
木曽川商工会だより
商工会　会報

2018 年 10 月

14号
「商工会は行きます・聞きます・提案します」

　未明まで降り続いた雨も、朝にはおさまり、快晴の中、「一豊まつり」が開催されました。

雨や台風でこの 2 年、中止なっていた呼び物のパレードは、一豊、千代を始め主役の皆さ

んや戦国武将隊、金管バンドなどが華麗に、勇壮に 2 年分の思いを込め、人で溢れかえる

沿道を練り歩きました。

　今年は、千代さん役にミス日本の市橋さんを抜擢するとともに、出雲から、一豊の盟友の

堀尾吉春公と松江武者隊が参陣、さらには伊賀忍者隊も来襲するなど 35 回の記念大会は、

戦国時代色豊かなものとなりました。

　鮎のつかみ取りでは、今年は捕まえた鮎をその場で塩焼きにして、ほおばれることが人気

を呼び大行列となりました。また当日は、まつり会場がゴールとなる名鉄ハイキングが実施

され約 3000 名の観光客が訪れるなど、終日多くの家族連れで賑わいました。ご支援・ご協

力をいただきました皆様に心からお礼申し上げます。

陣羽織隊

Team 一豊騎乗する一豊公

きそがわポップスバンド

記念式典にて

堀江吉春公と松江武者隊

鮎の塩焼き

中野会長（一宮市長）の挨拶

金管バンドクラブ

民謡

鮎のつかみ取り アンパンマンショー

千代様とちよちゃん

ポニーに乗るかずとよくん

愛知戦国甲冑隊による菓子まき

一
豊
ま
つ
り
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　７月 1 日（日）アソビックスびさいにて、77
名の参加のもと開催しました。２ゲームを行い、
２時間ほど楽しくゲームをしました。ゲーム後に
は表彰式及び懇親会をし会員同士が交流を図り親
睦を深めることができました。
　大会の結果は以下のとおりです。

　７月 19 日（木）小萱チェリークリークカントリーク
ラブにて親睦ゴルフ大会が会員 14 名の参加で開催され
ました。当日は大変暑い日となりましたが、和気あいあ
いとプレーが行われました。
　プレー終了後のパーティでは軽食をとりながら表彰式
が行われ、会員相互の親睦を深めました。
　大会の結果は以下のとおりです。

第７回親睦ボーリング大会 第 28回親睦ゴルフ大会

優勝者　川合新朗様

360

345

345

スコア

優 勝

準優勝

第３位

川合新朗様【MENDER】

山田恒典様【武野工業】

白谷優騎様
【岐阜信用金庫】

88

81

91

19

9

18

スコア HDCP

優 勝

準優勝

第３位

丹菊澄子様【木曽川接骨院】

丹菊淳二様【木曽川接骨院】

小島　孝様【ピッコロ】

優勝者　丹菊澄子様

理事会だより

新会員のご紹介
事　業　所　名

ダイソウホーム ( 株 )
佐野塗装 ( 株 )

野嵜章税理士事務所
大野織物修整加工所
竹内　晶子
（株）ユウ

くすのき漢方薬局

　 氏 名 　
千 石　有 良
佐 野　勇 人
野 嵜 　 章
大 野　史 博
竹 内　晶 子
福 井　優 子
榎 本　楠 紀

業　種
建　設
塗　装

会計事務税理士
修整
タレント

放課後等デイサービス
漢方薬局

地　区
丸　町
里・１
特　別
福　塚
里・１１
内割田
宝　町

議題１．新規加入申込者について
議題２．会員の新規加入促進について
議題３．備品の廃棄について
議題４．その他

（１）脱退者について
（２）第３５回一豊まつりについて
（３）その他

第 2回　理事会　平成 30年 7月 31日 ( 火 )
１　協議事項 ２　報告事項

全議案が承認可決されました

　私達は、会計事務所を母体として会計業務、相続業務、経営支援業務及び建設
業の許認可業務を平成 16 年 6月より行っております。
　中小企業には厳しい昨今の経済状況の中、経営者と共に考え汗を流す「伴走型
の経営支援」をモットーに事務所運営をしています。
　経営に関するちょっとした問題から相続に関する家庭の悩みまで何でもご相談
ください。（℡0586－87－7612）
　職員一同心よりお待ち申し上げます。

野嵜章税理士事務所
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６月９日 ( 土 )１０日 ( 日 ) に木曽川商工会館２階で、
木曽川商工会青年部と一宮鉄道模型クラブの主催に
よりが鉄道模型運転会を開催しました。

８月２２日 ( 水 )　木曽川商工会館にて「女性も男性も１枚のスカーフ・
ストール・ポケットチーフで毎日をより豊かにオシャレに自分を輝かせよう」
をテーマにラブジュメルの菱川陽子氏を講師に招いてセミナーを開きました。
終了後には、青年部活動の説明会や懇親会を行いました。
今後も青年部活動を知っていただき部員増加に努めていきたいと考えています。

