新入会員紹介・スケジュール
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１．通常議員総会
日本商工会議所永年在任役員
議員表彰状伝達
記念講演会
２．おもてなしセミナー
ビジネスマナー研修会
共済加入促進キャンペーン
３ ． 労働保険事務組合・無料経営相談

まちゼミ

【 年】
通常議員総会を開催
常議員
田島誠雄 様
去る３月 日（金）通常議員総会を
田島シルク㈱ 代表取締役社長
亀山商工会館２階ホールにて開催し
【 年】
ました。
常議員
協議事項の第１号議案 平成 年
今西政和 様
度事業計画並びに収支予算（案）では、
㈲大和屋呉服店 代表取締役
国の小規模企業支援法の改正に伴う
田中康一郎 様
商工会議所が策定する経営発達支援
亀山製絲㈱ 代表取締役社長
計画にもとづく小規模事業者支援強
５名の役員皆様に、岩佐会頭より
化、国の交付金を活用したプレミア
伝達をしました。
ム付き商品券事業やまちゼミ実施に
向けた研修事業など、新事業を盛り
記念講演会を開催
込んだ事業計画・予算案が原案通り
記念講演では、㈱日本総合研究所
承認可決されました。
調査部 主任研究員の藻谷浩介氏を
商工会議所法の改正に伴う、第２
お招きし、「リニアインパクトを活
号議案の定款の一部変更と、第３号
かした地域づくり」と題してご講演
議案の定款変更に伴う副会頭待遇理
をいただき、出席議員全員熱心に聴
事の副会頭への選任については、原
講しました。
案通り承認可決されました。
第４号議案の常議員１名補充選任
については、中村孝迪議員（駐輪・
駐車場なかむら 代表者）を常議員
に選任いたしました。
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日本商工会議所
永年在任役員議員表彰状伝達

リニア記念講演

４．相談所コーナー
５．青年部・女性部
６ ． 会員紹介・亀山市プレミアム付き商品券

〒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〉

（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

20

日本商工会議所永年在任役員議員
表彰状の伝達を行いました。
【 年】
常議員
中島 高 様
亀山瓦斯㈲ 取締役会長
監事
向井東三 様
㈲むかい 代表取締役
40

通常議員総会
日商永年在任役員議員表彰状伝達
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アクサ生命
共済加入促進キャンペーン

12

ビジネスマナー研修会を開催

アクサ生命保険株式会社 鈴鹿営業所亀山分室
〒519-0124 亀山市東御幸町39-8
（亀山商工会議所内） TEL 0595-83-4016

！
！

本年で４回目となる、三重県下
商工会議所統一共済加入促進キャン
ペーンを生命共済制度を中心に５月・
６月の２か月間実施します。
生命共済制度は、会員限定の団体
保険で、格安の掛金でご加入いただ
けることもあり、役員をはじめ従業
員の福利厚生制度として活用しやす
い魅力ある制度となっており、多く
の会員事業所が加入されております。
補償内容は、保険会社からの死亡
保障、高度障害保障、不慮の事故に
よる入院保障のほか、当所独自のお
見舞金等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
掛金は 歳までは年齢・性別問わず
一律です。
是非この機会にご加入をご検討く
ださい。
60

第２弾 三重龜山物語
おもてなしセミナーを開催
去 る ４ 月 ８ 日（ 水 ） 亀 山 商 工 会 館
２階ホールにて（公財）日本電信電話
ユーザ協会三重支部との共催により
新入社員向けのビジネスマナー研修
会を開催しました。
今回の研修会では、社会人の心構
えから、職場での基本マナー、仕事
をするうえでのビジネスマナー、電
話応対、ビジネス文章・慶弔等につ
いて学んだあと、電話応対技能検定
（もしもし検定）４級に挑戦してい
ただきました。
結果はまだですが、社会人として
仕事に就く自分のレベルを知るいい
経験になったと思います。
職種は様々ですが、今回のセミ
ナーで学んだことや、これからの職
場での経験を活かし、企業にとって
・・
なくてはならない人財になってほし
いと思います。
16事業所より25名参加

去 る ３ 月 日（ 水 ） 亀 山 商 工 会 館
２階ホールにて第２弾となる「三重
龜山物語 おもてなしセミナー」を
開催し、 名の方々に参加いただき
ました。
当セミナーは各シーズンで刊行し
た、市内情報誌『三重龜山物語』の
冬号“暖”と春号“花”に掲載され
ている、当地域に残る鉄道遺産や東
海道「坂下宿」から「関宿」の歴史
や自然について、講師の亀山市まち
なみ文化財室長の嶋村氏にお話しい
ただき、お客様や来街者とのコミュ
ニケーションツールのひとつとなる
ことを目的に開催しました。
参加者は、熱心に耳を傾け有意義
なセミナーとなりました。
おもてなしセミナーの様子

