定例法律相談 ビジネスマナー研修会

１ 通常議員総会
２ 亀山あきないブログ研修会
亀山１００円商店街

新入会員紹介
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活力ある地域づくりを目指して
〜通常議員総会を開催〜

②会員サービス事業の強化・充実
③中小企業・小規模事業者への経
営支援の強化・充実
④人材の確保と雇用対策の充実
Ⅱ 賑わいと活力溢れるまちづくりの推進
①商店街等の賑わいの創出
②地域資源を活用した地域活性化
の推進
Ⅲ組織財政・運営基盤の強化
これらの細目として︑経営革新や
創業支援体制の強化・充実︑消費税
転嫁対策窓口相談の実施︑東海道の
地域資源を活用した﹁東海道ロマン
チック街道︵仮称︶﹂事業の調査研究
など︑９つの新規事業がもりこまれ
ました︒
又︑平成 年度一般会計収支予算
は︑７０１００千円︑中小企業相談
所特別会計は︑３６９００千円とな
りました︒
審議に続き︑去
る 月３日に堀田
副会頭が受章をさ
れた旭日双光章に
対する日本商工会
議所 岡村会頭か
らの賀状伝達が行
われました︒
表彰
引き続き︑日本商工会議所第
１１７回通常会員総会で表彰された︑
25

３ 青年部通信 女性部通信
４ 東海道かめやまロマンチック街道︵仮称︶

去る３月 日︵金︶︑通常議員総会
を亀山商工会館２階ホールにて開催
しました︒
冒頭の挨拶で岩佐会頭は︑﹁我が
国経済は︑輸出環境の改善や経済対
策・金融政策の効果を背景に持ち直
しの動きが現れ︑景気回復への期待
感が高まるものの︑依然として地方
の経済は厳しい状況にあり︑このよ
うな状況の中︑当所では中小企業・
小規模事業者への経営支援事業等と
共に︑特に平成 年度は︑創業支援
や中心市街地の空き店舗対策︑東海
道の歴史的資産の保全と有効活用に
向けた観光開発事業︑更には国の中
小企業支援の新たな取り組みである
経営革新等の支援業務を行う認定支
援機関に当所も名乗りを上げ︑今後
認定され次第︑認定支援機関として
積極的に中小企業の経営をサポート
するなど︑新たな事業にチャレンジ
し︑地域経済に活力を生み出してい
きたい︒﹂と述べました︒
協議事項では︑第１号議案の平成
年度事業計画並びに一般会計・特
別会計収支予算︵案︶は︑原案通り承
認可決されました︒
主な事業計画の内容は
Ⅰ 会員企業と商工会議所との繋がりの強化
25

①会員企業と地域の声を反映した
活動の推進

11

アクサ生命 共済加入促進キャンペーン

〒519-0124 亀山市東御幸町 39-8
TEL 0595-82-1331 FAX 0595-82-8987
http://kameyama-ｓ.com
http://kameyama-shop.jp/〈亀山あきない BLOG〉
http://www.kameyama-yeg.jp〈青年部〉
した
なりま
新しく

永年在任役員議員表彰と三重県商工
会議所連合会永年在任役員議員表彰
の伝達が行われました︒
永きに亘り役員議員として会議所
運営や事業活動にご尽力をいただき︑
今回表彰を受けられた皆様は次の通
りです︒
日本商工会議所 永年在任役員議員
感謝状
常議員 小菅 洋幸 氏︵ 年︶
議 員 米川 孝一 氏︵ 年︶
三重県商工会議所連合会永年在任
役員議員表彰状
常議員 伊藤 富朗 氏︵ 年︶
常議員 宮西 祥雄 氏︵ 年︶
監 事 村山 昌弘 氏︵ 年︶
常議員 渡邉 一雄 氏︵ 年︶
記念講演
﹁新生亀山モデル 次なるステー
ジへ﹂〜小さくともキラリと輝くま
ち・亀山〜と題し︑亀山市長 櫻井
義之氏をお迎えし︑亀山市の新たな
まちづくり構想についてお話をいた
だき︑出席議員全員熱心に講演を聴
講しました︒
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５ 相談所コーナー
６ 会員紹介 検定試験 スケジュール
会議所からのお知らせ

