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商工会は行きます 聞きます 提案します

理 事 会 だ よ り
第２回理事会

第３回理事会

出 席 者

25名

出 席 者

26名

開催日時

平成26年６月27日（金）午後２時〜

開催日時

平成26年８月22日（金）午後２時〜

審議事項

審議事項

⑴ 商工会加入・脱退の承認について

⑴ 商工会加入・脱退の承認について

⑵ 稲沢市プレミアム商品券発行事業について

⑵ 平成26年度収支予算の変更について

⑶ 役員視察研修及び会員視察研修について

⑶ 報告事項

⑷ ４団体親睦ゴルフコンペについて

・補助金の採択状況について
・第５回日本一の黄葉とヘルスツーリズムについて

◇ 新会員紹介
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役員研修視察
９月18日（木）、19日（金）の２日間、三重県の志摩市商工会へ役
員視察研修に伺いました。志摩市商工会は平成16年に5町商工会
（浜島、志摩、阿児、磯部、大王）が合併し誕生しました。会員
1500事業所を有し組織率は56％を占める商工会です。また、平成
20年度より全国展開事業を実施し特産品開発も積極的に行ってい
る商工会であり、全国展開事業の内容や事業への取り組みについ
て研修を行いました。当商工会も全国展開事業を実施しているこ
とから、大変有意義な研修会となりました。

研修風景
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◀平等院鳳凰堂にて

◦視察研修会及び親睦ゴルフ大会
６月８日
（日）
、９日
（月）
に青年部視察研修会及び親睦ゴルフ大会を
開催しました。初日は滋賀県の滋賀甲南カントリークラブにおいて
親睦ゴルフ大会を行い、日頃の練習の成果を発揮しお互いの親睦を
深めました。２日目は、大阪府のサントリー山崎蒸溜所の視察を行
い、世界にも類を見ない多彩な原酒のつくり分けによる世界に通じ
るウイスキーづくりの工程を勉強しました。

青年部員募集

商工会青年部は様々な業種が集まった団体であり、研
修会、イベント活動、奉仕活動などを通じ、部員間の
交流、親睦をはかっています。
※青年部の部員資格が満45歳以下（女性も含む）となりました。

▶「華ずし」

６月５日（木）に 岐阜 県 可児 郡 御 嵩 の
「みたけ華ずし」において、部員等19名が
熱心にみたけ華ずしづくりの実習体験を行
いました。最後には、参加者のそれぞれの
おもいで完成した華ずしをお土産にし、と
ても有意義な視察研修となりました。

問合せは
商工会事務局まで
TEL 97−5800

女性部員募集中!!
女 性 部 で は 講 習 会、 視 察
研修会等事業を行っており
ます。是非女性部への加入
参加をお願いします。
問合せは商工会事務局まで
TEL 97−5800

愛知県交通安全協会稲沢支部祖父江分会活動報告
◀ ライド＆ライト運動の様子

◎ライド＆ライト運動

愛知県交通安全協会稲沢支部祖父江分会では秋の全国交通安全

運動
（９月21日〜30日）
の実施に伴い、９月29日
（月）
に県道67号
線においてライド＆ライト運動を実施しました。サイン板を揚げ
夕暮れ時のライトの早期点灯を呼びかけ交通安全の高揚を図りま
した。

みなさんのお店を商工会の
ホームページで紹介しませんか

街路灯を活用してください
祖父江町商工会では街路灯のスポ
ンサーを募集しています。
街 路 灯 を 活 用し 、事 業 な ど の P R
をしてみませんか？
防犯灯の役割もあり、地域貢献に
も役立ちますので、是非この機会
にご検討下さい。

商工会では、会員の皆さんのホームページを
無料で紹介します。
ぜひ商工会までご連絡ください。
ホームページでみなさんのお店をPRしましょう！
祖父江町商工会のホームページからお申込み
ください。
http://home.owari.ne.jp/~sobuetyo/

問合せ先
祖父江町商工会
97-5800

祖父江町商工会
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検索

第4回 祖父江銀杏林
セラピーウォーキング大会

イチョウの乳根にて

９月20日
（土）
に、山崎祐専寺〜善光寺までの約
7.0kmのコースで「第4回 祖父江銀杏林セラピー
ウォーキング大会」を開催しました。当日は多数
の参加者があり、銀杏の樹木が発散する心地よい
香りと緑を見る事で体が受けるリラックス効果で
日頃の疲れをいやしました。また、参加者には日
本一の祖父江ぎんなんを存分に味わっていただき
ました。

稲沢市プレミアム商品券

販売所の様子

「いなッピー商品券」が発売されました。
９月５日
（金）
、６日
（土）
の２日間、稲沢市勤労福祉会館・祖父江町
体育館・平和町商工会の３か所において、いなッピー商品券を販売
しました。
祖父江町体育館においては、午前９時30分より発売し、予定額を
両日とも午前中で完売しました。

