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サービス業部会視察研修会を開催しました 
１０月２６日水曜日 サービス業部会の県外視察研修会が行われ、１００人を超え

る参加者で新しくなった大阪駅そして関西最大級の物産展示商談会である大阪勧業

展を視察しました。その後、今回が甲賀市商工会としての初の部会研修という事もあ

り、大津市の京近江にて一同に会し懇親会を行いました。参加された方々の活発な

交流で盛り上がり、今後の事業展開の礎としてふさわしい第一歩となりました。 

工業部会視察研修会を開催しました 
１１月9日水曜日 午後より工業部会の最初の事業として甲南町の２事業所の視察

研修を行いました。訪れたのは自動車関連部品等を製造される三桜工業株式会社

滋賀事業所さんと、プラスチック容器製造の株式会社天馬滋賀工場さんです。どちら

も丁寧な視察受け入れを行って頂き、参加者は熱心に説明に聞き入っておりました。

事業所視察の後は水口のや満平さんで懇親会を行い、活発な情報交換が行われま

した。 

滋賀県青年部女性部 45周年記念事業に参画しました 
１１月６日日曜日、彦根港にて滋賀県商工会青年部女性部の４５周年記念事業と

して「いきいきハイマルシェ」が行われ、県内青年部と女性部が地元の活動展示や物

産展示発表等を行いました。青年部は信楽焼きアップルパイと甲賀流手裏剣コーナ

ーそしてご当地産品の委託販売。女性部は忍び鍋と黒影米おにぎり、信楽焼き陶器

と朝宮茶そして水口の銘菓、土山町や甲賀町の特産品を販売しました。また観光情

報の発信にも力を入れ、「くのいち」やゆるキャラ「にんじゃえもん」も登場し会場を盛

り上げました。あいにくの空模様でしたが、ほとんど雨に降られる事もなく、当日同時

開催だった「抱きしめてBIWAKO」に参加される多くの人も来訪し賑わいました。 



 

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。 

講習会・セミナー・催し物情報 

◆建設業経理事務士講習会 
 建設業経理に関する知識と事務処理能力を習得し、企業の正確な経営状

態の把握や決算申告などに役立てる講習会です 

 日時：平成 24年１月 31 日（火）～３月１日（木）の計１０回 

    午後２時～午後４時（２時間） 

    （開催日：1/31･2/2･2/7･2/9･2/14･2/16･2/21･2/23･2/28･3/1） 

 場所：甲賀市商工会館（水口町水口５５７７-２） 

 受講料：6,000 円・定員２０名（先着順）（詳しくは商工会まで） 

◆農商工連携・地域資源活用マッチングフェア 
地域資源を活用して事業発展を考えていらっしゃる事業所さん同士の 

縁結びを支援していきます。 

 日時：平成 23年 12 月 8 日（木）午後 2時～ 

 場所：忍の里プララ大会議室（甲賀市甲南町竜法師 600） 

 内容：第 1部 午後 1時 30分～ 

セミナー ：①「商品開発について」②「農商工連携」 

       講 師   ：①滋賀県商工会連合会職員 

               ②農商工連携コーディネーター内田哲也氏 

    第 2部 午後 2時 45分～ 

        新商品開発・販路開拓マッチング交流会 

  （自己紹介と情報交換が中心です。お気軽にどうぞ） 

 受講料：無料（詳しくは同封のチラシ参照 ご相談は商工会まで） 

◆東日本大震災復興支援上映会開催のお知らせ 

 「エクレール お菓子放浪記」 
戦中戦後を精一杯生き抜いた、天涯孤独な少年を主人公とした物語で、 

未来に残したい、子供に伝えたい、お菓子が紡ぐ希望の物語です 

この作品は宮城県石巻市を舞台に撮影され、宮城県の多くの方々の支援を受け

て完成しましたが、公開直前に発生した東日本大震災によってその風景は一変

しました。 

今回 復興支援も兼ね甲賀市商工会が主催いたします。是非ご覧ください。 

 日時：平成 23年 12 月 3 日（土）午後 2時～ 

 場所：あいこうか市民ホール（甲賀市水口町水口 5633） 

 前売券：一般 500 円 自由席（前売券は甲賀市商工会各所で販売しています） 

 当日券：一般 700 円 高校生以下 300円 

 ※前売券をお持ちの高校生以下の方は、当日受付時に 200 円返金いたします 

◆知的財産権相談会 
 特許・実用新案・意匠・商標など知的財産について専門の弁理士が対応 

 日時：平成 23年 11 月 30 日（水）午後 1時 30分～午後４時 

 場所：甲賀市商工会館（水口町水口５５７７-２） 

 （事前予約制です 申込み・問合せは商工会まで） 

 