25

24

衣服・雑貨販売、
カフェ

㈱アツミメガネ
ユーテック㈱
ＡＭＥＮＩＴＹＬ
ＩＦＥ
シーズン亀山店

東御幸町

眼鏡・補聴器販売

関町
白木一色

事務機器・家電販売

白木町

漬物製造

栄町

一般貨物自動車運送

田村町
アイリス町

テレビ・インターネット配線工事
建築リフォーム工事

田村町
布気町
みずほ台
北町

飲食・カラオケ
飲食、
食品販売
リース会社の商品管理
持ち帰り弁当販売

打田喜也

布気町

米の栽培・販売

ラックデザインオフィス

松阪市日野町 デザイン業

（工業部会）
伊勢良食
（交通運輸部会）
ＡＩＤ㈱
（建設部会）
ジェイワークス
㈱ＭＫホーム
（観光サービス部会）
カラオケ演歌 みさこ
ビンクロ
フルカウント
ほっともっと亀山北町店
（庶業部会）

社会福祉法人安全福祉会 住山町

特別養護老人ホーム

㈱ハヤシコーポレーション

川合町

訪問介護

㈱ミヤガク中京

井尻町

自動車教習所

くノ一応援定期預金

応援宣言
2015
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信用金庫は Cくノ一を応援しま
F
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北伊勢上野

パー定期
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4月1日（水） ５月29日（金）
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年
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13
30
16
30

がんばる企業を
応援します。

※但し、第3節,5節,6節,8節,9節,10節,12節,15節,18節のホームゲームのみを対象とさせていただきます。

募集総額

３０億円

募集金額が30億円に
なり次第終了とさせて
頂きます。

対 象 先 個人のお客様（個人事業主含む）
預入期間 1年ものスーパー定期
預入金額 10万円以上 1,000万円未満

詳しくは、お近くの窓口までお問い合わせ下さい。
営業推進部
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中小企業診断士による
無料経営相談会を定例開催します！

６月

9日
（火）常議員会
10日
（水）青年部役員会
17日
（水）プレミアム付き商品券取扱事業者事前説明会

昨年に引き続き当所にて、無料経
営相談会を開催します。
顧客を増やしたいや資金繰りの改
善を図りたいなど経営に関するお悩
みであればなんでもご相談に応じさ
せていただきます。開催日は左記の
日程で開催します。
第１回 ６月２日
（火）
第２回 ８月４日
（火）
第３回
月６日
（火）
第４回
月１日
（火）
第５回 ２月２日
（火）
いずれも 時 ～ 時 分
詳細につきましては別途ご案内を
させていただきます。

５月
スケジュール

11日
（月）経営計画作成支援個別相談会
13日
（水）青年部役員会、女性部役員会、記帳継続指導
14日
（木）地域活性化対策委員会
18日
（月）経営計画作成支援個別相談会
19日
（火）会員委員会
20日
（水）工業部会
22日
（金）青年部通常総会・５月例会
24日
（日）役員・議員・工業会親睦ゴルフ大会
25日
（月）選挙管理委員会
26日
（火）企画運営委員会、東町商店街振興組合通常総会
27日
（水）㈱亀山商工会館株主総会
29日
（金）正副会頭会議

労働保険の加入手続きは
お済みですか？

自動車中古部品・中古車販売

関町中町

労働保険は、労災保険と雇用保険
の総称です。従業員（パート、アル
バイトを含む）を一人でも雇ってい
る場合は、労働保険に加入しなけれ
ばなりません。従業員や事業主の皆
様が安心して働ける職場づくりのた
め、労働保険に加入してください。

辺法寺町

Ｊ
ｉ
ｋｏｎｋａ

《 事務委託のメリット》
①事務処理の手間を減らせる
②保険料を年３回で分納できる
③事業主が労災に加入できる
《 このような方にお勧め》
・事務手続きがわからない
・人手不足で書類作成や届出等の事
務処理をする余裕がない
・事業主および家族従事者も労災保
険に加入したい

営業内容

【お問合せ】
労働保険事務組合 担当 金谷
℡０５９５‐８２‐１３３１

所在地

労働保険事務組合に
事務委託しませんか？
当所では、厚生労働大臣の認可を
受けて、労働保険に関する事務手続
きの代行業務を行なっております。

新入会員紹介
事業所名
（商業部会）
ＷＥＥＤＳ
！

四日市市安島2丁目2番3号
電話番号 059-354-9971

－3－

三重県信用保証協会
本店
059-229-6021 (代表)
四日市支店 059-353-9161（代表）
ホームページ http://www.cgc-mie.or.jp/

