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静岡支

桧の香りの教室で
「そろばん」を
習いませんか？

そろばん教室は、子供たちのさまざまな能力を向上させます。
そろばんや暗算はもちろん、あいさつやマナーも学べます。

そろばんは脳のスポーツ。楽しく鍛えよう
古くから
「読み書きそろばん」
と推奨されてきたそろばんの力が
今、見直されてい

目と指で確認しながら計算で

ます。自分の力で

きる
「そろばん学習」。続けるう

問題を解く達成感

ちに「珠算式暗算」が身につ

が 数 に 強 い 子を

き、
ヒラメキや直感力を生み出

育てます。学力は

します。
また、
忍耐力はどんな事

もとより、集中力や

を達成するにも大切です。無料

記憶力を高められ

体験学習を開催中。ぜひお子
さまと一緒にご参加ください。
船原町珠算塾

澤田 幸子

るのがそろばん学
競技大会前の読み上げ算
（指ならし）
の風景

古庄珠算塾

〒424-0845 静岡市清水区船原町2-69
TEL 054-345-6939 FAX 054-345-6939
http://88soroban.jp/shizuoka/funabara/

習の魅力です。

杉山 忠郎

〒420-0812 静岡市葵区古庄3-2-12
TEL 054-261-0595 FAX 054-261-0595

お子さまの習い事はじめは「そろばん」から

幅広い世代にそろばんの楽しさを伝えます

安西教場と麻機教場で、
それぞれ週３日制の授業を行ってい

宮竹小学区内で、長年にわたりそろばんを教えています。全珠

ます。小学生のう

連、
日珠連指定教

山本珠算塾

ちに将 来 役に立

場として、幼稚園

つ「数字に対する

の 年 長から高 校

自信 」
を身につけ

生 、社 会 人まで、

ませんか。体験入

幅広い年齢の皆

塾を随 時 受け付

様に、
これからもそ

けていますので、

ろばんの楽しさや

お気軽にご連絡く

便利さを伝えたい

ださい。

と思います。

山本 志津子

大里珠算学会

安西教場 静岡市葵区安西5-3 TEL 054-252-4052 (火・木・土)
麻機教場 静岡市葵区北80-5 TEL 054-252-4052 (月・水・金)

遠藤 糸子

〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-24-20
TEL 054-237-5151 FAX 054-237-5151

計算能力向上と脳
の活性化へそろばん
練習！

右脳と左脳をバランスよく鍛えよう！
そろばんは計 算力、集 中
力、忍耐力を養います。楽
しみながら創 造力、思 考

そろばんの基礎から暗算まで、

力、空間認知力を養い、生

丁寧に指導します。海外在住

活体験の少ない現代の子

で日本に一時帰国中に練習

どもたちの役に立てるよう

参加する生徒さんもいます。

にと願い、育脳トライアル

級・段・暗算取得希望者は、
日

を取り入れています。まず

本商工会議所・日本珠算連盟

はお試し学習へどうぞ！

主催検定を受験し、
日々の学
習成果を確認しています。

あかぎそろばん教室

赤木 利子

〒421-3203 静岡市清水区蒲原1-15-7
TEL 054-385-6856 FAX 054-385-6856

多久見珠算研究塾

戸田 博康

〒424-0884 静岡市清水区草薙一里山8-3
TEL 054-345-8631 FAX 054-345-8631

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

わが社自慢の商品・サービス
現状と未来を
数値化し、力強い
会社を創る。

敷居は低く、志は高く。 みらい 志向の会計事務所
弊所は
「未来を築き、未来へ繋ぐ〜経営者とともに、地域とと
もに〜」
を理念に、
お客様の夢の実現に寄り添います。税務に

税務調査対応、資金繰り、融資

限らず、会社創業・経営相談・事業承継・相続対策等、
お気軽

折衝、消費税対応、経営計画等

にご相談ください。

を通じて、安定かつ力強い会社を
創ることを共に目指していきます。

税理士法人静岡みらい

小澤稔税理士事務所

〒420-0004 静岡市葵区末広町67-2
TEL 054-374-5087 FAX 054-374-5319
http://www.shizuoka-mirai.com/

