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建設業部会一日奉仕作業を開催しました 
８月２３日（火）に信楽建築同業組合、２４日（水）には甲賀市商工会建設業部会水

口支部が、それぞれの地域での教育施設の修繕奉仕活動を行いました。 

8月後半の残暑厳しい中、自分たちの地域の子供たちが新学期に学びやすい校舎

にしようと、寄せられた修繕依頼をできる範囲丁寧に仕上げて廻られました。参加さ

れた事業所さんは「今年は被災された多くの子供たちもいる中、幸い市内は無事であ

り、そのことも噛みしめて新学期、より良い環境で勉強に励んでほしいという願いを込

めてお手伝いした」と話されていました。 

お月見会と十六夜コンサートを開催しました 
９月１３日火曜日 甲南町寺庄六角ふれあい市場にて甲南支部開催の恒例のお

月見会と十六夜コンサートが開催され、多くの方々の来場でにぎわいました。  

当日は好天に恵まれ、十六夜の月

明かりの空の下第１部はマジックショ

ー、第２部ではすっかりこのイベントで

はお馴染み、近江八幡の夫婦奏者

「ほっとらいん」さんによる十六夜コン

サートを来場者にお楽しみいただきま

した。 会場では催し物の他に、月見

団子が無料で配布され、他にたこや

き、芋煮鍋、お月見ラーメンそして松

茸ご飯など秋の味覚がお店に並びま

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・セミナー情報 

◆パソコン講習会 

 コース 内容 期間と時間 会場 

① Word 初級 
初心者～文字入力 

そして文書作成 

10/1１（火） 

～14（金） 

甲賀市商工会 

甲南支所 

② Word 応用 
文書作成～ 

POP・チラシ作製 

10/18（火） 

～21（金） 

甲賀市 

商工会館（水口） 

③ Excel 初級 
エクセル入門～ 

計算表・グラフの作成 

10/25（火） 

～28（金） 

甲賀市商工会 

甲南支所 

④ 
デジタルカメラ 

写真加工入門 
デジタルカメラ写真の 

加工入門編 

10/31（月）～ 

11/２（水）・４日（金） 

甲賀市 

商工会館（水口） 

⑤ Word/Excel 活用 
差込み印刷 

表入り文書の作成など 
11/８（火）～14（金） 

甲賀市商工会 

甲南支所 

■時間はいずれも午後 7時～9 時 ■受講料 会員 2000 円 非会員 3000円 

■詳しくは同封のチラシをご参照ください 

◆湖南・甲賀経営塾 
 経営の考え方を判りやすく解説します。変わるきっかけを掴む！ 

 日時：平成 23年 10 月 31 日（月）～11 月 28 日（月）の計５回 

    午後７時～午後１０時（３時間） 

    （開催日：10/31・11/7・11/14・11/21・11/28：いずれも月曜日） 

 場所：甲賀市商工会館（水口町水口５５７７-２） 

 講師：黒野秀樹（中小企業診断士・㈱コア・サポート代表取締役） 

 受講料：5,000 円・定員３０名（先着順）（詳しくは同封のチラシ参照） 

◆湖南・甲賀創業塾 
 創業の心構えや成功のポイントを親身になって支援していきます。 

 日時：平成 23年 10 月 23 日（日）・10 月 30 日（日）の計２回 

    午前９時～午後５時 

 場所：サンライフ甲西（湖南市商工会：湖南市中央 1-1-1） 

 講師：富田英太（㈱アチーブメントストテラジー代表取締役） 

 受講料：3,000 円・定員２５名（先着順）（詳しくは同封のチラシ参照） 

◆農商工連携・地域資源活用マッチングセミナー 
地域資源を活用して事業発展を考えて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 9 月 27 日（火）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 2時～ 

講習会「消費者が望む観光地・商品作りとは」 

        講師：リクルートじゃらんリサーチセンター職員 

    第 2部 午後 3時～ 

        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・定員５０名（先着順）（詳しくは同封のチラシ参照） 

 