第３回　７月９日 ( 月 )　・　第４回　７月２４日 ( 火 )　・　第５回　８月２日 ( 木 )
第６回　８月８日 ( 水 )　・　第７回　8月２０日 ( 月 )

９月１６日 ( 日 )　本年は新たに綿菓子機を購入しカラフルな綿菓子と、恒例のポップコーン、コーヒーを
販売しました。綿菓子は子供さん方に大変好評でした。

６月１８日（月）に女性部員研修交流会を開催しました。
研修先は長野県飯田市方面で、１６名が参加されました。
女性部員相互の親睦を深めてまいりました。

１１月１１日（日）の「商工まつり」で恒例のうどんを
販売します。みなさん是非ご来場ください！

９月１６日（日）の「一豊まつり」で千代様のように
内助の功を発揮して、手作りのバックやポーチなどを
製作し、販売しました。

　８月　６日　　女性部第２回常任委員会
１０月２２日　　女性部第３回常任委員会

今後の日程

商工会青年部　全国統一事業
       「“絆”感謝運動」鉄道運転会

セミナー＆活動紹介説明会

常任委員会

一豊まつり

女性部員研修交流会

一豊まつり

商工まつり出店のお知らせ

常任委員会

ソーイング教室（13時～ 16 時）
11/29（木）

パッチワーク教室
（13時 30 分～ 15 時 30 分）

11/16（金）・12/14（金）
H31.　1/11（金）・2/15（金）・
3/15（金）

エクササイズ教室
（10時～ 11 時 30 分）

11/19（月）・12/17（月）
H31.　1/21（月）・2/18（月）・
3/18（月）

女 性 部

青 年 部

女性部員募集中！

青年部員
募集中！
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一宮市消防団 検索

協力事業所表示制度について
もっと詳しく知りたい方は、
左記のウェブページをご覧く
ださい。

時間外労働の上限規制の導入【施行：2019 年（中小企業 2020 年）4月 1日～】
時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な
事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、複数月平均
80 時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止
　　　　　　　　　　　　　　　【施行：2020 年（中小企業 2021 年）4月 1日～】
同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有
期雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理
な待遇差が禁止されます。

年次有給休暇の確実な取得【施行：2019 年 4月 1日～】
使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、
時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

　次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認める事業所等
（１）従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
（２）従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
（３）災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
（４）その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、
　  　市長が特に優良と認める事業所等

一宮市消防本部　総務課　消防団担当
T E L： 0586-72-1193
F A X：0586-71-1191
Email：f-somu@city.ichinomiya.lg.jp

2019年 4月 1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。

ポイント１

ポイント２

ポイント３

問い合わせ先：労働時間相談・支援コーナー（一宮労働基準監督署内）
電話 0586－45－0206

一宮労働基準監督署からのお知らせ

　被雇用者の消防団員が増加し、事業者側の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要となる中、消防団協
力事業所であることを表示することで、当該事業所の消防団への協力体制や社会貢献度が広く認められ、事業
所としての信頼性が向上するとともに、地域防災体制一層の充実を図ることを目的とした制度です。

一宮市消防団協力事業所表示制度
がスタートしました

一宮市マスコットキャラクター
いちみん

一宮市消防本部

からのお知らせ

１ 制度の概要

２ 認定基準

３ お問合せ先
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一宮市
からの
お知らせ

～ものづくり補助金等の申請にかかる
　　　　　　　先端設備等導入計画について～

・
の就労形態は問いません。
また、労働者であれば年金受給者などであっても適
用されます。（派遣労働者については、派遣先の地域
（特定）最低賃金が適用されます。）
・なお、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」ではなく「特定（産業別）最低賃金」
が適用される場合がありますのでご注意ください。

　一宮市では、ものづくり補助金等の申請にかかる先端設備等導入計画認定の申請を受け付けております。
　先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を
通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
　市から先端設備等導入計画の認定を受けますと、国の金融支援や、ものづくり補助金等において、補助率のアッ
プ及び優先採択を受けることができるようになります。また、固定資産税の特例措置の対象となる場合があります。
　先端設備等導入計画の作成については、商工会議所や商工会、地元の金融機関などの認定経営革新等支援機関に
ご相談ください。

　先端設備等導入計画の認定については商工観光課（２８－９１３０）まで、固定資産税の特例措置については資
産税課（２８ー８９６７）までお問い合わせください。

一宮市公式ウェブサイト【生産性向上特別措置法による支援について】
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/jigyosha/jigyoshayuushi/1024708.html

