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七夕まつりを開催しました
7月7日木曜日、矢川神社境内にて商工会甲南支部主催の七夕まつりが、矢川神
社・氏子青年会・甲賀手筒花火保存会の協力そして甲賀市観光協会の支援のもと盛
大に開催されました。 当日はあいにくの雨天でありましたが、平日にも拘らずほぼ例
年並みの約2,000名を越える方々に来場いただき、七夕飾りもたくさんの本数が境内
に飾られました。 境内ではそうめんのふるまいや、子供向けのお遊び場そして駐車
場のバザー会場ではたこやき・焼そばなどいろいろな模擬店が並び、催し物としては
ゴザレンジャーのショーが行われ、甲賀市の観光キャラクター にんじゃえもんも登場
し会場を盛り上げてくれました。
その後矢川神社宮司による七夕まつりご祈祷を行い、最後は夜空を焦がす甲賀手
筒花火で締めくくりました。

はしご酒スタンプラリーを開催しました
昨年 11 月に第 1 回を開催し好評を博しました「はしご酒スタンプラリー」。再度の開
催を期待する声に応え、6 月 22 日に第 2 回を実施いたしました。（主催：みなくち・はし
ご酒スタンプラリー実行委員会）
2 回目ということで前売券も発売開始から間もなく完売（300 枚）となり、ご購入いた
だけなかったお客様には大変ご迷惑をおかけしました。
スタンプラリー当日の天気予報は雨で主催者もやきもきしていましたが、参加者の
熱気が雨雲を吹き飛ばしたのか、皆様がゴールされるまでなんとか持ちこたえてくれ
ました。
決められた 3 店を“はしご”して、各店自慢のお料理とお酒を堪能していただいた後
は、お楽しみ抽選会。ご協賛品を含む豪華賞品が当たる度に会場には割れんばかり
の歓声が響いておりました。
なお今回は、事業費の一部を東日本大震災義援金とさせていただき、滋賀県商工
会連合会を通じて被災地へ送らせていただきました。

講習会情報
◆節電対策セミナー（異業種交流会主催：参加無料）
東日本大震災の影響により、かってない電力危機に直面する中で、各所
15％の電力削減目標が求められ、電力需要にかかる自主的な取組みの必
要性が高まっています。
この機会にぜひご参加くださいませ！（詳しくは同封のチラシ参照）
日時：平成２３年８月４日（木）

午後４時～午後６時

場所：甲賀市商工会館（水口町水口５５７７-２）
受講料無料・定員６０名（先着順）

◆初級簿記講習会
基礎から実務までわかりやすく解説します
日本商工会議所簿記検定３級の受験を目指して指導します
日時：平成２３年９月７日（水）～11 月 25 日（金）の計 22 日間
午後６時 30 分～午後８時 30 分（２時間）
場所：甲賀市商工会館（水口町水口５５７７-２）
受講料：会員 7,000 円・非会員 10,000 円（教材含）
定員３０名（先着順）（詳しくは同封のチラシ参照）

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
◆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。

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。

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（夏のおススメスポット情報など）
暑い夏のおススメ！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
■杣川夏まつり（８月１６日（火））
幽玄のかがり火と花火で貴生川地域の風物詩となっている杣川夏祭
りは、灯籠流しが行われるようになってから実に今年で５９回目を
迎えることとなりました。当日は、灯籠流しと花火のほか、商工会
の夜市などが会場を賑わせ、見物客をおもてなします。

■黒滝遊漁場とかぶとむしの里
野洲川上流の清流の里、
「黒滝遊漁場」は川の水をせき止めてつくっ
た天然のプールや、漁協さんが育てられた鮎やアマゴのつかみ取り、
バーベキュー等が楽しめる場所です。夏場も涼しく過ごせるので節
電の夏にはもってこいの避暑スポットです！
遊漁場の近くの山女原には、地元で育てられたかぶと虫が園内に放
し飼いされている「かぶとむしの里」があります。７月２４日から
８月１６日の期間限定で、市内外・県外の子供たちで賑わいます。

■kafuka マイスター館ライブのお知らせ
甲賀市商工会甲賀支部では、まちづくり事業の一環として、JR 甲賀
駅前にある旧滋賀銀行大原支店として使用された洋風の重厚な建物
を活用し定期的にライブ活動を行っています。
８月度のライブは平野翔子 Group です。Ｓ・ワンダーやＷ・ヒュー
ストンなどのポップスや、若さに反して様々なジャンル・年代の曲
をソウルフルでセクシーに歌う小悪魔シンガーです。
■開催日時：2011 年８月２８日（日） １８時３０分開演
■入 場 料： 2,000 円（勤労者互助会員 1,400 円）
※ライブ終了後、ミュージシャンとの交流会を開催予定です（参加
費別途）
■お問い合わせは甲賀市商工会 甲賀支所（０７４８-８８-２３７
０）まで

■宮ベリーブルーベリー観光農園がＯＰＥＮ！
甲賀市甲南町野川にある宮ベリーさんでは、園内に８００本近いブ
ルーベリーの苗木が植えられ、夏季 7 月 8 月にブルーベリーの観光
農園として営業されています。粒の大きい無農薬のブルーベリーを
手づかみで食べ放題出来ます。園の周りは自然がいっぱいで、カワ
セミの出没する池などもありますよ。

■げなげな市へどうぞお越しください！
げなげな市は信楽町長野の新宮神社境内で毎月第１日曜日に行われ
る、フリーマーケット感覚の「市」です。出店者が広く自分たちの
作品を販売したり、家庭の味を広めたり、品質の向上を目的とした
り…売り手と買い手が楽しめるような「市」です。
時間は朝１０時～１５時半ごろまで、どうぞお越しくださいませ。

■商工会のお盆休館のお知らせ
下記期間中

休館します

ご迷惑をおかけします

8 月１３日（土）から 8 月１６日（火）まで
会員の皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。

〈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
７月２１日

女性部主張発表大会

八幡

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２５日

ブロック連絡協議会総会

甲南

７月２７日

知的財産相談会

水口

編集後記

７月３０日

甲賀夏まつり

水口

８月

４日

節電対策セミナー

水口

８月

４日

異業種交流会例会

水口

８月 ６日
８月１３日
～１６日

ござれＧＯ－ＳＨＵ！

甲賀

第３号の会報を発行する事が出来ました。梅雨も明けい
よいよ暑い夏が続きます。節電の夏ですが無理と我慢を重
ねて熱中症になってしまっては意味がありません。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。

８月１６日

杣川夏まつり

水口

８月１９日

青年部主張発表大会
建設業部会水口支部
一日奉仕活動

大津

８月２４日

夏季休館

水口

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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