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。 



支部だより（秋のイベント情報など）この秋の各地イベントを写真でまとめました 

     ■商工まつり（１０月１６日（日）10 時～16時）・地区商工まつり（柏木・岩上・伴谷） 

      会場：甲賀市役所水口庁舎駐車場 

■あいの土山宿場まつり 

（１０月２日（日）10 時～15 時） 
 会場：東海道伝馬館前広場 

  

 
■甲賀ええもん物産展（１０月２９日（土）10時～15時） 

会場：土山サービスエリア 

 

 

■ニンニンフェア―（１１月６日（日）10 時～15時） 
 会場：甲賀市役所甲南庁舎駐車場 

■信楽陶器まつり（１０月８日（土）～１０日（月）） 

 時間：９時～１７時（最終日は１６時まで） 

会場：甲賀市役所信楽地域市民センター周辺 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 賀 市 商 工 会 
本  所  甲賀市水口町水口 5577-2 ☎ 0748（62）1676   FAX 0748（63）1052 

土山支所  甲賀市土山町北土山 1737 ☎ 0748（66）0354  FAX 0748（66）0994 

甲賀支所  甲賀市甲賀町相模 173-1 ☎ 0748（88）2370  FAX 0748（88）5391 

甲南支所  甲賀市甲南町野田 810 ☎ 0748（86）2016  FAX 0748（86）5818 

信楽支所  甲賀市信楽町長野 1142 ☎ 0748（82）0873  FAX 0748（82）3117 

 

 

〈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  ・商工会とリアルタイムに情報共有が出来 

・日々の仕訳取引会計は自社で行い、分析や決算は     随時商工会職員が貴方の入力状況を基に 

 商工会に任せていただけます。        相談に応じます。 

・建設業や製造業にも当然対応できます。             （費用）１事業所につき、年間 31,500 円 

（ご利用のメリット）～メンテナンス不要～ 

・インターネットにつなぐだけで他の手間不要です。 お申込み・ご相談は 商工会まで 

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。） 

■商工会ホームページは 12 月 1 日開設予定です 

編集後記 
第７号の会報を発行する事が出来ました。秋のイベント

も無事終わり、いよいよ冬が近づき、寒さも身に染みます。

年末へ向けて何かと忙しくなる日々でございますが、体調

管理には十分に注意していきたいものです。 

  

 

今後の予定  

１１月１７日 青年部 IT研修会① 水口 

１１月１７日 異業種交流会例会 水口 

１１月１７日 土山支部講演会 土山 

１１月１８日 商業部会幹事会 水口 

１１月２１日 建設業部会幹事会 水口 

１１月２１日 湖南甲賀経営塾④ 水口 

１１月２２日 工業部会幹事会 水口 

１１月２４日 サービス業部会幹事会 水口 

１１月２４日 商工会全国大会 東京 

１１月２５日 

  ～２７日 
全国物産展 池袋 

１１月２８日 湖南甲賀経営塾⑤ 水口 

１１月２９日 青年部 IT研修② 水口 

１２月 １日 地域資源活用事業発見セミナー 水口 

１２月 ３日 永年勤続優良従業員表彰 水口 

１２月 ３日 「エクレールお菓子放浪記」上映会 水口 

１２月 ６日 青年部 IT研修③ 水口 

１２月 ７日 雇用保険事業主説明会 水口 

１２月 ８日 農商工連携マッチングフェア 甲南 

１２月１８日 湖南甲賀創業塾② 湖南 

１２月２９日 

 ～１月３日 
年末年始休館  

 

・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 

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 