受付時間等：8：30～17：00
　　　　　　（土日祝日、年末年始を除く。）

キャンペーン期間　平成 30 年 12 月 31 日まで

会員になると・・・様々な支援事業が利用できます。

会員紹介キャンペーン実施中！！

お問合わせ先：木曽川商工会　☎（0586）87-3618

ご加入いただいた方に 2,000 円分の図書カード贈呈
※紹介者がいなくてもご入会（同特典付き）いただけます。

ご紹介いただいたき、ご入会いただいた場合に
2,000 円分の図書カード贈呈

一宮税務署（Tel 0586－72－4331）へお電話を
お掛けください。

自動音声によりご案内しますので、１を押し
てください。

自動音声に従って、相談したい内容の番号を
選択してください。

「タックスアンサー」と
スマートフォンや携帯電話からも利用できます。

インターネット上の税務相談室

「タックスアンサー」

電話相談センター

1

2

3

税務署から相談窓
口の

お知らせ

常用 等アルバイトパート派遣臨時

愛知県最低賃金 は
平成 30 年 10 月 1 日から
時間額 898円に改正されます。

27円UP！

入会特典

紹介特典

あなたのお知り合いをご紹介ください！

検索

　木曽川商工会では、会員事業所の事業主や従業員
さんを対象に予防接種の助成を始めます。詳しくは、
同封のチラシをご覧ください。

新規事業
インフルエンザ予防接種

助成のご案内



会員数の
現況

会員総数 695社

( 平成 30年 7月 31日現在 )
( 法人 410・個人 285)

経営・金融・税務経理・労務・販路開拓・共済・講習会研修会・地域振興 他
☆商工会では様々なメニューを用意して皆様の経営を支援しています。

お気軽にご利用ください。

発行
木曽川商工会
〒493-0001

一宮市木曽川町黒田字宝光寺東 20

Te l. 0586（87）3618

FAX.0586（87）3802

発行責任者 /木曽川商工会

会長　五藤政尋

発行日 /2018 年 10月

お気軽に会館のご利用を…！
当商工会館は、各種会合、講習会、研修会、発表会など幅広くご利用いただけます。
ご利用されたい日の二ヶ月前から受け付けしております。窓口で、料金を添えて使用許可申請書にて
お申込みください。お電話でのご予約も可能です。

商工会館使用料金表
平日料金（土・日・祝日以外）  【単位 /円】

（注）下記料金は一時間あたりの金額とする。但し、全日・全日及び夜間については総料金とする。
尚、休日料金（土・日・祝日）は、平日料金の30%増。営利行為を目的とする場合は50%増とする。

会議室
（定員 16 名）

研修室
（定員 27 名）

青年・女性部研修室
（定員 54 名）

会員

非会員

会員

非会員

会員

非会員

500

750

700

1,050

1,000

1,500

600

900

800

1,200

1,100

1,650

700

1,050

900

1,350

1,200

1,800

3,500

5,250

4,800

7,200

6,700

10,050

3,900

5,850

5,100

7,650

6,900

10,350

室名
（収容目安人数）

5,000

7,500

6,700

10,050

9,200

13,800

区分 午前・昼
9～13 時

午後
13～17 時

夜間
17～21 時

全日
9～17 時

午後及び夜間
13～21 時

全日及び夜間
9～21 時

＜無料税務相談会＞

平成 30 年 10 月 19 日（金）
11 月 16 日（金）
12 月 21 日（金）

平成 31 年　1月 10 日（木）
1月 17 日（木）

13：00～17：00
第 191 回　　平成 30 年 11 月 18 日（日）
第 192 回　　平成 31 年　2月 17 日（日）

＜全国商工会珠算検定＞

＜愛知県商工珠算協議会暗算検定＞
第37回　　平成30年 11月 18日（日）
第38回　　　　　　　12月　9日（日）
第39回　　平成31年　2月 17日（日）

※2月以降の予定は決まり次第
お知らせします。

　第４２回木曽川町商工まつりを
１１月１１日（日）午前１０時よ
り午後３時まで商工会館で開催し
ます。
　お誘いあわせの上お越しくださ
い。たくさんの皆様のご来場をお
待ちしております。

　川井貞二さん（当商工会・現理事）が、
木曽川地域の商工業発展に対する長年の
功績により、9月 1日、一宮市から産業
功労表彰を受章されました。
　おめでとうございました。

1.　日　時　平成 30 年 11 月 22 日（木）
2.　行　先　「昭和レトロ」と不動温泉「花菱」での囲炉裏懐石

　会員親睦旅行の季節となりました。去り行く平成に名残を惜しみつ
つ、平成、最後の親睦旅行は、信州・伊那路方面へと出かけます。今
回はますます、遠ざかっていく「昭和」にスポットを当て、「満蒙開
拓平和祈念館」と吉永小百合主演の映画「母べえ」と「母と暮らせば」
のロケ地になった「杵原学校」を見学します。お昼は山里の情緒あふ
れる隠れ宿「花菱」で囲炉裏懐石を味わっていただきます。また帰路
には、今話題の五平餅もご賞味いただけます。今回は皆さんにとって、
思い出深い、ノスタルディックな旅となることでしょう。お早めにお
申し込みください。

商工まつりのお知らせ

理事・川井貞二さん
～産業功労表彰を受章～

杵原学校 囲炉裏懐石

市長から表彰される川井さん（写真中央）

今後の予定

親睦旅行のお知らせ
～ 秋の南信州・伊那路へ ～
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