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ご当地ラーメン キックオフ大会

亀山発！ご当地ラーメンづくり
キックオフ大会を開催

※マイページ登録とは
『亀山ラーメン』応援ページになります。ご登録いただき、
応援コメントなどを掲載頂くとグランプリの評価にも
繋がります !! 是非、ご登録お願いします。

農商工セミナー・リニア建設会議

をご覧ください !!
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マイページ登録ページ

国の補助金等セミナー
全国展開プロジェクト

http://gurutabi.gnavi.co.jp/guide/guide.html

消費税セミナー・金融部会講演会

http://gurutabi.gnavi.co.jp/special/ramen/
ramen.html をご覧ください !!

特定商工業者法定台帳作成
相談所コーナー
青年部・女性部

ご当地ラーメングランプリ 2013 専用ページ

会員紹介・共済キャンペーンお礼

去る７月 日︵木︶﹃亀山発！ご当地ラーメンづくりキックオフ
大会﹄を開催しました︒本事業は︑ぐるなびの企画である﹁地域
活性化プラン関連商品﹂事業の一環で︑﹃ご当地ラーメン﹄の
研究開発と併せ︑﹃ご当地ラーメングランプリ﹄に参加しなが
ら︑市内でご当地ラーメンづくりに取り組んでまいります︒当日
は２００名近くの地域の方々に参加いただき︑参加事業者や名称・
コンセプトの発表を行いました︒また︑特別サポーターとしまし
て︑三重県知事 鈴木英敬様・亀山市長 櫻井義之様・落語家で亀
山市出身の林家染弥様にも参加いただき︑熱い応援メッセージを
いただきました︒
参加事業者は︑㈱安全・一竜・川森食堂・㈲白熊・タートル
エースゴルフ倶楽部・中国名菜 しらかわ・㈲むかい・名阪関ド
ライブイン・ライオンズゴルフ倶楽部の９社で取り組んでいきま
す︒名称は﹃亀山ラーメン﹄に決定し︑スープは﹃味噌﹄︵数種
類の味噌をブレンドした独自の味噌︶︑麺は三重県産小麦﹃タマ
イズミ﹄︑具材は三重県産の﹃ヒラタケ﹄﹃ハタケシメジ﹄﹃ハ
ナビラタケ﹄の３種類のきのこを使用します︒
今後の予定としましては︑まず 月に発表される﹃ご当地ラー
メングランプリ﹄の優勝を目標とし︑広くたくさんの方に﹃亀山
ラーメン﹄を知っていただけるよう取り組んでまいります︒
﹃亀山ラーメン﹄の応援方法は２
つあります︒１つ目は︑下記マイペ
ージに登録いただき︑応援コメント
を入力いただく方法です︒２つ目は
フェイスブックからになります︒下
記グランプリ専用ページを検索いた
だき︑ページ内から応援いただけま
す︒これらの応援がポイントとなり
グランプリの順位が決まります︒是
非︑応援・周知お願いします︒︵両
方からの応援も可能です︶
また︑サポーターも随時募集して
おりますので︑申込みください︒申
込み用紙は︑当所ホームページから
ダウンロード出来ます︒サポーター
になっていただいた方には︑グッズ
を配布しておりますので︑お気軽に
当所までお越しください︒
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検定試験案内・スケジュール

した
なりま
新しく

〒519-0124 亀山市東御幸町 39-8
TEL 0595-82-1331 FAX 0595-82-8987
http://kameyama-cci.or.jp
http://kameyama-shop.jp/〈亀山あきない BLOG〉
http://www.kameyama-yeg.jp〈青年部〉
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（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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の方に来てもらい︑講師の話を聞き
ながらいろいろとメモを取っていま
した︒
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第３回三重県・奈良県 リニア中央
新幹線建設促進会議に参加
２０２７年の東京・名古屋間開業
に向け︑Ｊ Ｒ東海による環境アセス
メントが進む中︑名古屋・大阪間を
含めた全線同時開業を実現するため
には︑今が極めて重要な時期である
ことから︑三重県と奈良県の経済団
体では両県の連合協議会を昨年８月
に設立︑全線同時開業による経済波
及効果等の調査を実施し︑その結果
を公表︑全線同時開業の必要性を強
く要望するなど活発な事業活動を展
開しております︒
このような状況の中︑去る８月５
日︵月︶︑津市において︑リニア中央
新幹線の全線同時開業を目指し︑両