〒420-0836 静岡市葵区東町5-2
TEL 054-293-6000 FAX 054-293-6001
http://ozawa-kaikei.com

「すごい仕組みで繁盛実践会」は月々5千円

確定申告無料相談実施中

整骨院、整体院、
リラクゼーション、
エステサロン等の経営者

確定申告の時期がやってきました。一年間分の領収書ををた

様に集客、
リピート、単価アップ、人材育成などの仕組みづくり

めてしまって、
どう

を学べるように毎

しようかと頭をかか

月、会報誌「すご

えている個人事業

しく！マガジン」
と

主の方。ぜひ一度

動画講座でご提

当事務所に御相

供します。

談下さい。只今確
定申告無料相談
実施中です。

5,400円
（税込）
※初回のみ
【お試し500円！】

Improve
（インプルーヴ）

三宅会計事務所

〒420-0034 静岡市葵区常磐町3-3-2-802
TEL 054-252-1982 FAX 054-252-1982
http://sugoi-shikumi.com/sugo-shiku̲dm

〒424-0871 静岡市清水区上原2-2-41-2
TEL 054-349-2367

ふれあい ささえあい わかちあい
私共明光会は、様々な障害でお悩みの方へのサポートをさせ

産後ケアとベビーマッサージのまき助産院
母乳が絶対一番 なんて言いません。お一人お一人の お母

て頂いております。

さんの思いがなに

今年の12月には

より一 番 大 事 。

法 人 内 託 児 所も

楽しく赤ちゃんと

オープンし、職員

の暮らしができる

にとっても、
さらに

ように母乳育児相

働きやすい職場に

談ケア、卒 乳・断

なりました。定 期

乳ケア、
ベビーマッ

見学会も開催中。
詳しくはHPまで

サージクラスを行っ
2,000円〜

社会福祉法人明光会

まき助産院

〒421-1211 静岡市葵区慈悲尾180
TEL 054-278-7005 FAX 054-278-7026
http://ｍｅ
ｉ
ｋｏｕｋａ
ｉ．
or．
jｐ

〒420-0949 静岡市葵区与一3-4-16
TEL 090-7856-8448
http://makijo.com

ています。

掲載事業所

募集中！

会員事業所限定で、年に1回無料掲載できます。申込方法等の詳細は わが社自慢 で 検 索

Wi-Fi設置店向け！情報発信セミナー

テーブルに笑顔と話題を
コースターを綴り、本の形にしたCoasterBook。
どんなシーンに

ShizuokaWi-Fi

も持ち運べ、
その場で

Paradise協賛店向けに

はがして使えるオシャレ

情報発信セミナーを開催。

で便利なアイテムです。

外国人観光客の利用実

雑貨としての販売だけ

績など事例を交え説明い

ではなく、広告媒体や

たします。

冊子としてのご提案も

開催日は、2月17日(水)

行っております。下記

15:00〜、3月16日(水)

ＵＲＬからのお問合せ

17:00〜。参加希望の方

お待ちしております。

参加無料、要事前予約

は以下の連絡先まで。

ナガハシ印刷㈱ CoasterBook project

㈱しずおかオンライン

〒421-0115 静岡市駿河区みずほ1-35-3
TEL 054-257-0111 FAX 054-257-1131
http://www.nagahasi.com/coasterbook/

〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11静岡信用金庫追手町ビル2F
TEL 054-275-3330 FAX 054-275-3331
http://www.esz.co.jp/ 申込先 マーケティング課 池戸、塚本宛

