2階	「レアンジェ」

グランドホテル浜松	２階	「飛鳥」

浜松商工会議所	4階	特別会議室

浜松商工会議所	4階	特別会議室

総務管理課  ☎ 053・452・1111
somu@hamamatsu-cci.or.jp

経営支援課  ☎ 053・452・1115
keiei@hamamatsu-cci.or.jp

会員共済課  ☎ 053・452・1113
kaiin@hamamatsu-cci.or.jp

工業振興課  ☎ 053・452・1116
kogyo@hamamatsu-cci.or.jp

商業観光課  ☎ 053・452・1114
shogyo@hamamatsu-cci.or.jp

問い合わせ先一覧

	 徳川家康に学ぶ	　〜	コロナ禍での生き残り経営戦略〜	
講師：静岡大学名誉教授／戦国時代史研究の第一人者　小和田 哲男 氏
■15：00〜　浜松商工会議所	10階	BC会議室	

講	演

講	演

講	演

講	演

講	演

講	演

講	演
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年金共済制度の予定利率変更について

浜松地域ブランドやらまいか
認定品 50 品目ガイドブック発行

　浜松商工会議所では、『2022 年度 浜
松地域ブランド認定 50 品目ガイドブッ
ク』を発行しました。冊子には、やらま
いかブランド認定品のほか、浜松地域の
観光マップも掲載しています。
　同所２階の商業観光課カウンターにて
配布していますので、ぜひご覧ください。

　浜松商工会議所が実施し
ている年金共済制度（経営
者年金共済・個人年金共済）
は、昨今の経済環境のもと、
７月１日（金）より、両制
度における加重平均予定利
率を引き下げることとなり
ましたのでお知らせします。

全国で 24 人、当所では過去最多４人！
珠算検定１級満点合格者を表彰！

　浜松商工会議所では、２月 13日（日）に施行され

た第 224回珠算検定試験１級満点合格者の表彰式を

行いました。

　今回満点合格したのは久保田珠算（西区雄踏町）の

浅井煌貴さんと瀬戸口桃葉さん、さくら珠算教室（西区

雄踏町）の内田琴菜さん、野末珠算塾（中区南浅田）

の伊熊紗子さんの４人。浜松商工会議所会場の１級合

格率は 51.9％で全国の合格率 29.8％を大きく上回り

ました。

　４人はそれぞれ、１級満点合格の喜びとそろばんで

の経験を部活動で生かしていきたいと語りました。

おしらせ

左から内田さん、伊熊さん、浅井さん、瀬戸口さん

経営者年金
共済制度

個人年金
共済制度

0.813％ 0.976％

0.792％ 0.942％

2022 年度ガイドブック ▶

変更日

7/1
金

加重平均予定利率
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ウクライナ緊急支援寄附金を受け付けています

　浜松市では、ウクライナから浜松

市へ避難された方々への生活支援

や、ウクライナへの人道支援を行う

ため、寄附金の受け付けをしていま

す。

　納付書による寄附を2,000円以上

された方に記念品としてピンバッチ

を進呈しています。申し込み方法や

受付期間などの詳細は浜松市ホーム

ページをご覧ください。 浜松市役所　ウクライナ 検 索

2022 年 大手企業の夏季連続休業期間について ※ 浜松商工会議所：暦どおり　※ 各企業の情報は 5/26（木）現在となります。
コロナウイルス情勢により、変更の可能性があります。ご了承ください。

