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青年部ソフトボール大会を開催しました
６月４日（土）信楽グランドにて湖南甲賀商工会青年部ソフトボール大
会が開催され、甲賀市の各支部青年部と湖南市商工会の 6 チームが熱戦を
繰り広げました。
各試合とも激しい競り合いの中、激戦をくぐりぬけ決勝戦に勝ち残った
のは昨年覇者水口支部青年部と湖南市商工会青年部。序盤こそ水口支部が
順調に得点を重ね、一方的な展開になりそうな流れでしたが、中盤以降、
湖南市の反撃に遭い、逆転を許しました。
最終回裏の攻撃を残して点差は２点ありましたが、ここから水口支部青
年部が意地を見せ、連打で再逆転し、準決勝に続き見事なサヨナラ勝ちで
優勝しました。
■大会の各試合結果は以下のとおりです
１回戦 ○ 湖南 １０－１０ 甲南 ●（じゃんけんによる）
○ 土山 １３－ ６ 信楽 ●
準決勝 ○ 湖南 １１－ ２ 甲賀 ●
○ 水口 １３－１２ 土山 ●
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優勝した水口支部は甲賀市の代表として 9 月 14 日に長浜ドームで開催
される県大会に参加されます。

講習会情報
◆中小企業会計セミナー
決算書への理解を深め、自社の財務状況を把握する事で金融機関や取引
先との交渉力強化への一助となります。
■決算書は税務申告のためだけではもったいない！
セミナーでは、決算書を活用し「資金調達力」や「受注開拓力」の強
化を目指します。
■「利益・資金管理」に重点！
「変化の時代に対応する会計」をテーマに、決算書を活用した会社の
経営判断に役立てる事を目的に開催します。
この機会にぜひご参加くださいませ！
日時：平成２３年６月２８日（火）

午後１時３０分～午後４時

場所：サントピア水口（会場変更になりました）
受講料無料・定員３０名（先着順）

会員事業所相互の
自主的な活動を支
援します
甲賀市商工会では、複数
の事業所で研修会や販売
促進チラシなどの共同事
業を自主的に行われると
き、必要経費の半分の範
囲で 1 事業３万円＋事業
所数×1 千円を上限とし
て助成をいたします（年
間 2 回まで）。詳しくは商
工会の窓口までお尋ね下
さいませ。

震災対応支援策について
このたびの震災で直接的または間接的に影響を受けている中小企業の皆
様に対し、資金面や雇用面での支援策が順次発表されております。
◆金融面
・「滋賀県中小企業振興資金」における「セーフティネット資金」におい
て、対象業種を全業種のまま維持する事となりました（H23.9．30 まで）
新規枠 8,000 万円 金利 1.3% 借換枠 2 億円 金利 1.8% 10 年以内
・日本政策金融公庫においても、融資、返済等について柔軟な対応を示し
ております。直接又は間接の被害証明があれば、基準金利からの利下げ、
または別枠での融資制度がございます。
・この他にも資金繰り支援のメニューがございます。詳細は商工会までお
気軽にご相談下さい。
◆雇用面
・雇用調整助成金（ハローワーク）
震災の影響等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者
の雇用を維持するために休業等をした場合、休業手当等の負担相当額の
3 分の 2（中小企業 4/5）が助成される。（条件あり）
・特定求職者雇用開発助成金（ハローワーク）
震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、公共職業
安定所等の紹介により、1 年以上雇用する事が見込まれる事業主に助成
金を支給（中小企業 90 万円（短時間労働者の場合は 60 万円）
◆その他
・放射能汚染の無い事の公的証明（工業技術センター等：無料）
・滋賀県への観光誘客を推進するための施策実施など
詳しくは商工会の窓口までお尋ね下さいませ。

地域資源を活用し
た事業に取り組み
ます。
商工会では、本年度全国
商工会連合会より「小規
模事業者地域力活用新事
業全国展開支援事業」の
調査研究費用の採択を受
け、甲賀市内の地域資源
を活用し、広域での特産
品開発や観光商品の開発
について研究を重ねてま
いります。また、これ以
外にも、県の助成金制度
や物産展開催等の事業に
ついて支援を行ってまい
りますので、
「新商品を開発したいが
どうすればいいのか」
「販路開拓の
機会が欲しい」
「事業の提携先を
探している」
など、ご関心のある方は
お気軽に商工会へお尋ね
下さい

支部だより（夏のイベント情報など）
いよいよ始まる夏のイベントシーズン！各地の情報をまとめてみました
詳細は各支所にお問い合わせくださいませ
■甲賀夏まつり（７月３０日（土））
恒例の甲賀夏まつりがＪＡこうか駐車場を中心に開催されます。ス
テージイベントや味まつりのほか、花火大会が今年も盛大に開催さ
れます！。
※この他に杣川夏まつり（８月１６日（火））なども予定。