「STOMP LOX」
自転車用
ビンディングシューズ

法律系国家資格、公務試験等の合格サポート
『 合格のLEC 』で知られるLEC静岡本校です。司法試験、
司法書士、宅建士、税理

自転車2つ穴用ビンディングペ

士 、公 務員等の受 験 指

ダルに対応したシュチュエーシ

導で30年以上にわたる

ョンを選ばないワークタイプの

実績があります。受講の

ローカットシューズです、上質な

ご相 談 、講 義の無 料 体

スウェードレザーを贅沢に使用

験随時承っております。

し、職人によるJAPAN MADE

お気軽にどうぞ。

にこだわりました。
35,500円
（税抜）

ToxicWorks
（トキシックワークス）

㈱東京リーガルマインド静岡本校

〒420-0035 静岡市葵区七間町11-7是永ビル1F
TEL 054-250-2225 FAX 050-3153-1574
http://www.toxicworks.net/

〒420-0857 静岡市葵区御幸町3-21ペガサート
TEL 054-255-5001 FAX 054-255-5717
http://www.lec-jp.com/

ご縁を繋ぐプリザーブドフラワー

小さなログハウスの美容室 OPEN！
！

伝馬町通りにあります、
プリザーブドフラワー専門店です。
これ

清水区月見公園 通称タコ公園のすぐ近くにログハウスの美

からの季節、歓送

容室がOPENしました。外観はまさにログハウス!!店内も全て

迎のプレゼントに

木がむき出しで、入った

最適です。枯れな

瞬間木の香りがして落

いお花、記念にな

ち着いた気分になります。

るので喜ばれてい
ます。また、
コンパ
クトなので2 次 会
などに。3 0 0 0 円
10,000円
（税込）

から各種

カット3,000円
（税抜） カット＆カラー
（根元のみ）
5,000〜7,000円
（税抜）

枯れない花屋 amagaeru

ヘアーサロンSweet

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-13
TEL 054-271-8878 FAX 020-4668-2126
http://www.hanaart.info/

〒424-0852 静岡市清水区神田町14-6
TEL 054-398-9337
http://hairsalon-sweet.com/

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

わが社自慢の商品・サービス

丸子里山の自然の中で名物とろろ汁を味わう

習いは古きに、創意は新しきを
和牛焼肉なかじまは、

とろろ汁は、
とろろ芋をすりおろし、北海道の昆布、焼津のかつ
お節、醤油、味醂

「習いは古きに、創意

を使った出 汁 、
３

は新しきを」
と
「 地産

種 類の味 噌を合

地消」
が、
メインコンセ

わせています。緑

プトのお店です。フレ

が美しい庭を眺め

ンチと焼肉をフュージ

ながら、麦 飯とお

ョンさせた古い慣 習

蕎麦に名物とろろ

に囚われない、新モダ

汁をたっぷりかけ

ンスタイルの焼肉を、

てお楽しみ下さい。

980円
（税込）

単品料理780円〜 コース料理4,500円〜
（税込）

御提供いたします。

渓月

和牛焼肉なかじま 七間町本店

〒421-0103 静岡市駿河区丸子6077
TEL 054-259-1795 FAX 054-256-0039

〒420-0035 静岡市葵区七間町12-2静岡東宝会館2F
TEL 054-253-8929 FAX 054-253-8929
http://s-sodachi.com

本質重視の本格的本物家具店

静岡ガスが環境大臣表彰を受賞

私たちは木にこだわった質の高い家具を提供しています。木は

環境に配慮した料理教室やエネルギー教育の実施、先進的

短いもので30年・長いもので200年以上生きてきて1つ1つ

な省エネ技術を導

表情が異なり、世界に2つと同じものはありません。
そんな木に

入した本社ビルの

敬意を払い永く使ってあげられる良質な家具をご提案します。

見学会開催などが
評価され、平成27
年度地球温暖化
防止活動環境大
臣表彰（対策活動
実践・普及部門)を
受賞しました。

アイアイ家具㈱

静岡ガス㈱

〒422-8041 静岡市駿河区中田3-1-13
TEL 054-283-2231 FAX 054-282-2128
http://aiaikagu.net/

〒422-8688 静岡市駿河区八幡1-5-38
TEL 054-284-4141 FAX 054-283-1724
http://www.shizuokagas.co.jp/

