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新規会員を募集しています
■発行
■編集

祖父江町商工会
商工会報編集委員会

ホームページ http://home.owari.ne.jp/~sobuetyo/

〒495-0002 稲沢市祖父江町山崎下枇486の1

T E L 0587-97-5800
FAX 0587-97-6324
E メールアドレス sobue@aichiskr.or.jp

● 理事会報告
● 青年部・女性部だより
● 各種相談会を開催しています
● お知らせ
● 第19回そぶえイチョウ黄葉まつりを開催します

理

事

会

報

告

第２回理事会
出 席 者

21名

第３回理事会
出 席 者

24名

開催日時

平成28年６月24日㈮ 午後２時〜

開催日時

平成28年８月23日㈫ 午後２時〜

審議議案

審議議案

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 報告事項

⑵ 給与規程の一部改正について

・稲沢夏まつり2016について

⑶ 旅費規程の一部改正について

・平成28年度補助金実施事業について

⑷ 報告事項

・プレミアム商品券発行事業について

・補助金の採択状況について

・第19回そぶえイチョウ黄葉まつりについて

・日本一の黄葉とヘルスツーリズムの開催について

⑶ その他

⑸ その他

◇ 新会員紹介
事

業

所

名

氏

名

業

種

地

区

ヘルシースリムトモト

杉 浦 洋 治

サービス業

二

俣

―

稲 垣 貴 子

サービス業

森

上

◀ 高松機械工業㈱にて

役員視察研修
９月12日㈪、13日㈫の２日間、石川県方面において役員
視察研修を行いました。
１日目の白山商工会議所は平成３年４月に松任商工会議
所として設立し、平成17年の市町村合併に伴い名称変更
されました。白山商工会議所では、“地方創生プラン”や
“中期事業計画〈ステップアップ・HakusanⅡ〉”への取
組みについて研修を受けました。
◀ 白山商工会議所前にて

その後、工作機械・CNC精密旋盤・専用機の製造
販売をする高松機械工業㈱を視察しました。
高松機械工業㈱では、工作機械などを製造する本
社工場並びに銀杏の薄皮剥機などを製造する第二工
場を見学しました。
２日目は、那谷寺などを視察し、石川県の伝統文
化を学ぶ機会となりました。

商業部会視察研修会のお知らせ
商業部会の視察研修会を下記の通り実施いたします。
日
時
行 き 先
会
費
募集人員
申込期限
申込場所

平成28年12月13日㈫ ９時 集合出発
キューピー挙母工場（豊田市）
・愛知ヤクルト工場（日進市）
2,000円
30名（定員になり次第〆切らせて頂きます）
12月６日㈫ 厳守
祖父江町商工会
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◦視察研修会及び親睦ゴルフ大会
６月19日㈰、20日㈪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。初日の静岡県ス
ズキ歴史館では、「価値ある製品を」の言葉のもと、常にお客様の立場に立って、二輪車、四輪
者、船外機などを生産・販売する、スズキの“ものづくり”にかける情熱を学びました。２日目
は、豊田市の名古屋グリーンカントリークラブにおいてゴルフ大会を行い、日頃の練習の成果を発
揮し、お互いの親睦を深めました。

▲

９月29日㈭ 岐阜県養老カントリークラブにおい
て「第24回祖父江チャリティーゴルフ大会」を開
催しました。本大会は、青年部が地域住民の親睦
と福祉の向上を目的に毎年開催しており、青年部
員を含め108名の参加がありました。なお、チャリ
ティーで集まった募金（47,393円）は交通安全協
会祖父江分会へ寄附しました。

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。
※青年部の部員資格は満45歳以下（女性も含む）となって
います。

問合せは
商工会事務局まで
TEL 97−5800

◦研修会（風呂敷包み方教室）
６月13日㈪に山口眞喜子さんを講師に
招き、風呂敷包み方教室を開催しました。
近年ブームになっている風呂敷を使い、ワ
イン包み、ティッシュペーパー包み、風呂
敷バッグなど、日常生活でオシャレに風呂
敷を使う手法を学びました。風呂敷の色・
模様によって作品の雰囲気が大きく異な
り、参加者それぞれが個性的な作品に仕上
がりました。

