2８年３月 1２８号

商 工 会 便 り
理事会を開催
2 月 5 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 4 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
② 商工会が扱う各種共済推進ついて
③ 平成 28 年度予算について
④ 経営発達支援計画について
⑤ その他
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

て内宮では出席者揃って正式参拝を行い、
地元地域や事業の発展などそれぞれの思い
で参拝をしました。参拝後は鳥羽まで足を
伸ばし、昼食を取りながら会員相互の親睦
を深めました。

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国の制度です。
運転資金

設備資金

住所

資金使途
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）

韓国ボディーケア

松本香子

サービス業

押越

綜合建設業 有明

岩田孝弘

建設業

船附

ｻｰｸﾙＫ養老船附店

土本茂樹

小売業

船附

早崎よ歯科

早崎嘉一

歯科医院

金屋

利 率

1.15%

㈱ＫＥＩ

近藤啓継

船附

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。

自動車の解
体・ﾊﾟｰﾂ販売

Ni-Go Cafe

新川豪一

喫茶業

鷲巣

ニック

長澤秀弘

損保代理業

宇田

養老の郷づくり㈱

松岡茂行

まちづくり

飯ノ木

確定申告は 3 月 15 日まで
ただ今商工会では、個人事業主の決算・
確定申告の個別指導を行っています。
申告期限は本来の
15 日（火）になります。
期日間際になりますと
混雑いたしますのでお
早めにお済ませくださ
い。
時間：土・日除く 9:00～16:00
税理士による個別指導日は、1 日(火)、8
日(火) 15 日（火）13:00～16:00

笠郷支部が研修親睦旅行を実施
笠郷支部では、2 月 6 日(土)に伊勢神宮
への研修親睦旅行を実施しました。毎年恒
例の研修ではありますが、外宮参拝に続い

小規模事業持続化補助金の公募について
今年も平成27年度国の補正予算により、
小規模事業者持続化補助金の募集をしてい
ます。補助金の内容については、小規模事
業者の皆さんが取り組む、販路開拓・簡易
な店舗改装などに対して、それに要する経
費の一部を補助する事業です。また経営計
画に基づいて、商工会の支援を受けながら
実施する販路
拡大等の取り
組みに対し50
万円を上限に
補助金（補助
率：2／3）が
採択された場合に補助されます。対象者は
商工会地区の小規模事業者であることが条
件となります。尚、商工会では、申請に必
要な経営計画の作成のお手伝いをしており

ますのでお問い合わせください。尚、計画
書作成にはお時間がかかりますので、早め
の取り組みをおすすめします。
●募集締切
平成２８年５月１３日（金）まで

ものづくり・商業・サービス革新補助金
中小企業庁では平成 27 年度補正事業に
て、国内外のニーズに対応したサービスや
ものづくりの新事業を創出するため、認定
支援機関(商工会等)と連携して、革新的な
設備投資やサービス・試作品の開発を行う
中小企業を支援するための補助金が公募さ
れました。 公募の受付締切は平成 28 年 4
月 13 日（水）[当日消印有効]で、公募要領
は「岐阜県中小企業団体中央会」のホーム
ページをご覧ください。

『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 日曜日にチラシ折込
印 刷：Ｂ4 両面・1 色
掲載料：1 枠(5.3 ㎝×7.5 ㎝) 7,000 円
(3 か月契約の場合は 1 割引き)
詳細は、本誌に同封した募集案内に記載
しています。お申込みは商工会へどうぞ。

よろず支援拠点補助金セミナー開催！
開催日時：平成 28 年 3 月 9 日 13:30～16:00
会
場：ふれあい福寿会館 302 大会議室
内
容：国補助金➡ものづくり補助金・
省エネ補助金・持続化補助金 県補助金➡
地域ﾌｧﾝﾄﾞ助成金・農商工ﾌｧﾝﾄﾞ助成金
定
員：150 名（無料）
主
催：岐阜県産業経済振興センター
お問合わせ：TEL 058-277-1088

商工会の実施した主な事業等
2.1･4･9 税理士相談会（商工会館）
2. 3 養老支部役員会（魚仲）
2. 5 三役会・理事会（商工会館）
2. 6 笠郷支部研修旅行（伊勢・鳥羽）
2.16～確定申告指導（商工会館）
2.19.23 税理士相談（商工会館）
2.23 青年部全体会議（商工会館）
2.25 経営計画作成支援（商工会館）
2.26 池辺支部講習会・懇親会（ふなやす）

参加した主な会議等
2. 3 東海環状自動車道決起大会（東京都）
2.3.4 西濃地区女性部研修（和歌山県）
2.10 補助金セミナー
2.10 女性部結婚相談日
2.12 西濃ブロック講演会（大垣市）
2.15 事務局長会議（岐阜市）
2.16 県連理事会（岐阜市）
2.17 労働保険セミナー
2.19 養老町ご当地グルメ実行委員会
2.25 県連財政問題小委員会（岐阜市）
2.26 県青連 50 周年記念式典（岐阜市）

今後の予定
3. 1.8.15 税理士相談
3. 4 金融審査会
3. 4 西濃地区青年部ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会
3. 8 小畑支部役員会
3. 9 女性部結婚相談日
3.14 理事会・講習会
3.17 青年部講習会
3.18 女性部役員視察研修
3.25 笠郷支部役員会
発行：養老町商工会
TEL:32-0549 FAX：32-2862
E-mail：yourou@ml.gifushoko.or.jp
商工会では「経営相談・支援」や「税務相
談・経理指導」「金融相談、斡旋」「取引・
販路開拓支援」「取引・販路開拓支援」「労
務支援」「専門家派遣支援」「IT 支援」「補
助金書類作成支援」など皆様のご相談に応
じた支援を行っています。