ＡＳＴＩ株式会社

株式会社エフ・シー・シー

エンシュウ株式会社

株式会社河合楽器製作所

共和レザー株式会社

株式会社桜井製作所

SHODA株式会社

スズキ株式会社

株式会社ソミック石川

浜松ホトニクス株式会社

パルステック工業株式会社

株式会社平安コーポレーション 

本田技研工業株式会社 トランスミッション製造部

株式会社スクロール

ヤマハ株式会社

ヤマハ発動機株式会社

ＴＨＫリズム株式会社

ローランド ディー．ジー．株式会社

８/１3（土）～８/２１（日）

８/１3（土）～８/２１（日）

７/１6（土）～７/１8（月）・８/１3（土）～８/２１（日）

８/１3（土）～８/２１（日）

８/１3（土）～８/２１（日）

８/１４（日）～８/２１（日）

８/６（土）～８/14（日）

７/１４（木）～７/１７（日）・８/１3（土）～８/２１（日）

８/１3（土）～８/２１（日）

７/１6（土）～７/１８（月）・８/１3（土）～８/２１（日）

８/１1（木）～８/17（水）

８/７（日）～８/14（日）

８/13（土）～８/２１（日）

８/11（木）～８/15（月）

８/１3（土）～８/２１（日）

８/１3（土）～８/２１（日）

８/１3（土）～８/２１（日）

７/１6（土）～７/１８（月）・８/６（土）～８/14（日）

▶

浜松市ホームページ
ウクライナ避難民の

受け入れ支援について
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日本商工会議所創立 100 周年記念事業
オンライン記念講演会 第２弾

「日本商工会議所創立100 周年記念事業オンライン記念講演会」事務局
☎ 03・6276・5515（10：00 〜 19：00 ／平日）
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※掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事者間で直接連絡・交渉をお願いします。
（トラブルが生じた場合、当会議所では責任は負いません）

掲載事業所募集中！
会員事業所限定で１回のみ無料掲載できます。お申し込みは電話もしくはメールにて！

TEL 053-452-2861（重点プロジェクト推進室） 
webmaster@hamamatsu-cci.or.jp

皆さん専用のPRコーナー

H A M A M A T S U  M E M B E R ' S  B O A R D

掲載
無料

海外取引を円滑に進めるため、そして、万が
一、不幸にも起きてしまった困りごとを解決
するためには、社員の英語力が欠かせませ
ん。英語力はビジネス交渉力の一つです。
グローバルビジネスアカデミーでは、経営
層から一般社員の方まで、海外ビジネスの
現場に即した表現例を身に付けることで、
社員の英語力がみるみる付いていくようお
手伝いをしています。英語力の強化は海外ビジネスの強化に直結し
ます。海外売上高比率が高い企業、今後海外事業の拡大が見込ま
れる企業の経営者さまはぜひ一度ご相談ください（相談無料）。

ハマヨビは合格率が高く本気モードな
のに、少し肩の力が抜けた大学・看護受
験予備校。全然知られてないのですが、
実は20年以上続く隠れ家的な予備校で
す。社会人や高卒認定、不登校経験があ
る方も安心して通えるハマヨビの素顔を
インスタやブログで紹介中。コロナ禍で
注目の看護医療系対策はお任せを。「こ
こまでしてもらえると思わなかった！」
と、卒業生イチオシの「小論文・面接クリニック」は早い者勝
ち。ご相談はお早めに！ そしてお気軽に！

自分の色、知っていますか？

“全ての人が自分の色を知っている世界
にしたい”をコンセプトに、本気で色と
向き合っている美容室です。色彩理論を
一から学び直し、色彩のプロとしてパー
ソナルカラー診断を技術に取り入れてい
ます。また、色彩心理を生かしたコミュ
ニケーションカラーのご提案は、プライ
ベートな交流やビジネスシーンにも役に
立つと思います。お得なキャンペーンも
行っていますので、自分の魅力をより引き出せる色に興味のある
方は、ぜひお越しください!!

美容室Salon de CHOCOLAT（サロンドショコラ）
浜松市中区神田町４４５-２
TEL ０５３-５４５-３９８４　FAX ０５３-５４５-３９８４
https://chocolat- i roha.com

大学・看護学校受験専門の
大人の予備校です

大学・看護学校受験のハマヨビ｜浜松駅前予備校
浜松市中区砂山町351-1サニービル３F（浜松駅より徒歩3分）
TEL 053-451-3721
https://success.hamazo.tv/
インスタグラム @hamayobi_hongasuki

海外ビジネス成功のカギは
現場に即した英語力にあり！

グローバルビジネスアカデミー
浜松市中区鍛治町１００-１ザザシテイ浜松中央館 地下1F
TEL 090-4255-5378　FAX 053-485-7134
E-mail eigomanabe@gbajapan.net
https://gbajapan.net