体育館内は長蛇の列

〈使用期間〉
平成26年９月５日
（金）
〜12月31日
（水）
〈利用可能店舗〉市内いなッピー商品券ののぼりが設置してあるお店
〈お問い合わせ〉稲沢市プレミアム商品券発行事業実行委員会事務局

（稲沢商工会議所内）
TEL 0587−21−0502 FAX 0587−23−6200

全国商工会珠算検定
１級合格者
（H26.6.15 実施）

冨山

結莉さん

（ソトー学園）

二十七年用
年賀はがきの
予約受付開始

第173回

おめでとうございます
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申込先 祖父江町商工会
（TEL 0587-97-5800）

商工会では各種無料相談会を開催します。
〜是非ご利用下さい〜

中小 企 業 相 談 日

年末調整事務個別指導相談会

商工会では㈱日本政策金融公庫の職員による融資相
談会
（無料）
を実施します。運転資金や、設備資金など融
資に関する事についてお気軽にご相談下さい。

年末調整個別指導相談を開催いたしますので、指導を
希望される方は、お越しください。
日時：平成27年１月14日（水）、15日（木）、16日（金）
10：00〜16：00

日時：10月31日（金）10：00〜16：00

場所：祖父江町商工会２階研修室
講師：東海税理士会一宮支部 従事税理士
持参書類：源泉徴収簿、給与支払い関係帳簿、所得控除証明書※

（年末融資相談会と同時開催）

11月28日（金）13：00〜16：00
12月19日（金）
〃
場所：祖父江町商工会２階研修室

行政書士相談会
日時：12月９日（火）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会２階研修室
相談員：行政書士会一宮支部会員
主な相談内容
１．各種許認可申請手続き
２．相続
（遺産分割協議書）
・遺言
３．各種契約書・合意書
４．食品営業許可・建設業許可・風俗
営業許可・自動車登録
５．土地開発・農地転用等、不動産関係
６．戸籍関係・帰化・入管関係
７．成年後見制度
（コスモスあいち）
８．その他

※生命保険料控除につきましては、一般の生命保険料、個人年金保険
料、介護医療保険料の証明書をご持参下さい。また、国民年金控除に
つきましても国民年金支払い証明書が必要となります。

司法書士相談会
日時：12月10日（水）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会２階研修室
相談員：司法書士 澄川 靖 氏
主な相談内容

１．相続全般
（土地・建物）
の相続登記
２．不動産
３．不動産
（土地・建物）
の売買・贈与等
の登記
４．会社等の登記一般
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社会保険労務士相談会
日時：12月11日（木）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会２階研修室
相談員：社会保険労務士 岩田 進 氏

主な相談内容
１．労働者災害補償保険、雇用保険、
健康保険、厚生年金などの書類
作成や提出代行
２．老齢年金、障害年金、遺族年金な
どの書類作成や提出代行
３．就業規則、給与規定、退職金規定
などの作成・変更や提出代行
４．各種助成金の相談や提出代行
５．各種労務管理に関する相談指導
６．解雇等、労使間の労働トラブルへの対応
７．労働安全衛生に関する相談指導 など

退職金共済制度の補助内容（平成26年度）

中小企業事業主のかた
10月は退職金制度の加入促進月間です

●中小企業退職金共済制度
補助対象

中小企業退職金共済制度（中退共）とは

新しく加入した事業主
法律で定められた社外積み立て型の退職金制度であ
り、掛金は安全に管理・運営され、退職金は従業員に直
国 掛金月額が18,000円以
接に支払われます。
下の従業員の掛け金を増
▽掛け金は全額非課税
額する事業主
▽掛金月額 従業員１人当たり 5,000円〜30,000円
（16種
類）
※短時間労働者
（パートタイマー等）
は2,000円、
市内に事業所を有する事
3,000円、4,000円でも加入可能
業主で平成25年１月１
▽退職金は勤労者退職金共済機構中退共本部から直接退
日〜平成25年12月31日
職する従業員に支払われ、一時払いのほか本人の希望
市 までに新規に加入した従
により分割して受け取ることも可能です。
業員のいる事業主のかた
▽過去の勤務期間が通算でき、転職した場合も通算可能です。
で、かつ12カ月分の掛
金を納付したかた

特定退職金共済制度とは

補助額

加入後４カ月
目から１年間

増額分の３分の１

増額月から
１年間

新規に加入した従
業員の12カ月分の
掛金総額の10％

契約月から
１年間

稲沢商工会議所、祖父江町商工会及び平和町商工会
●特定退職金共済制度
においても、退職した従業員に退職金を支払う特定退
補助対象
職金共済制度
（特退共）
を設けています。

掛金の一部が助成されます
国、市それぞれにおいて掛金の一部を補助する制度
を設けています
（右表参照）
。
なお平成26年度の市の補助制度については、平成
27年２月27日（金）を期限として申請を受付ける予
定です。該当される事業主のかたへは平成27年２月
ころ通知をしますので手続きをして下さい。
問合せ先