県の経済団体と県・市関係者の合同
会議が開催され︑岩佐会頭をはじめ
役員議員 名が出席しました︒
会議では主催者・来賓挨拶に続き︑
日本大学経済学部教授の加藤一誠氏
による﹁リニア中央新幹線の同時開
業と地域づくり﹂と題し記念講演が
行なわれ︑最
後に東京・大
阪間の全線同
時開業の更な
る推進と中間
駅の位置決定
公表等を求め
る共同アピー
ルが採択され
ました︒

﹁地域の歴史と道﹂を結びつける
全域を繋ぐようなウォーキングルー
ヒストリーウォーキング事業
トを調査研究し︑商品化できるよう
去 る８ 月６ 日︵ 火 ︶第２ 回 調 査 研
取り組んでいきます︒
究特別委員会を開催しました︒こ
の事業は﹃地域の STORY
︵歴史︶と
︵ 道 ︶を 結 び つ け る ヒ ス ト
STREET
リーウォーキング﹄をテーマに取り
組んでいます︒
今回の委員会では︑﹁井田川﹂
﹁能褒野神社﹂﹁峯城跡﹂﹁辺法寺﹂
﹁中の山パイロット﹂などの市内北
部を中心に︑視察を行い︑視察先を
中心としたウォーキングルートにつ
いて協議しました︒次回は市内にた
くさん残る﹁鉄道遺産﹂を活用した
ウォーキングルートを中心に協議し
ていく予定です︒最終的には︑亀山

−2−

農商工連携セミナー

1
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〜地域の食材を活かした６次産業化〜

2

去る７月 日︵火︶︑亀山商工会館
２階ホールにて︑㈱グラノ Ｋ 代
表取締役 小役丸 秀一氏をお招きし︑
地産地消での６次産業化・地域活性
化を中心に︑農商工連携セミナーを
開催しました︒
当日は︑ 名近くの方々に参加い
ただき︑参加者からは﹁新事業展開
についてのポイント﹂や﹁地元農家
との連携方法について﹂など︑積極
的な質問が飛び交いました︒
今後︑様々な場面・事業でこのセ
ミナーで得たことを活かして取り組
んでいって頂ければと思います︒
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国の新商品・サービス事業
創業補助金対策講座
去る 月 日︵木︶亀山商工会館
階会議室にて 月 日︵金︶締め切り
の小規模事業者活性化補助金 新商
品・サービス事業︑第 回目の公募
を終了して第 回目の公募が予想さ
れる創業補助金向けの対策講座を開
催しました︒講師には合同会社 地
域創造研究所 代表社員 松本圭史
氏をお招きし︑第 部制度説明とし
て﹃各種補助金﹄の概要・要件につ
いて説明をしてもらいました︒第
部では集団作成会として補助金の申
請の作成のポイントについて説明を
してもらいました︒当日は 事業所
8

消費税増税対策セミナーを
開催しました
去る８月９日︵金︶
に消費税転嫁対
策事業の一環として︑消費税増税対
策セミナーを開催しました︒
当セミナーは︑平成 年４月より
予定されている消費税増税へ適応す
るため︑まずはその内容や増税にど
のように対応していくべきかを学ん
でいただき︑早期に手を打っていた
だくことを目的として開催しました︒
当日は多数の方がご参加され︑講
師であるジャイロ総合コンサルティ
ング株式会社 代表取締役 大木 ヒロ
シ氏の講演を熱心に聞いていました︒
今後も消費税増税対策事業として︑
税理士をお招きして開催する消費税
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特定商工業者
法定台帳作成について