（関支所）
〒519-1111 亀山市関町新所 664
TEL 0595-96-0330 FAX 0595-96-2326

亀山商工会議所
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ビジネスマナー研修会
開催しました

去る４月 日︵水︶︑亀山商工会館
にて︑Ｅｄｕｃａ ｔ ｉｏｎ ＴＥＮ．
代表 藤原天子氏をお招きし︑﹁ビ
ジネスマナー研修会﹂を開催しまし
た︒
研修会では︑自分の性格を知るエ
ゴグラムや正しい敬語の使い方︑電
話の応対などを行い︑社会人になる
にあたり︑必要なマナーなどについ
てお話いただきました︒
今回は市内６事業所から 名が参
加し︑参加者からは︑﹁社会人とし
て︑言葉遣いや身だしなみは︑お客

亀山あ き な い ブ ロ グ
操作研修会開催しました
去る３月 日︵木︶︑亀山商工会館
２階ホールにて︑昨年 月の開催に
続き︑２回目となる操作研修会を開
催しました︒当日は︑１部︑２部あ
わせて 名を超える登録事業所の方
々に来ていただき︑あきないブログ
開設より約４ヵ月が経過し︑各店舗
のアクセス数の確認や全体のアクセ
ス解析を行い︑各店舗の現状確認や
改善点などの説明を行い︑参加者は
熱心に耳を傾けていました︒参加者
からは︑﹁改善すべき箇所が明確に
なって良かった﹂や﹁アクセス数の

去る４月 日︵土︶︑亀山１００円
商店街を開催しました︒
亀山で１００円商店街を開催する
のは５回目となり︑東町・本町商店
街とショッピングセンター亀山エ
コーを中心に 店舗を越えるお店が
参加しました︒
当日は︑出来立ての揚げ物や新鮮
な野菜・かわいい雑貨の販売や︑乗
馬体験など︑たくさんの１００円商
品が登場しました︒また︑当日は天
候にも恵まれたくさんの来場者で会
場は大変賑わいました︒

15

亀山１００円商店街
開催しました

10

20

90

30

様に好感を与える大切なことだと実
感した﹂や﹁コミュニケーションの
大切さがわかった﹂などの声をいた
だきました︒
今回の研修会で学んだことを活か
し実践していただきたいと思います︒

来場者からは︑﹁１００円でとて
もよいものが買えた﹂︑﹁また来た
い︒次回の開催日は？﹂などの感想
を頂き︑好評に終えることができま
した︒

−2−

多い店舗の取り組みが知れて良かっ
た﹂など好評な意見をいただき︑各
店舗の意識向上にも繋がる研修会と
なりました︒

利用いただいております︒
定例法律相談日は偶数月の第一火曜日
当所での相談は無料︑秘密は厳守
から第一金曜日に変わります︒
にて︑今後︑毎偶数月の第一金曜日
〜企業のリーガルサ ポ ー ト 事 業 〜
午後１時 分から定例開催しますの
当所中小企業相談所では︑昨年度
で︑お困り事などがございましたら︑
に引き続き︑本年度も楠井法律事務
お気軽にお問合せください︒
所のご協力のもと︑﹃定例法律相談﹄
を︑去る４月５日午後１時 分より
亀山商工会館にて開催しました︒
この相談事業では︑相続・売上債
権の回収・金銭貸借契約等をはじめ︑
身の周りに起こる様々なトラブルな
ど︑経営法務に関するあらゆるお悩
みに対し︑法律の専門家である弁護
士が個別にご相談に応じるもので︑
昨年度以来︑多くの会員の皆様にご
30

30
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・亀山市関宿納涼花火大会を通じて
の統率力強化
・若手会員の育成及び会員増強活動

観 音 山 春 まつりに参 加
14

○灯おどり練習継続中
平成 年に予定している女性部設
立 周年の式典に向けて︑灯おどり
と亀山めぐり唄の練習を継続してい
ます︒
途中からでも大歓迎ですので︑皆
さまのご参加をお待ちしています︒
なお︑練習日のご連絡は︑ＦＡＸ
にてさせていただいています︒

26

○葛葉太鼓練習継続中
葛葉太鼓の練習も継続して行って
います︒
練習日は５月６日︑ 日︑ 日の
午後７時から８時頃です︒
興味・関心のある方は是非ご参加
ください︒