女性部員募集

▲ 研修風景
是非女性部への加入参加をお願いします。
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問合せは商工会事務局まで
TEL 97−5800

優勝の木村 甲志朗さん

◦第24回祖父江チャリティーゴルフ大会

７月14日㈭ 関ヶ原カントリークラブにおいて「第10回４団体合同
親睦ゴルフ大会」を実施しました。大会結果は以下のとおりです。
優

勝

伊藤

信也さん

グロス85

ネット68.2

準優勝

三須

和夫さん

グロス80

ネット69.2

３

松岡

昌功さん

グロス79

ネット70.6

位

「いなッピー商品券は期間内にお使いください」
有効期限 12月31日㈯まで

平成28年度の「いなッピー商品券」は申込み期間を６月８日

◀ 引き換え風景

稲沢市のプレミアム商品券

◀ 優勝の伊藤信也さん

４団体親睦ゴルフ大会開催報告

から30日の23日間とし、７月４日に公開抽選を行い８月９日㈫
〜11日㈷の３日間勤労福祉会館において当選券と引き換えまし
た。なお、商品券有効期間は平成28年12月31日㈯までとなって
いますので期間内にご使用下さい。
※応募総数は 16,531名でした。
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

国産農林水産物・食品への理解増進事業

日本一銀杏の郷 祖父江町山崎を巡るモニターツアー を開催
このツアーは、商工会が農林水産省の補助事業として「祖父江ぎんなん」を活用した特産品のため、新しく
いただくため実施するものです。
９月28日㈬、10月３日㈪の両日、山崎地区にて「日本一銀杏の郷 祖
父江町山崎を巡るモニターツアー」を開催し、一般モニターの皆さん
方が地域の銀杏ガイド（稲沢市観光ボランティア会長 渡辺良幹氏）と
ともに日本一の銀杏産地である山崎の銀杏林を散策し、祐専寺イチョ
ウや久寿イチョウの原木など、歴史ある古木を見ていただきました。

◀ モニターツアーの様子

立ち上げるブランドデザイン（ロゴやスローガン）を策定するための基礎資料としてツアー参加者にご意見を

決定したブランドデザインについては、次号にてご報告致します。

愛知県交通安全協会稲沢支部祖父江分会活動報告
９月26日㈪ 秋の交通安全県民運動（９月21日〜30日）の実

施に合せ、飲酒運転根絶パレードを行いました。稲沢市の広報車
を先頭に地元建設業者のトラック２台、名古屋西尾張ハーレー会
の大型バイク13台、パトカーが参加して祖父江町内一円から稲
沢警察署までをパレードして飲酒運転の根絶を呼びかけました。
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◀ 訪問先の領内保育園にて

◎飲酒運転根絶パレード

商工会では各種相談会を開催しています。〜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

予約制

㈱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。
日時：10月31日（月）10：00〜16：00

年末調整個別指導相談を開催しますので、希望される
方は、お越しください。
日時：平成29年１月16日（月）、17日（火）、18日（水）
13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会
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30日（水）13：00〜16：00
12月22日（木）
〃
場所：祖父江町商工会

行政書士相談会

予約制

日時：随時受付 13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会
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、国民年金控除は、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

予約制

日時：12月14日（水）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会
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

予約制

日時：12月８日（木）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会
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

稲沢市からのお知らせ
退職金共済制度
中退共制度は、中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。
●掛金は全額非課税で節税にもつながります。 ●シンプルで管理が簡単、手数料もかかりません。
●納付状況や退職金試算額も定期的にお知らせします。 ●短時間労働者
（パートタイマーなど）
の加入もできます。
●個人事業所の家族従業員も加入できます。 ●他の退職金・企業年金制度等とのポータビリティも可能です。