当所では︑市内商工業の総合的な
改善発達を図るため︑商工会議所法
に基づき各種事業を行っております︒
そのうち最も重要な事業のひとつ
が﹁法定台帳の作成と管理運用﹂で
あります︒
法定台帳は︑地区内の商工業の状
況を的確に把握する目的で特定商工
業者の規模や事業の内容等を調査し︑
商工会議所の事業実施のための調査
資料として厳格な管理のもと有効適
切な運用を行っております︒
現在︑対象事業所に関係書類を送
付させていただいておりますので︑
所定事項をご記入のうえご提出いた
だきますようよろしくお願いします︒
なお︑法定台帳に関する負担金賦
課につきましては︑後日改めてお願
いをさせていただきますのでよろし
くお願いします︒

5,250円[1回]（税込） 26,250円[6回]（税込）

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

縦6㎝×横9㎝（広報1/8ページ）
※1/4ページ枠もあります

○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

個別相談会や︑当セミナーのような
消費税増税に対応するためのセミ
ナーの開催を開催することを予定し
ております︒是非のこの機会をご利
用ください︒

今後も金融部会は当所会員事業所
の方々に有用な講演会を企画・開催
していきたいと考えておりますので︑
次回の開催の際には是非ご参加をお
願いします︒

お問合せ ○亀山商工会議所 亀山市東御幸町39−8
TEL.0595−82−1331

10,500円（税込)

1回 A4判1枚

特定商工業者とは

地区内において毎年４月１日現在
で六ヶ月以上引き続き営業所等を
有する商工業者のうち次の①・②
のいずれかに該当する事業者です︒
①常時使用する従業員の数が 人
︵商業又はサービス業を主たる
事業として営む者については︑
５人︶以上
②資本金額又は払込済出資総額が
３００万円以上

20

８月９日
消費税増税対策セミナー
８月20日
金融部会講演会
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金融部会講演会を開催しました︒
去る８月 日︵火︶
に︑当所金融部
会及び中小企業相談所 共催で講演
会﹃お客様の心を掴む顧客維持戦略
〜利益がライバルの約２倍違う営業
の基本を学ぼう〜﹄を開催しました︒
昨年度の金融部会講演会﹃小さい
会社だからこそできる戦略〜弱者逆
転の法則〜﹄が大変ご好評だったた
め︑講師には再度︑ランチェスター
マネジメント株式会社 代表取締役
河辺よしろう先生を迎え︑非常に興
味深い講演の内容となりました︒
前回に引き続き今回の講演会にも
多数の方に参加していただき︑参加
者は真剣に講師のお話に聞き入って
いました︒
20

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〜
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が明らかな場合も含む︶が禁止され
ます︒
当該法律に違反した場合において
行政機関から指導あるいは勧告等の
処置がとられる場合があります︒
③﹁総額表示﹂義務が緩和され︑
﹁外税表示﹂﹁税抜き価格の強調
表示﹂が認められます
平成 年 月１日以降において︑
消費者の課税事業者は︑消費者に対
して﹁現に表示する価格が税込み価
格であると誤認されないための措置
を講じている﹂という要件を満たし
ている場合に﹁外税表示﹂が認めら
れます︒
また︑﹁税込み価格が明瞭に表示
されているとき﹂は︑﹁税抜き価格
の強調表示﹂が認められます︒
ただし︑﹁外税表示﹂及び﹁強調
表示﹂は︑将来的には﹁総額表示﹂
への移行が必要になります︒
④中小企業が共同で価格転嫁するこ
と︵転嫁カルテル︶や︑表示方法
を統一すること︵表示カルテル︶
が認められます
商品の価格等を共同で取り決める
ことは独占禁止法により禁止されて
いますが︑例外として消費税の転嫁
の方法の取り決めや︑消費税につい
ての表示の方法の決定に係る取り決
めについては認められることになり
ます︒

