2７年 9 月【1２２号】

商 工 会 便 り
理事会を開催
8 月 21 日(金)に理事会を商工会館で開催し、
次の第 1 号議案から第 5 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 会員加入促進について
③ 各種共済の加入促進について
④ 経営発達支援計画について
⑤ 支部助成金について
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

住所

㈱とし建設

木村年男

建設業

橋爪

西脇税理士事務所

西脇一郎

税理士

飯田

まるさ自動車

佐藤寛一

自動車修理

室原

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰ養老店

日々厚士

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ

高田

バロー養老店

丹羽孝典

食料品販売

高田

㈱セブンヴィレッジ

七里正貴

リフォーム

大巻

高田夏祭りを開催
高田支部(支部長：大橋博)は 8 月 7 日(金)
午後 5 時から高田商店街を歩行者天国にして
夏祭りを開催しました。途中落雷や少雨はあ
りましたが、大
あんどん２基の
ほか地元の園児
らが絵を描いた
あんどん計 160
個が置かれ、夜
の商店街を明る
く照らしました。またバザーや抽選会にも多
くの人で賑わいました。
青年部が西濃地区野球大会で優勝
8 月 7 日(金)、池田町の池田公園野球場に
おいて、知事旗争奪第 49 回商工会青年部対抗
野球大会の西濃地区大会が行われ、激戦の末
に当会青年部が見事優勝いたしました。9 月
17 日（木）には、岐阜市の長良川球場で行わ
れる岐阜県大会に出場いたします。

広幡地区盆踊り大会ﾊﾞｻﾞｰ大盛況
広幡支部（支部長：瀬戸口彰）では、8 月
14 日(金)に広幡地区で開催された盆踊り大
会に協賛し、ふれあいバ
ザーを実施。
当日は支部の会員スタ
ッフが準備に追われ、夜
になり多くの方が訪れる
と、用意した食べ物や飲
み物はすべて完売、スタッフは作業に追われ
て前を向く余裕も無い大盛況で、歴史ある地
元の盆踊りに花を添えました。
養老鉄道存続大集会の参加者募集
養老鉄道沿線市町の民間養老鉄道支援団体
のメンバーや沿線住民が一同に集い、養老鉄
道存続に向けて機運を盛り上げるために大集
会を開催しますので、是非ご参加ください。
日時：平成 27 年 9 月 6 日（日）10 時 30 分
会場：大垣市郭町大垣公園（大垣城西側）
商工貯蓄共済制度のお知らせ
商工会では、会員事業所の繁栄のため商工
貯蓄共済をお勧めしています。この共済は「貯
蓄」「融資」「保障」の３つの特色を組み合わ
せた１口 2,000 円の商工会員のための共済制
度です。
【貯 蓄】
毎月の掛金は、その大部分が定期預金扱い
の貯蓄積立金となりま
す。掛金は、月々の集
金または口座振替です
ので、知らないうちに
自己資金が蓄積されま
す。
【融 資】
低利な融資で、事業促進のために利用でき
ます。
【保 障】

集団扱勤労保険により、非常に安い保険料
で大きな保障が得られます。また万一の場合、
保険金と積立金も一緒に支給されます。是非
この機会に加入をご検討ください。詳細につ
いては事務局までご連絡ください。
記帳確認指導のお知らせ
記帳指導を下記により開催します。日頃記
帳や税務に関してお困りのこともご相談くだ
さい。
日時：9月24日(木)、25日(金) 13:00～16:00
場所：商工会館
講師：北倉拓也税理士
定期健康診断を受診しましょう
商工会では、ぎふ綜合
健診センターの協力を得
て、10 月 5 日(月)～9 日
(金)、15(木)、16 日(金)
に定期健康診断を町内の
各企業や商工会館で行い
ます。詳細やお申込みについての資料は、先
月同封しました。
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。また今年度は対象融資の返済した
利子額に対する１／２の額で、年間５万円を
上限に利子助成制度も実施しておりますの
で是非ご利用ください。
資金使途

運転資金

設備資金

2,000 万円以内
7 年以内
10 年以内
返済期間
（据置 1 年以内） （据置 2 年以内）
利 率
1.25%
ご利用にあたっては商工会会長の
その他
推薦が必要です。
お申込みから融資決定までに 1 ケ月程度は必要
となりますので、ご注意ください。
融 資 額

『商工Ｎｅｗｓ養老』で企業ＰＲを！

青年部では、新聞チラシで企業のＰＲや求
人などを養老町内の皆さんへ情報発信する
「商工 News 養老」を発行しています。
発行日：毎月第２日曜日に養老町全域にチラ
シ折込しています。
印 刷：Ｂ4 両面・フルカラー
掲載料：1 枠(5.3 ㎝×7.5 ㎝) 7,000 円（税込）
2 枠 13,000 円（税込）3 枠 19,000 円となって
おります。詳細は、本誌に同封した募集案内
に記載しています。

商工会の実施した主な事業等
8. 4
8. 5
8. 7
8. 7
8.11
8.12
8.21
8.21
8.21
8.27
8.27
8.28

女性部役員会（商工会館）
商業部ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券抽選会（商工会館）
高田夏祭り（高田商店街）
青年部野球西濃大会（池田町）
青年部全体会議（商工会館）
結婚相談日（商工会館）
理事会・三役会（商工会館）
金融審査会（商工会館）
高田夏祭り反省会（魚善）
商業部会役員会（商工会館）
町監査（商工会館）
広幡支部反省会（得々）

参加した主な会議等
8.10 商工会職員研修会（LPG 会館）
8.16 立川勇次郎氏顕彰会（養老駅）
8.17 西濃地区女性部連絡協議会役員会（商工会館）
8.18～19 商工会職員研修会（岐阜市）
8.19 地域資源活用説明会（岐阜市）
8.26 県議会西濃議員団意見交換会（大垣市）

今後の予定
9. 1 マイナンバーセミナー（商工会館）
9. 4 養老町ご当地グルメ大会実行委員会（役場）
9.13 青年部ヨロ婚事業（役場・養老ベース）
9.17 青年部野球県大会（長良川球場）
9.24 持続化補助金採択者説明会（安八町）
9.24 青年部全体会議（商工会館）
9.24～25 記帳継続指導（商工会館）
9.29 西濃地区女性部連絡協議会結婚相談事業
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