新規路線バス運行開始

清水エスパルス
2016シーズン
シートのご案内

多くの方の御支援を頂き、超難関といわれる一般乗合旅客自
動 車 運 送 事 業の
許可を賜りました。

静岡商工会議所会員様に特

日本で最も小さな

別価格でご購入いただけるシー

路線バス会社です

ズンシート！ホームゲーム全21

が、既存の路線バ

試合の観戦チケットで、未使用

スとは全く違う視点

チケットは
「スタジアム飲食券」

から公共交通機関

に引換も可能です。会社の福

の一翼を担う存在
を目指します。

S指定席
（定価90,000円）
特別価格 80,000円

利厚生、贈答用としていかがで
しょうか。
まずはお電話下さい。

日本平自動車㈱

㈱エスパルス

〒422-8018 静岡市駿河区大谷1-1-1
TEL 054-237-2000 FAX 054-237-1999
http://www.n-bus.com

〒424-0901 静岡市清水区三保2695-1
TEL 054-336-6301 FAX 054-336-7755
http://www.s-pulse.co.jp/

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

静 岡 市 清 水 産 業・
情 報 プラザ に

天然Na型ベントナイト系遮水マット
環境にやさしい新しいタイプの防水・遮水材料です。半永久

起 業 家 入 居 中！

ビジネスイノベーションと情報セキュリティ
静岡県警察より
「サイバー犯罪対策テクニカルアドバイザー」

的に優れた効 果

の委嘱を受け中小企業の情報セキュリティ対策および新規ビ

が期待でき、地下

ジネスの企画・立上げ等のビジネスイノベーションをお手伝い

鉄や空港、
ウォー

致しますのでお気軽にご相談ください。

ターフロント、
ビル
の地 下 構 造 物な
どの防水・遮水工
事に広くご採用頂
いております。

ミネロマン㈱

nexSeed

〒422-8047 静岡市駿河区西脇91-1モデルナカーサ西脇402
TEL 054-270-9020 FAX 054-270-9020
http://www.mineroman.co.jp/

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-602号室
TEL 050-5582-3184
http://www.nexseed.jp/

断熱、耐熱テキスタイルの専門商社です。
地球温暖化対策の一環として製造現場等における省エネ意

格安でホームページを作成します！
トップページと3ページの合計4ページで29,800円と破格の

識の高まりを受け、

値段です。
とりあえ

断 熱 、保 温 用 の

ずホームページが

材 料への要 求も

欲しい会社・商店

多 種 多 様 化して

様にお勧めです。

います。HTテック

ネットショップ構築

ではグローバルな

支援も行っていま

仕入ソースを背景

す。お気軽にお問

とした断熱材料の

合せください。

プロを目指します。
㈱HTテック

スマイルファクトリー

〒422-8046 静岡市駿河区中島842-1
TEL 054-266-6378 FAX 054-333-5268
http://www.ht-tech.co.jp

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-605号室
TEL 090-1290-4545 FAX 054-368-4323
http://smile-pc.club/

いざという時に会社を守る就業規則を提案します
雛形の就業規則をそのまま使っていて、
いざ労使紛争が起こ
った際にどうにもならなかったという話は良く聞きます。過去の

シャノアスは社員に関する悩みを解決します。
1.労務問題、問題社員の
「具体的アドバイス」

数多くの労働判例から、
いざという時に最大限に会社を守る

2 . 就 業 規 則 、人事制度

企業防衛型就業規則をご提案します。

等の「社内ルール構築」
3 . 社 保 手 続 、給 与 計 算
アウトソーシングによる
「社内業務の合理化」

権藤労務管理事務所

シャノアス社会保険労務士法人・静岡オフィス

〒424-0842 静岡市清水区春日1-5-15ファムス桜橋307
TEL 054-355-2201 FAX 054-355-2202

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17-701号室
TEL 054-355-3122 FAX 054-355-3123
http://shanoas.com