10

なお︑詳細については今後︑公表
される政府からのガイドライン等を
ご確認ください︒

25
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談所コーナー

消費税の転嫁対策特別措置法が
成立しました
平成 年４月１日の消費税率引き
上げに際し︑円滑かつ適正な消費税
の転嫁ができるよう﹁消費税の円滑
かつ適正な転嫁の確保のための消費
税の転嫁を阻害する行為の是正等に
関する特別措置法﹂が成立したため︑
法律の概要について要約してお伝え
します︒
︻４つのポイント︼
①消費税の転嫁拒否等の行為︵減額︑
買いたたき等︶が禁止されます
平成 年４月１日以降に供給する
商品又は役務について︑平成 年
月１日以降に行われる転嫁拒否等の
行為が規制の対象になります︒
適用対象となる事業者には一定の
要件が設けられており︑対象となる
事業者が当該法律に違反した場合に
おいて行政機関から指導あるいは勧
告等の処置がとられる場合がありま
す︒
②消費税に関連するような形での安
売り宣伝や広告を行うことが禁止
されます
平成 年４月１日以降に供給する
商品又は役務について︑平成 年
月１日以降に行われる転嫁を阻害す
る表示が規制の対象となります︒
適用は﹁全ての事業者﹂が対象と
なり︑規制の内容としては︑﹁消費
税﹂という言葉を使った表現で宣伝
や広告を行うこと︵ただし︑﹁消費
税﹂という言葉を使わなくても表示
全体から消費税を意味していること
25

相
売上回復セミナーお知らせ
〜亀山ものづくり経営革新塾〜
今年も亀山ものづくり経営革新塾
を開催します︒経営革新を取れば県
からの助成金や日本政策金融公庫か
らの低利融資制度などをご利用出来
る場合があります︒開催日時等は左
記の通りになります︒
︽日時︾ 月 日 ･日 ･日 ･日
月 日の 日間
時間
時 分〜 時 分
※最終日のみ 時 分〜 時 分
︽場所︾亀山商工会館
※セミナーの案内につきましては後
日ご案内をさせていただきます︒
︻お問合せ先︼
亀山商工会議所
℡８２︲１３３１ 担当 塚田

サービスなどを公的機関が関わる見
本市等に出展する者
︵※販売を主目的としたのは対象外︶
︵補助対象︶
・会場使用料
・出展物の展示や装飾に要する費用
・出展物の梱包料 輸
･ 送にかかる費
用
︵補助金額︶
・対象経費の１／２の額
︵上限 万円︒年１回限り︶
②亀山市創業 再･挑戦資金
融資制度保証料補給金
亀山市では︑市内での創業を促進
し︑地域経済の活性化に資すること
を目的に︑三重県中小企業融資制度
の創業・再挑戦アシスト資金にかか
る保証料補給制度が創設されました︒
○制度の概要
︵対 象 者︶
・三重県信用保証協会の保証を付し
た三重県中小企業融資制度の創業・
再挑戦アシスト資金を受けた方で︑
かつ︑市内に主たる事業所を有する
方又は事業所・事務所を設置しよう
とする方
︵補助対象︶
・右記融資にかかる信用保証料
︵補助金額︶
・対象経費の全額︵上限 万円︶と
もに市税等の滞納がない方など︑い
くつか要件があります︒詳しくは亀
山市環境産業部商工業振興室︵℡
８４︲５０４９︶までお問合せくだ
さい︒
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亀山市各種助成 補･給制度創設案内
①亀山市見本市等出展事業助成金
亀山市では︑地域経済を支える中
小企業を取り巻く厳しい経営環境等
の現状を踏まえ︑市内の中小企業者
の新たな技術︑自社開発した製品等
の販路拡大や︑ビジネスマッチング
を目的として︑市内中小企業者の積
極的な事業活動を支援するため︑見
本市等へ出展する際の費用︵一部︶
の助成制度が創設されました︒
○制度の概要
︵対 象 者︶
・市内に主たる事業所等を有する中
小企業者等で︑自社の製品・技術・

