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FAX 0748-63-1052 

❏ 建設業部会 一日奉仕活動を実施 
さる 8 月 22 日（水）に信楽建築同業組合、29 日（水）に商工会建設業部会水

口支部、9 月 15 日（土）には商工会建設業部会土山支部が、それぞれの地域の保

育園や幼稚園、学校等教育施設の一日修繕奉仕活動を行いました。 

将来の甲賀市を背負って立つ子供たちに、新学期から気持ちよく勉学やスポーツ

に励んでもらいたいという趣旨で行なっているもので、専門の建設業者ならではの

プロの技術と真心のこもった修繕作業を実施しました。 

❏甲賀市プレミアム商品券「愛♥こうかーど」の有効期限 せまる 

7 月 1 日に発売しました「愛♥こうかーど」の使用有効期限（9 月 30 日）がせま

ってまいりました。購入されてまだお使いになっていないお客様がおられましたら、

期限までにのぼりやポスターのある取扱店（特定事業者）でお使いいただきますよ

うご案内をお願いします。 

◆お客様の使用有効期限：9 月 30 日（日） 

◆取扱店（特定事業者）様の換金締切は、10月 31 日（水） 

です。お客様がお使いになられた商品券は 10月 31 日まで 

に商工会事務局（本所・支所）までお持ち下さい。 

❏ こうか商工まつり 出展(店)者募集中 
地域住民の皆様とのふれ合いを通じた企業 PR、また出展(店)者同士の交流の場と

して 11 月 11 日（日）に開催します「こうか商工まつり」への出展(店)者を募集

しています。応募締切日も近づいていますので、ご希望の会員様はお早目にお申し

込み下さい。詳しくは商工会本所・支所、またはホームページで。 

○日 時：11月 11日（日） 午前 10 時～午後 3 時 30分  

○会 場：甲賀市役所水口庁舎駐車場・碧水ホール 

○内 容：企業・製品・商品等の PR（展示・パネル等）、飲食物販売 など 

  
商工貯蓄共済 

新規加入キャンペーン    
近畿地方の特産品を 

もれなくプレゼント      
12 月 31 日まで 
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＜ポスター＞ 



 講習会・セミナー情報 
     
◆ パソコン講習会 

事業を行っていく上で、パソコンは今や欠かすことのできないツールとなりま 

した。簡単な POPやチラシを作ったり、Excelを使った顧客管理表を作ったり、 

少し操作を知っているだけでできることがどんどん増えていきます。 

 この秋も商工会では、下記の 5 コースでパソコン講習会を開催します。興味が 

おありのコースが見つかりましたら、ぜひご受講下さい。 

 ●各コース 定員 15名（先着順）  ●全コースとも、時間は 19時～21 時 

 ●受講料 1コースにつき 会員 3,000 円 ／ 非会員 5,000円 
 

 コース 内 容 日 会 場 

① 
Word 初級 文字入力 

文書作成 など 

11月 12日(月)・13 日(火)・ 

15 日(木)・16日(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 
11月 26日(月)～29日(木) 

甲賀市商工会館

（水口） 

③ 

Excel 初級 エクセル入門～ 

表計算・グラフの

作成 

12 月 3日(月)～ 6 日(木) 
甲賀市商工会館

（水口） 

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 
12月 10日(月)～13日(木) 

甲賀市商工会 

甲南支所 

⑤ 
Word/Excel活用 差込み印刷 

表入り文書作成など 
12月 17日(月)～20日(木) 

甲賀市商工会館

（水口） 

 

◆ 湖南・甲賀経営セミナー2012 ～売上アップの法則～ 
現状を打開したいとは思うが、その手法がわからない。当セミナーでは、それ 

ぞれの課題や改善策を明確化し自分自身で解決する能力の向上を目指します。 

 ●対 象 経営者の方、後継者の方、経営幹部、従業員の方 など 

 ●開催日 10月 4 日～11 月 8 日の毎週木曜日（全 6 回コース） 

 ●時 間 午後 7時～10 時   ●会 場 甲賀市商工会館 

 ●受講料 5,000円（非会員は 7,000円） 
 

 