プロのBBQインストラクターが
出張で社内イベントをプロデュース！

静岡県バーベキュー協会｜株式会社ミヤコダ・スタンダード
浜松市北区都田町２８０５
TEL ０５３-４２８-２０１７　FAX ０５３-４２８-２０４９
E-mail shizuoka.barbecue@andbbq.jp（担当：鳥居）
https://andbbq. jp/

静岡県バーベキュー協会は、企業さまの
BBQレクリエーションや団体さまのBBQ
イベントなどを出張でコーディネートして
います。withコロナの時代に新たな福利
厚生の一環として、屋外形式のBBQで社
員同士のコミュニケーションを図ってみま
せんか？ BBQ機材の貸し出しから食材
の手配、準備から片付けまでトータル的
に運営サポートをします。社内イベントを
企画の際は、静岡県バーベキュー協会ま
でお気軽にお声掛けください！
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50年の実績、安心と信頼の商工会議所共済制度

会社の福利厚生の一部を共済でフォロー
人材確保のアピールポイントにも

加入事業所訪問

　一般廃棄物の収集運搬業を営む
「三共」は、従業員120人。その９
割が8トン車両のドライバーである。
　「ゴミの収集時に割れ物でケガを
したり、重い物を足に落として骨折
をしたりというケガはどうしてもあ
りますし、交通事故の危険は常にあ
ります」と話す常務取締役の𠮷川さ
ん。
　「プラタナス共済が50周年という
ことですが、弊社が加入したのは
49年前。福利厚生の一部をサポー
トする理由で早くに加入したのだと
思います。365日24時間保障で、

労務管理の手間が省けて、
掛金は割安

従業員が安心して働ける会社に 業務中以外のケガや事故に対応でき
る点や、浜松商工会議所独自の制度
がプラスされているのが良いところ
ですね」
　保険金・給付金の受け取りを事業
所に指定でき、いざという時に弔慰
金、見舞金を支給することができる
のは、福利厚生として有効である。

　同社は従業員退職金共済にも加入
している。将来必要な退職金を計画
的に準備し、パート従業員も加入で
きる。「退職金が出ない会社もあり
ますので、採用の際のアピールポイ

ントになるのは間違いありません。
また保険や退職金など、それぞれ
ルールに基づいて社内で管理するの
は大変ですので、その点でも助かっ
ています」
　掛金は全額必要経費に算入。プラ
タナス共済については、1年ごとに
決済し、過去10年平均の配当率が
約45.6％の実績も心強い。
　「配当金として還元される金額も
大きく、掛け金の割安感はあります
ね。過去には福利厚生で社員旅行な
どもしていましたが、時代に合わせ
セーフティーネットを充実させるこ
とに。結果として人材確保や、従業
員の定着にもつながると考えます」

加入している保険・共済

株式会社 三共

常務取締役  営業統括部長  𠮷川 徹
浜松市南区田尻町

http://www.sankyo-kun. jp/

1952年創業。一般廃棄物収集運搬業として、事業所（病院、
飲食店、コンビニエンスストア、大型施設など）のごみ回収、お
よび自治体からの委託によるごみ回収を行う。併設する中間
処分場にて発泡スチロールの再資源化、缶の自動選別も行っ
ている。365日稼働。

従業員の退職金を計画的に積み立てる。（月々1000円から積み立て可）

プラタナス共済

従業員退職金共済

業務上・業務外を問わず24時間保障。商工会議所独自の制度として、
不慮の事故・病気に対してのお見舞金制度、結婚・成人・出生の祝い金制度がある。
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早わかり動画配信中
プラタナス共済

【この機会に御社の福利厚生を見直しませんか？ ご連絡お待ちしています】
浜松商工会議所 会員共済課 TEL 053-452-1113FAX 053-452-6685

事業所名

担当者名（フリガナ） 電　話

F A X

□ プラタナス共済
□ 特定退職金共済

□ 資料がほしい
□ 詳しい説明を聞きたい連

絡
票

この機会にぜひ加入・増口をご検討ください

プラタナス共済とは会員事業所の５社に１社が加入している共済制度です
「災害保障特約付団体定期保険」浜松商工会議所会員事業所が加入できる 加入者相互の支え合いで運営する