11 10
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後の夏の風
物詩を堪能
していまし
た︒
今回も亀
山オリジナ
ルの花火を
打上げ︑亀
山東小学校
の子どもた
ちからイラ
スト花火を
募集し︑そ
の中から数点の花火を打ち上げまし
た︒また︑昨年に引き続きメッセー
ジ花火も行い普段伝えることの出来
ない明るいメッセージを読み上げ︑
花火を夜空へと打ち上げました︒
︻青年部︼新入会員募集！
〜ニューリーダーとして
将来の亀山を創造しませんか〜
亀山商工会議所青年部は︑商工業
の経営者︑後継者として指導力︑会
話法などを学ぶための︑様々な研修
や講習会などを行い︑個人の人格見
識を高め︑商工業全般の健全な発達
を図るとともに︑市内の若手経営者
と異業種交流を図り︑地域商工業の
振興に寄与することを目的に活動し
ています︒
︻お問合せ先︼
亀山商工会議所 青年部
℡８２︲１３３１ 担当 塚田・金谷

○亀山市納涼大会に参加
去る 月３日︵土︶亀山市納涼大会
で︑亀山めぐり唄と葛葉太鼓の発表
をさせていただきました︒
亀山めぐり唄は︑練習を始めて１
年が過ぎ︑初めての公の場での発表
でした︒当日は︑約 名が参加し︑
緊張しながらも︑一生懸命踊ること
が出来ました︒
葛葉太鼓は︑
新しい曲になり︑
練習する機会が
少なく︑不安で
いっぱいの発表
となりましたが︑
先生達の助けも
あり︑楽しく叩くことが出来ました︒
女性部設立 周年式典に向けて良
い経験をすることが出来ました︒
16

○亀山めぐり唄練習継続中
平成 年に予定している女性部設
立 周年式典に向けて亀山めぐり唄
の練習を月１回のペースで継続して
行っています︒
︻次回の練習日︼
日時 ９月 日︵金︶午後７時半より
場所 亀山市市民協働センターみら
い
途中からのご参加でも︑大歓迎で
すので︑皆さまのご参加をお待ちし
ています︒お気軽にお越しください︒

○亀山市関宿納涼花火大会に参加
去 る８ 月 日︵ 日 ︶ 鈴 鹿 川 河 川 敷
にて第 回亀山市関宿納涼花火大会
が開催され︑女性部は毎年恒例のバ
ザー出店をしました︒
販売する内容については昨年同
様︑おでん︑きゅうちゃん棒︑串カ
ツ︑みたらし︑ペット茶︑缶ビール︑
ジュースでした︒
当日は会員 名が参加︒午後から
準備を始め 時頃から販売をスター
トしました︒
販売に必要なものはすべて会員が
分担して準備をしました︒今回︑初
めてバザーに参加された方も︑一生
懸命飲み物などの販売を行っていた
だきました︒
暑い中でのおでん・串カツ・みた
らしの準備は大変でしたが︑女性部
のバザーは毎年好評で︑お陰様で今
年もすべて完売することが出来まし
た︒
ご協力ありがとうございました︒

22
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青年部通信
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○ 亀山商工会議所青年部 月例会報告
去る 月 日︵月︶
タートルエース
ゴルフ倶楽部にて亀山商工会議所青
年部 月例会︵第 回三重県連商工
会議所青年部連合会 親睦ゴルフ大
会︶を開催しました︒県内の青年部
から約 名の参加者に来て頂き︑参
加者は他単会との交流を深めました︒
また︑当青年部は朝早い集合にも関
わらず多くの方に参加をしてもらい
受付などゴルフ大会の運営や懇親会
の設営などを行いました︒ゴルフ大
会を開催するにあたりタートルエー
スゴルフ倶楽部様
を始め各関係団体
には多大なるご協
力を頂きましてあ
りがとうございま
した︒
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８

