2７年 11 月号

商 工 会 便 り
理事会を開催

女性部がカラー講習会を開催

10 月 1 日(木)に理事会を商工会館で開催
し、次の第 1 号議案を審議しました。
① 会員の加入承認及び脱退報告について
新たに次の方が入会されました(敬称略)

商工会女性部では 10 月 5 日（月）に、カ
ラーコンサルタントの長尾なお子氏を講師
に招き、講習会を開催しました。当日は 16
名が参加し、色の持つ効果や、ＴＰＯに合
った色の効果的な使い方を知ることにより、
店舗のイメージや接客に活かせる事を学び
ました。お客様の印象アップに繋げていけ
ると思います。

事業所名

代表者名

業種

住所

ティア養老

安部潔仁

葬祭業

押越

SOFTAIL HAIR

野崎章子

美容業

飯田

渡辺サッシ

渡邉一広

建築業

養老

マルニミート

羽賀邦洋

製造業

三神町

㈱Phoenix

川瀬英二郎

広告代理店

柏尾

おっぽ

田中邦代

サービス業

瑞穂

NPO 法人ヨロスト

竹内

蘭

サービス業

西小倉

養老町観光協会

中村

一

サービス業

高田

軽飲食富士

富田幸士

飲食業

直江

太洋建設㈱

大橋由和

建設業

桜井

竹内タバコ店

竹内修子

小売業

高田

㈲サンオー

子安順三

製造業

下笠

いっちゃん

伊東大雅

飲食業

三神町

養老改元 1300 年祭プレイベント開催
養老改元 1300 年祭実行委員会による「養
老改元 1300 年祭プレイベント～親孝行の
ふるさとフェスタ～」が 11 月 14～15 日（土
日）に開催されます。
西暦 717 年
に元正天皇が
年号を「養老」
に改元された
史実があり、
2017 年の「養
老 改 元 1300
年祭」に向け養老公園一帯でイベントが行
われます。商工会ではグルメコーナー、特
産品抽選会、1300 年グッズ販売、ふれあい
動物園、ミニ養老鉄道の乗車、輪投げ、ﾊﾞ
ｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑ、ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄなどを行い、イベ
ントを盛り上げます。

小畑支部が視察研修を実施
小畑支部(支部部長：佐竹新二)は 10 月
13 日（火）に、23 名の参加を得て、成田食
品㈱、アルナ輸送機用品㈱、海津明誠高校
を視察しました。成田食品では、主に「も
やし」の製造ライン、アルナ輸送機用品で
は、
「車両の窓枠、ドア」の製造工程を、海
津明誠高校では、整った実習設備を見学す
ることができました。それぞれの企業、学
校の事業への取り組み姿勢等について詳細
にわたり説明いただくとともに、視察先の
素晴らしさを改めて再認識することができ
ました。

『一日公庫』を実施します

資金使途

当会では、日本政策金融公庫の協力を得
て、融資のお申込みや制度の相談などがで
きる「一日公庫」を実施します。当日は公
庫の担当職員が当町へ出張していただき、
詳しくわかりやすい個別面談ができます。
予約制ですので、事前に商工会までご連絡
ください。
日 時：11 月 26 日（木）10:00～15:00
場 所：養老町商工会館研修室

融 資 額
返済期間
利 率
その他

運転資金

設備資金

2,000 万円以内
7 年以内
10 年以内
（据置 1 年以内） （据置 2 年以内）
1.15%
ご利用にあたっては商工会会長の
推薦が必要です。

【利子補給制度】
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。

記帳確認個別指導を行います
青色申告者を対象とした記帳個別指導を
商工会館で行いますので、ご都合の良い時
間にお越しください。
日 時：11 月 26 日（木）～27 日（金）
13:00～16:00
講 師：北倉拓也税理士

年末大売出しを企画
商業部会では下記による年末大売出しを
企画いたしました。会員の皆さん是非ご参
加ください。
本年度のタイトルは、
「3 万円の養老町地
域商品券を 10 名様と、3 千円の養老町地域
商品券 100 名様に当たる！」です。
期 間：12 月 4 日(金)～24 日(木)
方 法：お買物千円毎に応募券進呈
抽 選：H28 年 1 月 13 日(水)
詳しくは、同封した別便をご覧ください。

岐阜県最低賃金のお知らせ
岐阜県最低賃金は、10 月 1 日から時間額
754 円になりました。詳しくは、岐阜労働
局労働基準部賃金室☎058-245-8104 まで。

日本政策金融公庫(国金)の資金
【マル経資金】
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。

商工会の実施した主な事業等
10.
健康診断事業（7 回）
10. 8 金融審査会
10.14 工業部会役員会
10.17 広幡支部視察研修（半田市他）
10.19 商業部会役員会
10.20 青年部全体会議
10.23 女性部役員会
10.23~26 技能実習生選抜（ベトナム）
10.24~25 多芸支部視察研修（金沢市他）
10.30~11.1 技能実習生選抜（中国・張家港）

参加した主な会議等
10.5~7 事業団研修（瀬戸市）
10.15 労働保険事務組合研修会（高山）
10.15~16 JITCO 研修（名古屋市）
10.16 小企業経営改善貸付協議会（岐阜）
10.22 プレイベント出店者説明会（役場）
10.26 養老鉄道を守る会（役場）
10.27 西濃地区商工会長会議（神戸町）
10.28~29 経営指導員等研修会（多治見市）
10.29 商工会トップセミナー（岐阜）

今後の予定
11. 4 青年部講習会（魚新）
11. 6 プレイベントのぼり立て（養老公園）
11.11 ハロープロジェクト（安八町）
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