26 年 1 月号

商 工 会 便 り
年頭あいさつ
養老町商工会長 野寺兼次
新年あけましておめで
とうございます。昨年
は養老改元１３００年
プレイベント、プレミ
アム商品券発売、リフ
ォーム補助金制度、ス
マイルカード発行等に
会員各位にはご協力い
ただき盛況に推移してきました。また地元
の将来に明るいニュースとして養老ＳＡに
スマートＩＣや養老ＩＣの工事が着工され
た事などがありますが、地元経済はなかな
か明るい兆しが見えて来ないのが現状では
ないでしょうか。経済団体の商工会として
は会員の皆様に協力・応援ができる体制を
とり会員事業所の繁栄を常に考えておりま
すので是非ご利用いただきたいと思います。
養老町商工会として今後も皆様のために
尚一層努力していく所存でおります皆様の
ご指導ご鞭撻をお願いして新年の挨拶とさ
せていただきます。

活性化懇談会を開催します
当会では養老町の協力を得て、下記によ
り養老町商工業地域活性化懇談会を開催し
ますので、会員の皆さんご参加ください。
日 時：平成 26 年 1 月 20 日（月）
午後 4 時～6 時 30 分
場 所：サンプラザーふなやす
〔町長と語る会〕16:00～16:45
〔講 演 会〕
17:00～18:30
講 師：元岐阜県立森林文化アカデミー
教授
篠田暢之氏
講 台：「地方新時代の企業戦略」
※入場無料で人数制限もありませんが、先

日送付したご案内などで商工会へお申込
みください。

年末調整個別指導を開催
年末調整個別指導を下記により商工会館
で行います。
日 時：平成 26 年 1 月 7 日(火)～
9 日(木)
9:00～16:00
場 所：養老町商工会館

寄せ植え華道講習会を開催
寄せ植え華道講習会を開催
商工会女性部では 12 月 11 日(水)に毎年
恒例となっている「寄せ植え華道講習会」
を開催しました。
これは、各部員の事業所で飾る正月用の
花をつくるために行ったもので、講師より
花の種類や特性について説明を受けた後、
参加した皆さんがきれいに植えることが出
来ました。

年末大売出し抽選会
抽選会を実施
年末大売出し抽選会
を実施
商業部会では、毎年恒例の年末大売出し
の抽選会を 12 月 25 日に実施し、特賞の「養
老鉄道で行く伊勢神宮初詣」50 名（ペア 100
名）、お買物賞「5 千円の養老地域商品券」
（100 名）の抽選を行いました。
当選者発表は商
工会館玄関に 1 月
14 日まで掲示、ま
た当選者には既に
景品の発送をいた
しました。

プレミアム商品券の使用期限に注意！
プレミアム商品券の使用期限に注意！
昨年 7 月に販売いたしましたプレミアム
商品券の取扱い期限について、下記により
ご注意ください。

使用期限：平成 26 年 1 月 12 日（日）
換金期限：平成 26 年 3 月 20 日（木）
なお、リフォーム商品券・太陽光商品券
はそれ以降も取扱われますので、お間違え
のないようお願いいたします。

女性部創立 40 周年記念講演会を開催
商工会女性部では創立
40 周年記念事業として
記念式典並びに㈲クロフ
ネカンパニー代表取締役
の中村文昭氏による記念
講演会を開催します。参
加無料でどなたでも聴講
できますので是非お出か
けください。
日 時：平成 26 年 1 月 24 日(金)
場 所：養老町民会館
内 容：記念式典 13:00～13:40
養老町コーラス 13:50～14:20
記念講演 14:30～16:00

マル経資金をご利用ください
商工会の経営指導を受けている小規模事
業者の方が、経営改善に必要な資金を無担
保・無保証人でご利用できる制度です。
資金使途

運転資金

設備資金

融 資 額

1,500 万円以内

返済期間

7 年以内
10 年以内
（据置 1 年以内） （据置 2 年以内）

利

率

その他

1.6%
ご利用にあたっては商工会会長の
推薦が必要です。

商工会の実施した主な事業等
商工会の実施した主な事業等
12. 2
12. 4
12.11

12.13
12.20

年末大売出し配布作業（商工会館）
工業部会視察研修
（名古屋市）
女性部寄せ植え実技講習会
結婚相談日
女性部役員会
（商工会館）
青年部理事会
（商工会館）
三役会
（松園）

12.25

年末大売出し抽選会

（商工会館）

支部・組合便り
12. 3
12.16
12.20

カード振興会クリスマスケーキ
抽選会
（商工会館）
広幡支部役員会
（あすか）
中国張家港公司訪問 （受入企業）

参加した主な会議等
12.2～4
12. 3
12. 5
12.12
12.12
12.19

中小企業支援力レベルアップ講
習会
（岐阜 LPG 会館）
県下事務局長会議（ふれあい会館）
労働保険研修会（大垣フォーラム）
消費税円滑化対策講習会
（岐阜都ホテル）
入国・在留手続き実務者講習会
（ウィンクあいち）
実習生関係監査実施方法等講習会
（名古屋市）

今後の予定
1. 7～9 年末調整個別指導
1. 8 結婚相談日
1.14 青年部全体会議
1.16 女性部役員会
1.17 外国人実習生技能検定<とび作業>
1.20 行政懇談会
1.21 青年部臨時総会
1.22 外国人実習生技能検定
<婦人子供服>
1.23 外国人実習生技能検定
<建設機械、施設園芸>
1.24 広幡支部新年互礼会
外国人実習生技能検定
<ハム・ソーセージ>
1.24 女性部創立 40 周年記念式典
1.27 外国人実習生技能検定<食鳥処理>
1.28 年末大売出し「養老鉄道伊勢神宮初
詣」
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