26

22

○亀山市関宿納涼花火大会
去る 月 日︵日︶鈴鹿川河川敷に
て第 回亀山市関宿納涼花火大会が
開催されました︒
今年は例年とは違い日曜日開催に
なりましたが︑当日会場には打ち上
げ開始前から市内外より約 万人の
方々が来場しました︒打上開始のカ
ウントダウン時には会場が一体とな
り全員でカウントダウンを行い︑最
初の花火が打ち上がると同時に会場
から大きな歓声があがり︑亀山市最

30
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検定試験

第135回日商簿記検定のご案内
・試 験 日 平成25年11月17日（日）
・試験時間 1級、3級 9:00〜
2級
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
3級 2,500円
・申込期間 9月27日（金）〜10月18日（金）

会 員 紹 介

商工会議所の

﹁人も気候もあたたかく一年中おい
しい食材に出会える亀山でレストラン
を開きたい！﹂
北海道出身の私たちは７年前に三重
県に移住し︑昨年 月にアイリス町に
イタリア料理店をオープンしました︒
店 名 の テ ルノ︵ 英 語 の ト リ オ の 意 ︶は 三
重 北
×海道 イ
×タリアの融合を意味して
います︒自分たちが本当においしいと
思った食材を地元三重や北海道から直
接仕入れ︑自分たちにしかできないイ
タリア料理を創っていきたいです︒
トラットリアとは﹁大衆食堂﹂のこと︒
イタリアンというと少し疎遠に思う
男性やご家族連れの方々にも気軽に足
を運んでいただけるようなお店を目指
しています︒
本年度亀山商工会議所中小商業レベ

7,000 万人の受験実績を誇る産業界の信頼のブランド

11

ルアップ推進事業にも参加し︑
昨年度からスタートしている
亀山あきないブログにも参加
しようと考えております︒
一日も早く亀山に溶け込ん
でいけるよう頑張っていきた
いと思います︒

第199回珠算検定、第72回暗算検定のご案内
・試 験 日 平成25年10月27日（日）
・試験会場 藤井珠算塾
・申込期間 8月19日（月）〜9月26日（木）
※試験時間、受験料等はお問合せください。
◇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）

Trattoria IL TERNO
●

住 所 亀山市アイリス町13-105
電 話 0595-96-8017
定休日 日曜・第3月曜
HP http://www.ilterno.com/

●
●
●
●

アクサ生命
共済加入促進キャンペーン終了
５ 月〜６ 月の生命共済制度を中
心とした共済加入促進キャンペー
ン期間中は︑当所職員及びアクサ
生命推進員の訪問に対し︑お忙し
い中︑快くご対応いただき誠にあ
りがとうございました︒
キャンペーン期間は終了しまし
たが︑今後もアクサ生命推進員を
中心に各事業所を随時︑訪問させ
ていただきますので︑よろしくお
願いします︒
また︑加入者の異動・共済事故
等ございましたら︑当所またはア
クサ生命推進員までご連絡いただ
きますようよろしくお願いします︒

スケジュール

●

2日
（月）商業部会、観光サービス部会
9月
商業・観光サービス部会 合同セミナー
4日
（水）常議員会、青年部役員会
5日
（木）第二創業・事業継承セミナー
「創業塾 第１期生」
7・14・21日
（土）カメヤマ創業アシスト
10日
（火）消費税個別相談会
11日
（水）女性部役員会
12日
（木）消費税解説セミナー
15日
（日）青年部９月例会
20日
（金）三重県商工会議所女性会連合会総会

2日
（水）青年部役員会
3日
（木）浜岡原子力発電所視察
4日
（金）法律相談会
8･15･22・29日
（火）ものづくり経営革新塾
11日
（金）常議員会
16日
（水）記帳継続指導
22日
（火）道路懇談会（予定）
28日
（月）臨時議員総会・表彰式（予定）

10月

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

！
！
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担保不要

第三者
保証人不要
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三重県信用保証協会
ホームページ http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/
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