30

○新入会員募集
当所女性部では︑新入会員を募集
しています︒
女性部の主な活動内容としては︑
観音山春まつりや関宿納涼花火大会
でのバザーへの参加や︑教養を高め
ることを目的に話し方講座などの開
催︑また会員相互の親睦事業も行っ
ています︒
ぜひ︑私達と一緒に交流を深めま
せんか︒
︻お問合せ先︼
亀山商工会議所 女性部
℡８２︲１３３１

24

青年部事業報告

去る４月 日︵日︶︑関町新所地区
の観音山公園内で開催された︑観音
山春まつりにてバザー出店を実施し
ました︒
今年は︑
昨年に引き
続き︑焼き
そば︑おに
ぎり︑みた
らし団子︑
ペット茶を
販売し︑更
に︑一昨年
まで販売していた︑うどんを追加し︑
販売しました︒
どれも好評で︑たくさんの行列が
でき︑お客様からは︑﹁とても美味
しい﹂との声をいただきました︒
おかげ様で︑好天にも恵まれ︑完
売することができました︒
収益金は
すべて東日
本大震災の
義援金とし
て︑今年も
いわき商工
会議所女性
会に寄付致
します︒
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14

観音山 春 まつり
去る４月 日︵日︶に関町新所地区
の観音山公園内にて観音山春まつり
が開催されました︒
今年は渉外委員会が担当し︑今回
は青年部独自のルールでスピードガ
ンコンテスト・射的・輪投げの３つ
のミニゲームを行い︑参加者には抽
選で豪華景品をプ
レゼントしました︒
当日は約１５０名
を超える子供たち
に参加をしてもら
い︑豪華景品をも
らうためにミニゲ
ームに熱中し︑盛
り上がりました︒
バザーではＢ級
グルメでも有名な
亀山みそ焼きうどんを始め数種類の
揚げ物を販売し大盛況でした︒

詳しくは︑亀山商工会議所まで

〜あなたの想いを花火に乗せて
打ち上げてみませんか〜

メッセージ花火募集中！

第

回亀山市関宿
納涼花火大会

14

青年部通信
役員改選を行い新体制となりました︒
○役員紹介
会
長
古田
昭 古田建材㈲
直前会長
山内 正道 ㈲山内組
副 会 長
豊田 知生 ㈱夢生商会
太田 育雄 ㈱太田製作所
松井 幸紀 松井電気
河村
建 ㈲河村設備
運営専務
大森
豊 ㈲大森設備工業
理
事
水野 英治 ダイキ商会
桜井 健司 桜井畜産ビジネスサポート
水谷 友彦 彩電館みずたに
奥村
準 ㈲笠井電気工業所
川﨑 真也 ㈱川崎塗装店
板谷 英治 ヴィーヴィック化粧品㈱
清水 隆啓 ㈲清水製作所
山川 隆徳 山川架設
監
事
神野 隆之 ㈱神野工業
井上
武 井上テント
○基本方針
・会員相互の親睦交流事業の促進
・三重県連及び諸団体に関する渉外
活動の促進
・会員資質向上の研修活動の促進
・ホームページを活用したＹＥＧ活
動の情報発信活動の促進

22

所在地

営業内容

ヨシノ自動車

関町木崎

自動車販売

㈱ＩＴＯ

菅内町

（商業部会）

中古自動車販売
ネット販売
（衣服・バッグ・時計）

スピノザ㈱

アイリス町

トヨタＬ＆Ｆ中部㈱
亀山営業所

田村町

フォークリフト販売・修理

㈱山西 鈴鹿店

関町木崎

木材・建材・住設販売

安坂山町

製茶業

田茂町

一般貨物自動車運送業

T's door

鈴鹿市深溝町

リフォーム業

㈱インテリア早川

関町鷲山

内装業

鮨 いの上

川合町

寿司店

Trattoria IL TERNO

アイリス町

イタリア料理店

（工業部会）
マルゴ製茶

19

（交通運輸部会）
コスモ農産㈱

km

称︶と称し︑本年度より事業のス
タートを計画しています︒
そして︑本事業の目指す姿としま
しては︑歴史文化資産の次代への継
承と活用・地域力の活用︵現有の地
域力を最大に活用した観光ストック
を創出︶・経済効果の地域への還
元︵地域を支え
る事業者への経
済効果と地域の
振興発展を促し︑
地場産業である
ローソクや宿泊
産業・飲食業な
どとの連携の強
化︶です︒