特定退職金共済制度
祖父江町商工会でも、退職金を支払う特定退職金共済制度（特退共）を設けています。補助内容は中小企業退
職金共済制度と同じです。

掛け金の一部が助成されます
国、市で、掛け金の一部を補助する制度を設けています。
平成28年度の市の補助申請期間は、平成29年２月１日〜28日です（予定）。

退職金共済制度掛け金補助 内容（※国の掛け金助成は一部対象外の場合あり）
対

象

国
市

補 助 額

補助対象期間

初めて加入した事業主

掛け金の２分の１（上限5,000円）

加入後４か月目から１年間

掛け金月額が１万8,000円以下の
従業員の掛け金を増額する事業主

増額分の３分の１

増額月から１年間

市内に事業所を有し、平成27年１月１日〜12
月31日に新規に加入した従業員のいる事業
主で、12か月分の掛け金を納付した事業主

新規に加入した従業員の12か月分
の掛け金総額の10%

契約月から１年間

※特定退職金共済制度の補助は市のみ行います
問合せ先 補助制度に関しては
市役所商工観光課（TEL 32−1332）
中退共制度に関しては 中退共名古屋コーナー（TEL 052−856−8151）

愛知労働局からのお知らせ
「愛知県最低賃金」は、10月１日から 時間額 ８４５円 に改正されました。
愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金（時間額）845円と比較します。また、
実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。
① 臨時に支払われる賃金（結婚手当等） ② １か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等） ③ 時間外労働・休日
労働に対する賃金 ④ 深夜労働に対する割増賃金 ⑤ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
なお、この他、特定の産業の事業場で働く労働者については、愛知県最低賃金よりも金額の高い特定（産業別）最低賃金
〔現在、改正のため調査審議中〕が適用される場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、愛知労働局ホームページ（http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
、愛知労働局労働基準部賃金
課（電話052−972−0257）
、または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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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！
資金名

経営環境変化資金

ご利用
いただける方

企業活力強化資金

売上が減少するなど業況が悪化している方

卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または
一定の要件を満たす不動産賃貸業を営む方で、店舗の
新築・増改築や機械設備の導入を行う方など

ご融資額
4,800万円以内
7,200万円以内（4,800万円以内）
（うち運転資金）
ご返済期間
設備15年（３年）以内
設備20年（２年）以内
（うち据置期間）
運転 ８ 年（３年）以内
運転 ７ 年（２年）以内
利率（年）
基準利率、特別利率R
基準利率、特別利率A・B・C
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって、適用される金利が異なります。

マル経融資（経営改善貸付）のご案内

2,000

（平成28年９月９日現在）

1.30

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

街路灯のスポンサーになってください！
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。街路灯を会社のPRな
どにご活用下さい。街路灯は、防犯灯としての機能もあり、地域貢献としても役立っ
ています。是非この機会にご検討下さい。
設 置 費
年間維持管理費
問合せ先

100,000円程度（※標準工事の場合。設置場所により変動します。）
6,600円（毎年）
祖父江町商工会 ☎0587-97-5800

代表 佐 藤
行
（平成28年度商工会青年部長）

E-mail:daiyou-tosoh@fol.hi-ho.ne.jp
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水野

平成29年用
年賀はがきの
予約受付開始
申込先

祖父江町商工会 TEL 0587-97-5800

開催期間

平成28年11月26日㈯〜12月４日㈰

雨天決行

■祖父江町体育館会場（祖父江町体育館及び周辺）
11月26日㈯

午前８時45分〜午後４時

11月27日㈰、12月３日㈯、12月４日㈰
午前９時〜午後３時
《主な内容》

企業展、団体等による作品展示、和太鼓、

抹茶コーナー、LOVEINA30、大正琴、フラダンス、
歌謡ショー、イチョウの木コースター作り、
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（祐専寺及び周辺）
11月26日㈯

午前10時〜午後７時

11月27日㈰〜12月４日㈰
午前９時〜午後３時
《主な内容》

写真・俳句コンテスト、写生大会、

抹茶コーナー、スタンプラリー大会、
祖父江銀杏林セラピーウォーキング、
消防はしご車試乗会、特産品販売等々
※各会場とも開催日により内容の変更があります。

イチョウの木ライトアップ
期間

11月26日㈯〜12月３日㈯
午後５時〜午後９時

場所

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

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

後援：稲沢市観光協会・中日新聞社・

名古屋鉄道株式会社

11月26日㈯

午後５時〜

◎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/