■田村神社万灯祭（７月２５日（月）～２７日（水））
田村神社のご祭神坂上田村麻呂公のみたまをお慰めし功績を顕彰す
る夏祭りです。境内は約 9,000 灯の提灯で飾られ、幻想的な雰囲気
に包まれます。

■ござれＧＯ－ＳＨＵ！（８月６日（土））
毎年 8 月最初の土曜日に鹿深夢の森で開かれる「ござれ GO-SHU！」。
たくさんのチームが江州音頭などを現代風にアレンジした軽快な音
楽に合わせて、華やかな衣装で踊る姿は見応え充分。他にも総踊り
やバザー、花火なども行われます。

■七夕まつり（７月７日（木））
矢川神社で行われる七夕まつりでは、町内の保育園や各家庭から持
参された笹飾りが境内を埋め尽くし、短冊に書かれた願いごとを宮
司が祈祷してくれるお祭りです。子供向け催しやバザーのほか、ま
つりの最後には手筒花火の奉納が行われ、間近で見る花火は迫力満
点です。

■しがらき火まつり（７月２３日（土））
しがらき火まつりは、やきものづくりに欠かせない火・産業や生活、
文化に欠かせない火への感謝と火に関わる安全を願って、江戸時代
以前から続いています。町内の中心地を約 2 キロ、７００本ほどの
松明が幻想的に連なります。終点では、奉納を終えた松明と、紫香
楽太鼓の演奏と、1000 発の花火が、信楽の夜を美しい火で魅せてく
れます。

ネットｄｅ記帳〈インターネットでできる中小企業経理システム〉
■インターネットで帳簿入力や集計が出来ます
・日々の仕訳取引会計は自社で行い、分析や決算は
商工会に任せていただけます。
・建設業や製造業にも当然対応できます。
（ご利用のメリット）～メンテナンス不要～

・商工会とリアルタイムに情報共有が出来
随時商工会職員が貴方の入力状況を基に
相談に応じます。
（費用）１事業所につき、年間 31,500 円

お申込み・ご相談は

・インターネットにつなぐだけで他の手間不要です。

商工会まで

あなたの事業所の従業員福利厚生をお手伝いします。■甲賀広域勤労者互助会のご案内
・慰安旅行 ・観劇 ・健康診断の受診
・従業員に対する様々な給付etc…
これらの企画を甲賀広域勤労者互助会で
行っています。
充実した福利厚生が従業員定着に一役買います。
＜費用は＞
入会金：１名につき１,０００円（入会時のみ）
＜入会いただける方＞
湖南・甲賀市内の事業所で働く従業者
会費 ：１名につき月額６００円
（内事業主負担３００円＝経費算入可能）

＜こんなメリットがあります＞
・助成事業
家族旅行助成、健康診断助成、人間ドック
パソコン講座助成 等
・各施設の利用割引やコンサート等鑑賞助成
・買い物、食事割引（会員証提示）
・会が実施する企画事業に参加（かなりお得）
・各種給付金
祝い金：結婚、出産、就学、退職 等
死亡弔慰金、障害見舞金、傷病見舞金

今後の予定
６月２２日

はしご酒スタンプラリー

水口

６月２３日

千林商店街観光物産展

大阪

６月２４日

異業種交流会設立総会

水口

６月２７日

理事（役員）会

水口

６月２８日

中小企業会計セミナー

水口

７月 ３日

火まつり材料支給会

信楽

７月 ７日

七夕まつり

甲南

７月１７日

子供忍者検定

甲南

７月２１日

千林商店街観光物産展

大阪

７月２３日

しがらき火まつり

信楽

７月２５日

田村神社万灯祭（～２７日） 土山

７月３０日

甲賀夏まつり

水口

８月 ６日

ござれＧＯ－ＳＨＵ！

甲賀

編集後記
第 2 号の会報を発行する事が出来ました。入梅となり暑
い夏へ向け湿度も上がって来る日々、何かと体調管理の難
しい今日この頃です。皆様忙しい折ではございますが健康
あっての順調な仕事と、
「食べる」
「眠る」の基本リズムを
守り、無理をせずに過ごしていきましょう。
なお、会報は毎月発行を目指しますが、会員様宛の発送
は原則奇数月 15 日のみとなります。他はホームページま
たは電子メール、ＦＡＸでのお知らせとなりますのでご了
承ください。
（配信を希望される会員様は商工会へご連絡ください。）
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