確定申告（消費税）

－4－

労働保険︵労災保険・雇用保険︶
の
年度更新はお早めに！

３．２（水）

談所コーナー

〃

相

確定申告（所得税）

10

経営計画作成ブラッシュアップ
個別相談会のご案内

２．1₇（水）

労 働 保 険 料（ 平 成 年 度 確 定 ・ 平
成 年 度 概 算 ）の 申 告 ・ 納 付 は 平 成
年６月１日（月）～７月 日（金）ま
でです。必ず期限内の申告・納付を
お願いします。

〃

当所では、経営計画作成ブラッ
シュアップ個別相談会を開催します。
小規模事業者持続化補助金（※）等の
補助金の申請を行う方は個別相談会
にお申込ください。

決算（期末貸借対照表）

30

２．10（水）

専門家派遣事業について
当所では、小規模企業（※）の皆様
が抱える多様な経営を行うため、津
商工会議所専門相談センターをキー
ステーションとして専門家派遣事業
を実施しています。
企業の多様な経営支援ニーズに対
し、最適な専門家が相談に応じます。

税理士による個別指導を行っていま
す。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 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
ビス業等で原則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
亀山商工会館
受講料（税込）
︽会 員︾１２、０００円
︽非会員︾１５、０００円
詳細は当所までお問合せください。

減価償却

10

★年度更新集合受付会のご案内★
日時 平成 年７月
８日
（水）９日
（木） 日
（金）
各日 ９時～ 時
場所 県下労働基準監督署
鈴鹿市神戸コミュニティ
センター
※申告書記載について不明の場合、
次の資料をお持ちください。
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）

H2₈． １．６（水）

26

16

【お問合せ】
三重労働局労働保険徴収室
℡０５９‐２２６‐２１００

年末調整

26

記帳継続指導のご案内

12．16（水）

（※）持続化補助金
小規模事業者が経営計画に基づ
き、商工会議所の支援を受けな
がら実施する販路拡大等のため
の事業（広告宣伝・設備導入等）
に対する補助金です。
補助率 ３分の２（最大 万円）
公募期限 平成 年５月 日
日時 平成 年５月 日
（月）
時 分～ 時 分
平成 年５月 日
（月）
時 分～ 時 分
場所 亀山商工会館
申込 事前予約制となっております
ので、前日までに電話等でご
連絡ください
※申込状況により、希望された時間
の変更等をお願いする場合があり
ます。

〃

27

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、

記帳（複式簿記）

27

27

３００

10．1₄（水）

20

〃

16

〃

20

30

源泉所得税

27 50

26

７．８（水）

18 13

〃

30

30

【お問合せ】
中小企業相談所
℡０５９５‐８２‐１３３１

30 27 30 27

※ 小 規 模 企 業 ･･･
常時使用する従業
員数が商業・サービス業で原則と
して５人以下（その他の業種で
人以下）の企業をいう。
◇支援対象企業（小規模企業）
①経営支援
経営法務、税務 財･務、労務、
販売促進、店舗診断、ＩＴ、
事業承継、その他経営全般等
②技術支援
効率化、省エネ、ものづくり
◇ご登録頂いている専門家（会員の
み記載・その他各専門家在籍）
弁護士 楠井嘉行 氏
司法書士 行･政書士 岡村光洋 氏
司法書士 行･政書士 鈴木尚文 氏
社労士 行･政書士 橋本 堅 氏
行政書士 西川克也 氏
デザインプロデュース 米田恭子 氏
◇利用可能回数
原則、５回までは無料とし、６回
目以降については有料となります。

記帳（複式簿記）

H2₇． ５．13（水）

主な相談内容

日

談

相

27

11

16

18

21

13

13

20

青年部通信
亀山市関宿納涼花火大会
５月から青年部員が協賛金集めを
開始します。今年は旧亀山市と旧関
町との合併 年の節目の年というこ
とから盛大に開催をしたいと思いま
すのでご協力お願いします。

メッセージ花火募集中！
～あなたの想いを花火に乗せて
打ち上げてみませんか～
詳しくは、当所まで

る
あいして
よーっ

︻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～
当所青年部は、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・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。

観音山春まつりに参加

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。
女性部会員 名が参加し、昨年に引
き続き、焼きそば・うどん・おにぎ
り・みたらし団子・ジュース・お茶
を販売しました。
当日は天候にも恵まれ、たくさん
の来場者にお越しいただき、お祭り
開始から行列が出来るほどの盛況で、
予定していた時間よりも早く、完売
しました。
お客様からは、「毎年、美味しく
いただいています」等のうれしいお
声を頂戴しました。