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） 
秋行楽のシーズンにある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 

     ■商工まつり（１０月１６日（土）10 時～16時） 

会場：甲賀市役所水口庁舎西駐車場特設ステージ 

内容：甲賀市の企業紹介・展示即売・飲食模擬店 

    自衛隊ふれあいコーナー・ラッキー抽選会・ビンゴゲーム 

    スイートプリキュアショー・水口高校吹奏楽部による演奏 

    その他楽しい催しがいっぱいあります 

 同時開催！ 第 9 回青年部わんぱく相撲水口場所 
甲賀市・湖南市内の小学生であればだれでも参加できます！ 

ふるってご参加申し込み下さい（申込み期限：10 月 6日） 

■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 

 内容：東海道わらじ飛ばし大会・まちかど博物館・模擬店色々 

    甲西高校吹奏楽・六友太鼓・ビンゴゲーム・ほか色々 

■あいの土山マラソン（１１月６日（日）開催予定） 
 
■甲賀うまいもの物産展（１０月２９日（土）10 時～15時） 

甲賀市商工会甲賀支部では、地域の紹介と元気な事業所紹介の物

産展を土山サービスエリアにて開催予定です。 

内外の観光客を対象に野菜の即売やもちつき・地域の情報発信と

被災地の支援などを行う予定です。 

 

 ■ニンニンフェア―（１１月６日（日）10 時～15時） 
 会場：甲賀市商工会甲南庁舎駐車場 

 内容：会員事業所による紹介展示・美味しいものコーナー 

    建築組合の包丁とぎ。創作トンカチコーナー・まな板販売 

    サービス会のジャンボあみだくじ・地域貢献のコーナー 

    震災関連グッズ販売・忍者五種競技・もちまき・ビンゴ 

    ゆるきゃらなど 

■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：甲賀市役所信楽支所周辺 

 イベント等については現在企画中。今後の情報をお楽しみに 

 同時開催：信楽セラミックアート・マーケット in 陶芸の森 

■岡本太郎と信楽展（１１月１日（火）～１２月１８日（日）） 
 生誕１００年・信楽名誉町民４０周年を記念して、岡本太郎氏と

信楽の関わりを紹介します 

 時間：９時３０分～１７時（入館は１６時） 

 会場：滋賀県立陶芸の森 信楽産業展示館（月曜休館） 

◆ 青年部・女性部よりお知らせ◆ 
青年部・女性部では来る１１月６日（日）に彦根港にて開催の商工会青年部女性部４５周年記念事業におい

て、地域を紹介するブースを出店します。つきましては、委託販売のみの取り扱いになりますが、出展・紹

介する特産品等を募集しております。ご関心のある方は９月３０日までに商工会へご連絡くださいませ。 
（申込状況によっては出展内容を調整させていただく可能性がありますので予めご了承くださいませ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。） 

 

編集後記 
第５号の会報を発行する事が出来ました。朝晩がすごし

やすい秋の到来と共に、いよいよ商工会の事業も目白押し

となってまいりました。一人でも多くの会員の皆様のご参

加とご協力をよろしくお願いします。また商工会を多くご

利用いただきますようお願い申し上げます。 

  

 

今後の予定  

９月２２日 理事会 水口 

９月２３日 建築組合運動会 竜王 

９月２１日 青年部常任委員会 水口 

９月２５日 土山支部 

グランドゴルフ大会 

土山 

９月２６日 青年部近畿大会 大津 

１０月 ２日 あいの土山宿場まつり 土山 

１０月１６日 甲賀商工まつり 水口 

１０月１９日 

  ～２１日 

環境ビジネスメッセ 長浜 

１０月２９日 甲賀観光物産展 土山 

１１月 ６日 ニンニンフェアー 甲南 

１１月 ６日 青女４５周年事業 彦根 

１１月 ６日 あいの土山マラソン 土山 

 

・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 


