2７年７月 (1２０号)

商 工 会 便 り
理事会を開催

源泉税納付個別指導

6 月 19 日（金）に理事会を開催、次の第
1 号議案から第 2 号議案を審議しました。
①会員加入承認及び脱退報告について
②平成 27 年度地域活性化懇談会について
❁新たに次の方が入会されました(敬称略)
事業所名

代表者名

業種

ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺ養老店

西岡圭介

小売業

瑞穂

愛岐産業㈱

高嶋幹夫

製造業

船附

従業員の方や家族専従者の納期特例源泉
税の納付個別指導を行います。
日 時：7 月 8 日(水)・9 日(木)・10 日（金）
10:00～16:00
場 所：養老町商工会館

住所

ニッポンセレクト 清流の国
ふるさと名物販売事業

【事業の概要】
本事業は、岐阜県と全国連、県連
サービス業
OK ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
﨑田吉範
金屋
が一体となって、㈱ふるさとサー
サービス業
合同会社 空
伊藤公一
鷲巣
ビスが運営するウェブサイト「ニ
㈱K-STYLE
栗田忠士
建設業
押越
ッポンセレクト.com」上の、
「岐阜県ふるさ
と名物商品」特集ページから、掲載商品を
サンディオン
日比知江
小売業
押越
割引価格で販売する事業です。
募集期間 平成 27 年 7 月 10 日～7 月 31 日
岐阜県と養老町商工会との意見交換会
販売期間 平成 27 年 9 月上旬～平成 28 年
6 月 19 日（金）に養老町地域活性化懇談
１月上旬予定
会として、岐阜県の商工業にかかわる施策
【 事業の特徴・メリット 】
の説明と意見交換会を「ふなやす」にて開
①多くの消費者へＰＲ・販売促進
催いたしました。
講師に岐阜県議会議員の村下氏をはじめ、 （消費者は、通常販売価格の３割引で購入
できます）
商工政策課・地域産業課・道路維持課・商
業金融課・企業誘致課・観光誘客課・県産 ②事業者の費用負担が少ない
・送料の消費者負担
業経済振興センターの方々からそれぞれ施
※仕入れ値は掛け率８０％
策の説明があり、養老町地域一帯の活性化
を図るために官民が何をするべきかなど、 ③商品撮影から Web ページ作成まで１商品
10,800 円でプロがサポート
出席された会員の皆さんも真剣に聞いてお
られました。
《ふるさと名物商品出品募集説明会》
日 時：平成２７年７月１０日（金）
午前１０時～１１時３０分
場 所：ふれあい福寿会館 ３階 ３０２
問い合わせ・申込先
岐阜県商工会連合会 企業支援課
℡ ０５８－２７７－１０７１
山越牧場

山越信夫

製造業

西小倉

『商工Ｎｅｗｓ養老』掲載企業募集中
商工会青年部では商工会員の事業所のＰ
Ｒやお知らせ・求人などについて、毎月新
聞チラシで養老町内の皆さんへ情報発信す
る「商工 News 養老」を発行します。
発行日：毎月第 2 日曜日にチラシ折込
印 刷：Ｂ4 両面・フルカラー

フルカラーで、よりＰＲ力アップ❣
枠数
１枠
２枠
３枠

スペース
縦 53 ㎜×横 75 ㎜

特大 1 枠

縦 137 ㎜×横 234 ㎜

横長(53 ㎜×横 155 ㎜)または縦長
横長(53 ㎜×横 233 ㎜)または縦長

掲載料
7,000 円
13,000 円
19,000 円
30,000 円

※標準枠に限り、3 か月契約の場合は 10％割引

申込先：商工会

従業員の退職金は中退共で！
ご存知ですか？「中退共」の退職金制度な
ら、掛金に国の助成が受けられます。

資金使途

運転資金

設備資金

融 資 額

2,000 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

1.25%

その他

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
6. 4 上多度支部総会（魚善）
6. 4 カード振興会総会（商工会館）
6. 8 青年部清掃活動(養老公園)
6. 9 工業部役員会(商工会館)
6.10 商業部役員会(商工会館)
6.10 結婚相談日(商工会館)
6.15 高田支部総代会（商工会館）
6.16 外国人実習生技能検定（縫製）
6.18 外国人実習生技能検定（工業包装）
6.19 第２回理事会（ふなやす）
6.19 県との意見交換会（ふなやす）
6.22 青年部全体会議（商工会館）
6.23 外国人実習生技能検定（溶接）
6.24 日本政策金融公庫研修会(商工会館)
6.25～26 記帳確認指導(商工会館)

参加した主な会議等
6. 8
6. 9
6. 9
6.10

西濃地区女性部連絡協議会部長会議
西濃ﾌﾞﾛｯｸ商工会協議会総会(関ケ原)
四町青年部打合せ会（養老町）
東海環状自動車道県西部地域建設促
進期成協議会総会（岐阜市）
6.16 労働保険加入促進研修会（岐阜市）

今後の予定

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日本政策金融
公庫の制度です。

7.8～10 源泉税納付個別指導(商工会館)
7.8～9 養老支部研修(大阪府)
7. 13 外国人実習生受入事業委員会総会
7. 14 四町青年部野球大会(養老町)
7. 16 工業部会通常総会（ゆせんの里）
7. 17 商業部会通常総会(魚新)
7. 17 青年部交通安全運動（下高田交差点）
発行：養老町商工会
TEL:32-0549 FAX：32-2862
E-mail：yourou@ml.gifushoko.or.jp