（建設部会）

（観光サービス部会）

焼肉 長治郎

野村

焼肉店

㈱グランドボウル

鈴鹿市三日市町

ボウリング場

ルートインジャパン㈱

太岡寺町

ビジネスホテル

（庶業部会）
ひまわりマッサージ

東御幸町

㈲ゆ美屋
ホールディングス

東町

ランスタッド㈱

関町白木一色

東海道かめやま ロマンチック街道
︵仮称︶
のスタートを本年度より計画しています

事業所名

﹁東海道かめやま ロマンチック街道﹂
︵仮称︶とは

亀山市は︑全国的にみても他に追
随を許さない︑古代から今日に至る
までの歴史的連続性︑個々の歴史的
価値と希少性のある東海道 ・５
が残る素晴らしい地域で︑私たちは
そこに住まいするという誇りを基礎
として︑この﹁歴史的資産の継承﹂
と亀山人のおもてなしの心で︑世界
の人々にお越しいただける環境を整
備し活用します︒
こうした歴史的資産や地域資源を︑
観光産業に結びつける戦略を﹁東海
道かめやま ロマンチック街道﹂︵仮

■ 新入会員のご紹介

トータルボディケア
リラクゼーション
建築物維持管理に関する
コンサルタント業
労働者派遣業

12

アクサ生命
共済加入促進キャンペーン

本年も三重県 商工会議所統一の
生命共済制度を中心とした共済加入
促進キャンペーンを５月〜６月に実
施します︒
生命共済制度は︑会員限定の団体
保険であり︑役員及び従業員の福利
厚生制度として活用いただける死亡
保障︑高度障害保障︑不慮の事故に
よる入院保障制度です︒
また︑保険会社からの保障対象外
の通院等について︑当所独自の給付
制度もあります︒
加入コースによって︑掛金・保障
金額は異なりますが︑各コース毎の
金額は 歳までは年齢・性別問わず
一律です︒
キャンペーン期間中はアクサ生命
推進員だけでなく︑職員も各事業所
を訪問させていただきますので︑そ
の節はぜひ制度内容についてお聞き
いただき︑加入について検討いただ
ければと思います︒
60

会報誌への折込チラシ・広告掲載事業所を募集します ! 〜会員事業所限定サービス〜
○折込チラシ同封サービス

○広告掲載サービス

亀山商工会議所の会報誌｢かめやまWay｣(奇数月1日
発行)に、あなたのお店の商品やサービス等の掲載チラシ
を同封し、当所会員事業所及び関係団体約1,000件にお
届けするサービスです。

亀山商工会議所の会報誌｢かめやまWay｣(奇数月1日
発行)に、あなたのお店の広告を掲載します。
掲載料

配 布 先 当所会員事業所・関係団体 約1,000件
申込期限 発行前月の15日まで
納品期限 発行前月の20日まで

1回 A4判1枚

10,500円（税込)

縦6㎝×横9㎝（広報1/8ページ）
※1/4ページ枠もあります

5,250円[1回]（税込） 26,250円[6回]（税込）
お問合せ ○亀山商工会議所 亀山市東御幸町39−8
TEL.0595−82−1331
−4−

談所コーナー
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県中小企業融資制度﹁小規模事業資金﹂

小規模事業者︵常時使用する従業
員数が 人︵商業・サービス業は５
人︶以下の者︶の資金繰りを︑低利
な固定金利で当所が民間金融機関と
一緒になってサポートします︒
①主な要件
ⅰ 県内に主たる事業所を有し︑同一事

■ 労 働 保 険︵ 労 災 保 険・雇 用 保
険︶の年度更新はお早めに！

労働保険料︵平成 年度確定・
年度概算︶の申告・納付は平成 年
６ 月 ３ 日︵ 月 ︶〜 ７ 月 日︵ 水 ︶ま で
です︒なお︑電子申請は︑６月１日
︵日︶から可能です︒
★年度更新集合受付会のご案内★
日時 平成 年７月
８日︵月︶９日︵火︶ 日︵水︶
各日 ９時〜 時
津労働基準監督署
場所