加入者の「死亡・障がい・入院」を1年 365日、24 時間保障！

割安な保険料と配当金により経費節減を実現！

見舞金・祝金制度により会社の慶弔規定を補完！3

1
2

３
つ
の
特
徴

プラタナス共済「おかげさまで50周年！キャンペーン」

おかげさまで50周年！

全額
必要経費

個人事業は
従業員分のみ

新規加入70歳
継続75歳

プラタナス共済の2021年度
配当率が確定しました

45.1%

プラタナス共済制度は1年ごとに収支
計算を行い、剰余が生じたときは配当

金として加入者に還元しています。このたび、2021年度（計
算期間2021年4月1日～2022年3月31日）の配当率が
45.1%に確定しました。
加入者全体の掛金総額に対してお支払いした保険金が少な
ければ配当金（配当率）が高くなります。
この配当により、プラタナス共済は加入者の実質負担を軽
減することができます。ぜひこの機会に加入をご検討ください。

配当金とは

もれなくギフトをプレゼント！

6/20 8/15 まで

プラタナス共済に新規加入した事業所
プラタナス共済に５口以上追加・増口した事業所

1

2
条 

件

P R E S E N T

定年延長に
対応

※画像はイメージです

薬用ハンド
ソープ

清潔習慣
で健康経

営！

除菌グッズ
セット

だ よ り
共済
夏号
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R150

掛
塚
街
道

参野町

向宿町

領家

天将

TSUTAYA
領家店

コメダ
珈琲店

遠州
信用金庫

静岡
銀行

ファミリー
マート

馬
込
川

至JR
浜松駅

竜禅寺
小学校

杏林堂
薬局

浜松経済人
いちおしの味

食の愉しみ

リレー連載 83店目

基準はうまくて、
そんなに高くないの２点だけ。
地元財界人が、通い慣れた店を
思い入れたっぷりにご紹介！

浜松市中区領家2-23-20
11：30～13：30
17：30～21：00
火・水曜休

TEL.053-466-0385

エビ2尾、ナス、モンゴウイカ、シシトウ、季節に合わせてキス、シイタケがのった豪華な天丼。1350円（赤だし付き）

　地元の領家町にある和食屋天将
さんは今年で創業30年。こちら
の料理は子どもの頃から竹本家の
ご馳走です。
　うちは代々刃物専門店を営んで
いて、天将さんも開店時からうち
のかつお節削り器を使っていただ
いています。ふわふわに削ったか
つお節をたっぷり使ってだしを取
り、毎朝市場で仕入れている季節
の魚や野菜を具材にした定食や丼

ものが人気です。
　中でも私のいちおしは「天丼」。
ご飯が見えないほど具材が盛りだ
くさんで見た目にも気分が上がり
ます。口に入れた時のサクサクと
した衣の食感、たっぷりと染み込
んだ甘辛タレは最強！　おいしさ
に箸が止まりません。
　タレはかつおだしに醤油、みり
ん、砂糖を煮詰め、開店以来継ぎ
足して作っているそう。タレが染

みても衣がカラリと軽いのは、高
温の油で揚げるため。その温度を
下げないよう、大きな鍋に少量ず
つ材料を入れるとお聞きし、家で
は作れない味だと納得しました。
　ランチタイムは天丼、親子丼、
天ぷらの３種類でどれも小鉢、玉
子焼き、みそ汁が付きます。家族
で来ることが多く、しっかりだし
の効いた甘めの玉子焼きは娘二人
が取り合いになるほど大好物です。

私がお薦めします
株式会社タケモト  竹本沙有理
たけもと さゆり
1981年浜松市生まれ。浜松市立高校卒業。
大学卒業後、東京日本橋の老舗刃物専門
店「木屋」に就職。2009年に家業の刃物
専門店タケモト（大正８年創業）に入社。
各種刃物、機械工具の販売とメンテナン
スを行う。趣味はインディアカ。

天将の

天丼

かつお節のだしが自慢！
甘辛タレしみしみで衣はサクッ
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QRコードからチケットの購入ができます。
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