また、昨年に引き続き葛葉太鼓を
オープニングで披露しました。
２年目ということもあり、女性部
から参加しているメンバーも笑顔
いっぱいに演奏しました。
なお、観音山春まつりによる収益
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
会へ寄付します。震災から４年以上
が経過し、報道等の機会も少なく
なっている中、風化されないよう微
力ではありますが、女性部は復興支
援を継続していきたいと思っており
ます。

新入会員募集
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葛葉太鼓演奏の様子

当女性部は、昨年７月に 周年を
迎えました。今後、更なる地域活性
化と自己研鑽を目標に取り組んでま
いります。是非、私達と一緒にス
テップアップしませんか。

30
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【お問合せ】
青年部担当 塚田・金谷
ＴＥＬ ８２‐１３３１

観音山春まつり 集合写真
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３月例会が開催されました

３月例会の様子

去 る ３ 月 日（ 水 ） に 亀 山 商 工 会
館２階ホールにて当所青年部３月例
会が開催されました。
今回の例会は、講師にコミュニ
ケーションオフィス 代表 心理カウ
ンセラー 黒子智代 氏をお招きし
『心理学から学ぶコミュニケーショ
ン』というテーマで講師例会を行い
ました。当例会は、事業を行う上で
必要不可欠な人間関係をより良好に
するための方法を学ぶことを目的と
して開催しました。
当日は多くの青年部会員及び新入
会員候補者に参加していただき、講
師の心理学を踏まえたコミュニケー
ションの
考え方を
真剣に聞
いていま
した。ま
た、今回
の講演会
では、講
師の説明
を聞くだ
けでなく、
出席者全
員が参加して心理学を基にしたゲー
ムなどを行い、３月例会は盛況の中
で閉会しました。
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40

43

亀山市プレミアム付き商品券
を発行します！
！
本年度、国の地域住民生活等緊急支援交付金を
活用し、亀山市内限定のプレミアム付き商品券の
発行事業を行うことになりました。
亀山市民はもとより市内で事業を営まれている
在、準備をすすめています。詳細につきましては
改めてお知らせさせていただきます。
下記の事前説明会では次の説明を行います
・事業概要について

・商品券取扱事業者について
・登録方法について

・商品券の販売期間について

亀山市能褒野町73-22
TEL（0595）85-0700
11：00〜14：00（ＬＯ1 3：30）
17：00〜21：00（ＬＯ2 0：30）
定休日 毎週月曜（祝日は営業）
お盆、お正月、ＧＷは休まず営業

・商品券の販売方法について
・商品券の有効期間について

・商品券の精算、換金について

など

るお部屋に改装しました︒又︑配達
も出来る限りさせて頂きます︒お寿
司屋さんは高いイメージがあります
が︑出来る限りお値打ちに美味しい
ものを食べて頂き︑又︑来て頂きや
すいお店にしていきたいと思ってい
ます︒

皆様にとっても、お得な商品券となるように、現

会 員 紹 介

開業して 年目となりました︒今
は︑１代目の後継ぎをさせて頂き︑
昨 年９ 月９ 日 に 新 装 開 店 し ま し た ︒
新鮮な魚︑めずらしいネタ︑そして
寿司会席︑お昼のお得なランチ︑冬
にはふぐ︑すっぽん︑カニなどの各
種鍋料理でゆっくりお客様がくつろ
げるお店にしていきたいと思ってい
ます︒
今は︑お祝い事︑法事など︑自宅
で行う時代ではなく外食の時代と
なってきております︒少人数の方々
から約 人までの方々がお食事でき

クールビズについて
当所は5月1日〜10月31日までクールビズ対応とな
ります。ご理解とご協力お願いします。

亀山市プレミアム付き商品券
取扱事業者事前説明会を開催!!
プレミアム付き商品券取扱事業者募集に先だって、取扱事業者事前説明会を開催します。
「亀山市プレミアム付き商品券を取扱ってみたい！」、「もっと詳しい事業内容を聞きたい」など本事業に
少しでもご関心がある事業者におかれましては、是非、事前説明会にご参加ください。
開 催 日：平成27年６月17日(水)

開催時間：昼の部

14：00〜16：00

夜の部

18：00〜20：00

開催場所：亀山商工会館２階ホール

※詳細につきましては同封の折込チラシをご覧ください。

得する街のゼミナール(まちゼミ)
講演会開催

三方良しの、あなたのお店と新しいお客様をつなぐチャンス !!
○開催日時：平成27年7月14日
（火） 19：00〜21：00
○講
師：内閣府地域活性化伝道師
経済産業省タウンプロデューサー
岡崎まちゼミの会 代表

松井 洋一郎 氏

※詳細につきましては同封の折込チラシをご覧ください。
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