−5−

相

４

25

25

鈴鹿市神戸コミュニティセンター

平成 年から個人の白色申告者は︑
前々年分あるいは前年分の事業所得
等の合計額が３００万円以下であっ
ても記帳義務・記録保存義務が課さ
れることとされました︒記帳対策を
お勧めします︒
対象 常時使用する従業員数が製造
建
･ 設業等で 名以下︑商業 サ
･ー
ビス業等で５名以下の小規模事業者
︵個人 法･人︶の方︒
日程
︽昼の部︾ 時 分〜 時 分
︽夜の部︾ 時〜 時
場所 亀山商工会議所
受講料︵税込︶
︽会 員︾１２０００円
︽非会員︾１５０００円
詳しくは当所までお問合せください︒
℡ ８２︲１３３１

確定申告（消費税）

10

※申告書記載について不明の場合︑
次の資料をお持ち下さい︒
①﹁概算・確定労働保険料／一般拠
出金申告書﹂
②作成した平成 年度確定分の賃金
集計表
※一括有期事業のうち建設の事業は
工事台帳︵請負金額・工期等が確認
できるもの︶
③事業主印︵法人は代表者印︶
詳しくは︑三重労働局労働保険徴
収室へお問合せください︒
℡０５９︲２２６︲２１００

３. ５( 水 )

24

10

16

■記帳継続指導のご案内

確定申告（所得税）

業を引き続き１年以上営んでいる

ⅱ 住民税その他︑税金等を完納している
法人の場合︑法人事業税及び法人
県民税の直近３年分
個人の場合︑個人事業税及び個人
住民税の直近３年分
※個人住民税のみ︑市町で︑それ以
外は鈴鹿県税事務所となります︒
ⅲ 商工会議所の経営指導を受けている
②保証限度 １５００万円
③貸付利率 １・ ％
④信用保証料 県制度保証料となり
ますが︑要件を満たす同事業者は市
から全額︵但し︑上限 万円︶の補
給を受けることができます︒
※本制度に対する市への補助金申請
が必要となります︒
⑤保証期間
原則︑第三者保証人は

設備資金７年以内 運転資金５年以内

⑥保証人等

不要︵但し︑必要な場合があります︶

２.１９( 水 )

25

当所では︑日々の税務 経
･ 理につ
いてお困りの事業者を対象に︑記帳
︵仕訳 簿
･ 記 ︶か ら 決 算 に 至 る 一 連 の
流れを身につけていただくため︑税
理士による個別指導を行っています︒

決算（期末貸借対照表）

30

２.１２( 水 )

20

⑦申し込み 当所中小企業相談所
その他︑県の各保証制度に関する
問合せ先
三重県信用保証協会
℡０５９︲２２９︲６０２１︵代表︶

減価償却

16

H２６．
１.８( 水 )

20

年末調整

20

■ 国・県の公的制度融資のご案内

10

〜金利ＵＰ目前？ 固定金利でお早目に〜

日本政策金融公庫﹁マル経資金﹂
小規模事業者︵常時使用する従業員
数が 人︵商業・サービス業は５人︶
以下の者︶の資金繰りを︑低利な固
定金利で当所がサポートします︒
①主な要件
ⅰ市内に主たる事業所を有し︑最近
１年以上営んでいる
ⅱ住民税その他︑税金等を完納して
いる
ⅲ 商 工 会 議所の経営指導 を 受 け て い る
②融資限度 １︐５００万円
③貸付利率
１・ ％︵平成 年 月 日現在︶
④返済期間
設 備 資 金 年 以 内 運 転 資 金７ 年
以内
⑤保証人等 不要
⑥申し込み 当所中小企業相談所
＊尚︑設備資金のみ︑要件を満たす
同事業者は市から最大１％ 相当
︵但し︑最長 ヵ月︶の補給を受
けることができます︒
※本制度に対する市への補助金申請
が必要となります︒
その他︑国の各制度融資に関する
問合せ先
日本政策金融公庫四日市支店
℡０５９︲３５２︲３１２１︵代表︶

24

30

１２.１８( 水 )