市内に事業所を有する事
業主で平成25年１月１
日〜平成25年12月31日
市 までに新規に加入した従
業員のいる事業主のかた
で、かつ12カ月分の掛
金を納付したかた

補助対象期間

掛金の２分の１
（上限5,000円）

補助額

新規に加入した従
業員の12カ月分の
掛金総額の10％

補助対象期間

契約月から
１年間

市役所商工観光課（TEL 32-1111）

あいちっこ「家庭教育応援企業」募集中

愛知県では、家庭教育を応援する企業を募集しています。
家庭教育応援企業とは、子育てしやすい職場環境づくりと子どもたちが健やかに育つことができる活動に取
り組み、家庭教育を支援していただく企業のことを言います。
愛知県教育委員会生涯学習課HP「企業で家庭教育を応援」をご覧いただき賛同していただける企業は賛同
書を提出してください。
また、家庭教育研修会開催を希望される企業には講師紹介も実施しています。
提出先： 愛知県教育委員会生涯学習課 FAX 052-954-6962
問合先： 同上（家庭教育・地域連携支援グループ）TEL 052-954-6780
URL ： http:/www.pref.aichi.jap/0000017092.html

祖父江店：

木曽川店：

稲沢市祖父江町高熊210

一宮市玉ノ井野方浦177

TEL 0587-97-0297
FAX 0587-97-6366

TEL 0586-86-0026
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ぎんなんパイパイ

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
平成26年１月から、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記録と
帳簿書類の保存が必要です。
なお、この記録・帳簿等の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方
も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問
い合わせください。
記事提供：一宮税務署
お問い合せは、個人課税第一部門記帳指導担当まで
電話番号

0586-72-4331

（電話は自動音声により案内しています。自動音声に従って「２」番を選択してください。）

2,000

（平成26年10月10日現在）

1.35

いつもありがとうございます。
日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）一宮支店です！
融資制度

お使いみち

ご融資額

ご返済期間

環境・エネルギー
対策資金

・太陽発電設備導入
・ハイブリット車購入

7,200万円以内

設備資金15年以内

マル経融資
[無担保・無保証人]

商工会の実施する経営指導を受けてい
る方であって、商工会の推薦を受けた
方のお申込みです。

2,000万円以内

運転資金 7年以内
設備資金10年以内

この他にも、お使いみちによって様々なご融資制度がございます。ご相談の際は、
祖父江町商工会もしくは日本政策金融公庫一宮支店までお気軽にご連絡ください。
公庫ホームページ
お問い合わせ先

http://www.jfc.go.jp/
日本政策金融公庫 一宮支店
担当
電話番号 ０５８６−７３−３１３１
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伊丹

第17回そぶえイチョウ黄葉まつりを開催します
開催期間

平成26年11月22日
（土）
〜11月30日
（日）雨天決行

■祖父江町体育館会場 11月22日
（土）午前８時30分〜午後４時
■山崎会場 11月22日
（土）
〜11月30日
（日）午前９時〜午後３時
開催場所

※22日
（土）
は午後7時まで開催

■祖父江町体育館会場（祖父江町体育館及び周辺）
■山崎会場（祐専寺及び周辺）
開催内容
《祖父江町体育館会場》
企業展、団体等による作品展示、和太鼓、LOVEINA30、烈車戦隊トッキュウジャー、大正琴、
ハワイアンダンス、歌謡ショー、小物作り体験、もちつき&試食、ふわふわ、EVトレイン、
献血、もち投げ、各種物産販売等々
《山崎会場》
写真・俳句コンテスト、写生大会、抹茶コーナー、イチョウの木コースター作り、
日本一の黄葉と商店街を巡るスタンプラリー（ウォーキング/サイクリング）
イチョウの木絵手紙作り、よさこい鳴子踊り、津軽三味線、消防はしご車試乗会、歌謡ショー
人力車に乗って気分は黄葉！イチョウ散策ツアー、名鉄ハイキング※、そぶえ特産品販売等々
※日本一の銀杏の郷で黄金色に包まれるそぶえイチョウ満喫 常設コース
開催日：11月24日
（月・休）
〜28日
（金）
５日間限定
距離：約4.0km

時間：１時間00分

スタート受付：森上駅

イチョウの木ライトアップ
期間
場所

11月22日
（土）
〜11月29日
（土）午後５時30分〜午後９時
山崎会場（祐専寺及び周辺）

◎ライトアップ点灯セレモニー
日時

11月22日
（土）午後５時30分〜

主催：そぶえイチョウ黄葉まつり実行委員会

協賛：稲沢市・祖父江町商工会・森上発展会
後援：稲沢市観光協会・中日新聞社・

名古屋鉄道株式会社

◎問合せ先
祖父江町商工会内 そぶえイチョウ黄葉まつり実行委員会事務局
〒495-0002 稲沢市祖父江町山崎下枇486番地の1
TEL 0587−97−5800 FAX 0587−97−6324
http://home.owari.ne.jp/~sobuetyo/

