24 年 10 月号

商 工 会 便 り
第２回理事会を開催

養老改元 1300 年祭プレイベント開催
プレイベント開催

9 月 19 日(水)商工会館で第 2 回理事会を
開催しました。審議された議案は次のとお
りです。
1) 新規加入者の承認について
次の事業所が加入されました。(敬称略)

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 17～18 日（土
日）に開催されます。
西暦 717 年に元正天皇がこの地へ行幸さ
れ、年号を「霊亀」から「養老」に改元さ
れた史実があり、2017 年に開催する「養老
改元 1300 年祭」に向け、今年から 5 年間、
養老公園一帯でプレイベントが行われます。
商工会ではのぼりの作成、グルメコーナ
ー、特産品抽選会などを行い、イベントを
盛り上げます。

事業所名

代表者名

Slowlife
Company

村上隆昭

㈲ライフ

吉田正徳

一宮法律事務
所
日本観光開発
㈱
野村建築
佐藤孝典一級
建築士事務所
ダイモ住建

田宮

均

白居美喜雄
野村重夫
佐藤孝典
伊藤嘉美

業種
自動車修
理販売
ケリ米生
産と販売
法律事務
所
物販・飲食
業
建築一般
設計・工事
監理
建築一般

地区
その他
小畑
その他
その他
その他

中国人技能実習生
中国人技能実習生が日帰り旅行
技能実習生が日帰り旅行

その他

中国人技能実習生 27 名が 9 月 16 日（日）
に京都への日帰り旅行を行いました。これ
は毎年、実習生の研修とレクリエーション
を兼ねて受入企業と商工会が実施していま
す。当日は天候に恵まれ、初めて訪れる清
水寺や金
閣寺など
を見て、
写真を撮
ったり土
産物を買
ったりし
て皆大喜
びでした。

その他

2) 養老改元 1300 年祭プレイベントについ
て
3) プレミアム商品券回収状況について
4) 特産品開発助成金について
5) 会費賦課徴収について
6) 会員加入推進について

結婚相談委員情報交換会を開催
結婚相談委員情報交換会を開催
西濃地区商工会女性部連絡協議会は 9 月
27 日(木)に大垣フォーラムホテルで、｢結
婚相談委員情報交換会及び経営講演会」を
開催しました。
当日は、西濃地区内の各商工会女性部の
代表が一堂に会し、それぞれの結婚相談事
業の活動報告や情報交換を行い、今後の結
婚相談の在り方について研鑽を深めました。
続いて、岐阜県防災課による「岐阜県に
迫る地震と経営に携わる女性としての地震
対策」と題した講演を聞き、地震対策につ
て研鑽を深めました。

海外展開スタートアップ事業
近年国内市場が縮小するなか、急速な経
済成長が進んでいるアジア等に向けた海外
市場展開の必要性が高まっています。しか
し、その一方で、情報や人材等の不足から、
第一歩を踏み出せないでいる企業も多くあ
り、一層の支援が求められています。

このため、
（公財）岐阜県産業経済振興セ
ンターでは、岐阜県と連携し、案件に応じ
た専門家（スタートアップサポーター／通
称 SS）が、海外での交渉等に同行して現地
でサポートを行う「海外展開スタートアッ
プサポート事業」を新設し、県内中小企業
の方々の海外展開をより強力に、きめ細か
く支援しています。
派遣内容

サポート
内容

経費負担

対象経費

国 内 打 合 せ (1
日程度)
同行サポートに
先立ち、SS が企
業訪問、打合せ
を実施

海外同行サポー
ト(5 日程度)
海外企業との商
談アレンジ、海
外販路開拓のた
めの現地調査同
行、生産拠点の
視察・調査、海
外見本市、商談
会への同行
企業負担…専門家派遣に要する経
費の３分の１ （残り３分の２は当
センターが負担）
NPO 法 人 国 際 社 会 貢 献セ ン タ ー
(ABIC)への委託費、SS への謝金・
旅費(交通費・現地宿泊費)

※サポートは、当該事業年度あたり１社に
つき１回限り。

お得なスマイルカードの使い方
お得なスマイルカードの使い方
養老スマイルカード（カード振興会長：
松田富志夫）の満点カードのお得な使い方
をご紹介します。
①500 円分の商品券に
②各金融機関で 500 円分の貯金
③町指定ゴミ袋 2 冊に交換
④楽しいイベントの応募券に
⑤養老鉄道 1000 円分のクーポン券と交換
⑥ふるさと応募券を集める
⑦町図書館、町保健センターでポイントが
もらえる

最低賃金が改正されました
岐阜県内の事業場で働くすべての労働者
に適用される「岐阜県最低賃金」が 10 月 1
日から時間額７１３円に改正されました。

商業・工業部会が役員会を開催
商業・工業部会が役員会を開催
商業部会(部長：森茂雄)は 9 月 14 日(金)、
工業部会(部長：近藤彰博)は 9 月 12 日(水)
にそれぞれ役員会を開催、養老改元 1300
年祭プレイベントなどについて検討を行い
ました。

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
9. 7 青年部全体会議（商工会館）
9.12 結婚相談日（商工会館）
9.12～13
記帳確認指導（商工会館）
9.14 三役会（商工会館）
9.19 ＢＣＰ講演会（商工会館）
9.19 理事会（商工会館）

支部等
支部等
9.11
9.12
9.14
9.14
9.16
9.28

次期実習生選抜打合せ会（商工会館）
工業部会役員会（商工会館）
池辺支部工業部会研修会（ふなやす）
商業部会役員会（商工会館）
中国人実習生日帰り旅行（京都市）
笠郷支部役員会（笠郷自治会館）

参加した主な会議等
9. 4 西南濃支部県連指定研修（関ヶ原町）
9. 5 e-Tax 取組説明会（池田町）
9. 7 主席・主任経営指導員研修（大野町）
9.10 共済事業推進委員長等会議（美濃加
茂市）
9.10 町戦没者追悼式（中央公民館）
9.11 容器包装リサイクル業務委託に関す
る研修会（名古屋市）
9.13 道路等建設促進要望活動（岐阜市）
9.21 女性部リーダー講習会（岐阜市）
9.26 ＣＣネット番組審議会（中央公民館）
9.27 結婚相談委員情報交換会及び経営講
演会（大垣市）
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