75

20

18 13

記帳（複式簿記）

１０.１６( 水 )

26

源泉所得税

７.３( 水 )

記帳（複式簿記）

H２５．
５.８( 水 )

主な相談内容

相談日

25

60

20

55

第134回日商簿記検定のご案内
・試験時間 1級、3級
2級

9:00〜
13:30〜

・試験会場 県立亀山高等学校
・受 験 料 1級 7,500円

2級 4,500円

・申込期間 4月17日
（水）
〜5月10日
（金）
第198回珠算検定、第71回暗算検定のご案内
●

・試 験 日 平成25年6月23日
（日）
・試験会場 藤井珠算塾
・申込期間 4月15日
（月）
〜5月23日
（木）
※試験時間、受験料等はお問合せください。

住 所
電 話
定休日
営業時間
Ｈ Ｐ

◇問合せ先 亀山商工会議所 ℡0595-82-1331
受付時間 8：30 〜 17：00（土日祝除く）

変 更 前：午前８時３０分〜午後５時
↓
↓
変 更 後：午前９時
〜午後４時３０分

いつもあなたのとなりに…

地元の事業者の強い味方

地域活性化連携ローン
「商工会議所・商工会」連携ローン

最高
５００万円

●●●

変更事由：当商工会議所本所・関支所間の連携強化と情
報伝達の迅速化を図るため、従前から毎日朝・夕に実施
する本所での職員ミーティングに、関支所担当職員も参加
させるため。
※支所不在時の対応については、本所への転送電話にて
対応をさせていただきます。

スケジュール

（平成２５年４月１日より）

●●●

●

亀山商工会議所関支所の開所時間の変更

亀山市関町１１６９
（地蔵院前）
０５９５-８６-５１６０
亀山あきない
不定休
ブログ掲載中
１０：００〜１８：００
http://www.seisekiya.jp/

界 各 地 か ら 集 め た 魅 力 的 な 天 然 石 を︑
是非︑たくさんの方にご覧いただきた
いと思います︒
リーズナブルなブレスレットや原石
もたくさん取り揃えております︒お気
軽にお立ち寄りくださいますよう︑心
よりお待ち申し上げます︒

3級 2,500円

聖石屋

・試 験 日 平成25年6月9日（日）

5月
1日
（水） 青年部役員会
8日
（水） 記帳継続指導
17日
（金） 選挙管理委員会
21日
（火） 総務・運営委員会
23日
（木） 女性部役員会
24日
（金） 青年部通常会員総会・卒業生を送る会・5月例会
26日
（日） 役員・議員・工業会親睦ゴルフ大会
27日
（月） 会員委員会
27日
（月） 東町商店街振興組合通常総会
28日
（火） 商工会館株主総会
（予定）
30日
（木） 正副会頭会議

6月
6日
（木） 女性部通常会員総会
6日
（木） 青年部役員会
7日
（金） 常議員会
7日
（金） 法律相談会
26日
（水） 通常議員総会
（予定）

Ẩẅẵẅễ

Ẑẑ

担保不要

第三者
保証人不要

èᛇƠƘƸƓᡈƘƷփಅࡃǇưƓൢ᠉ƴƓբӳƤƘƩƞƍŵ

ʒࡃૅޛųëᲪᲯᲳᲯᲲᲬᲬᲰᲫᲫ
三重県信用保証協会
ホームページ http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/
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会 員 紹 介

検定試験

関宿にある天然石専門店

商工会議所の

古 い 街 道︑関 の お 地 蔵 さ ん 前 の﹁聖
石 屋﹂で す︒昨 年 六 月 に オ ー プ ン さ せ
ていただきました︒
明治八年︑津市で貴金属製造業とし
て創業しました︒現在﹁㈱ミヤザキ﹂本
店 で は︑時 計・宝 石・メ ガ ネ・結 納 品 を
お取り扱いし︑皆様にご贔屓になって
います︒
﹁聖 石 屋﹂は︑﹁㈱ ミ ヤ ザ キ﹂の 天 然 石
専門店としてオープンして以来︑たく
さんのお客様にかわいがっていただい
ております︒格子の続く街並みで︑世

7,000 万人の受験実績を誇る産業界の信頼のブランド

検索