◆ インターネットを活用した受注先・販路拡大セミナー  
～『ザ・ビジネスモール』で新たな販路を見つけよう！～ 

『ザ・ビジネスモール』のターゲットは日本全国。新しい販路開拓の強力な武

器になります。 でも、「どうやって使うの？」？、「使い方は難しいの？」？？ 

そこで商工会では、無料WEB サービス『ザ・ビジネスモール』を活用した販路

拡大セミナーを開催します。この機会に、ぜひ、ご受講下さい。 

 ●日時と会場  ①10 月 30日（火）2時～4 時  甲賀市商工会館 

         ②11 月 12日（月）2時～4 時  湖南市商工会館 

 

 ●受講料    無 料 

 

国の 

中小企業支援ネットワーク事業 
 

高度・専門的な経営課題に 

お悩みではありませんか？ 

 

中小企業の高度・専門的な

相談に対して、商工会職員と

中小企業支援の専門知識や豊

富な実績を有する相談員が連

携してお応えします。また、

必要によっては専門家派遣に

より課題解決を目指します。 

経営に関するお悩みごと

は、まずはお近くの商工会（本

所・支所）までご相談下さい。 

（セミナーの内容は①、②とも同じです。） 

すべての講習会・セミナーについては詳しい内容
のわかるチラシ（申込書付き）を用意しております。
本所・支所窓口にございますので、お気軽にお問合
せ下さい。 
 また、商工会のホームページでもチラシ（PDF 形
式）をご覧いただくことができます。 
 

共同事業助成金のご案内 
  
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 1/2 の範囲内で、1 事

業につき３万円＋参加事業

所数×2 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。 
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❏ 青年部近畿ブロック主張発表大会 
9 月 6 日（木）、福井県あわら市の清風荘で近畿ブロック商工会青年部主張発表大会

が開催されました。滋賀県代表として甲賀市商工会青年部の村木慶太郎氏（水口支部）

が出場し、日頃の青年部活動を通じて得た経験や成果を熱弁されました。結果は次の

通りでした。 

       ・最優秀賞 西田 良   氏（京都府・南丹市商工会） 

       ・優 秀 賞 村木 慶太郎 氏（滋賀県・甲賀市商工会） 

       ・優 良 賞 橋本 裕司  氏（兵庫県・多可町商工会） 

              

商工会と日本政策金融公庫大津支店の共催により「一日公庫」を開催します。当日は日本政策金 

融公庫職員がご融資の相談をお受けします。通常の事業資金をはじめ、年末・年始の資金融資につ 

いて、この機会にぜひ、ご相談下さい。お問合せ、お申込みは商工会本所または支所までお願いします。 
 

※ 事前予約制となっております。また、ご相談の際に必要な書類等もございますので、お申込みの際は 
一度、本所または支所までお電話下さい。 
 

≪日 程≫ 

会  場 日 時  間 

商工会土山支所 11月 12日（月） 10:00～ ／11:00～ ／ 13:00～ ／ 14:00～ 

 〃 甲南支所 11月 13日（火） 10:00～ ／11:00～ ／ 13:00～ ／ 14:00～ 

 〃 甲賀支所 11月 14日（水） 10:00～ ／11:00～ ／ 13:00～ ／ 14:00～ 

 〃 信楽支所 11月 15日（木） 10:00～ ／11:00～ ／ 13:00～ ／ 14:00～ 

甲賀市商工会館（水口） 11月 16日（金） 10:00～ ／11:00～ ／ 13:00～ ／ 14:00～ 

 

地域資源活用販路開拓事業セミナー 

◆商機がグッと近づく 売上アップ大作戦 
地域資源を活用した特産品づくりを行っている事業者をはじめ、食品、加工品を

取り扱っておられる事業者などを対象に、販路開拓のためのセミナーを開催しま

す。下記①～④で１シリーズですので連続して受講されることをおすすめします。 

〔受講料〕会員：無 料 （非会員は 3,000円） 

① 講演会「マーケット構造の理解と売れる商品づくり」     10月  1日（月） 

② セミナー「地域資源を売るためのブランド戦略とアピール方法」   10月24日（水） 

③ 個別相談会& 実践的演習「商談のしかた、デモンストレーション、 

④                 商談シートの作り方 等」 

⑤ 展示商談会視察「アグリフード EXPO 大阪」      25年 2月   

 

 

売上アップのヒントを掴
みたい方ならどなたでも
ご参加いただけます!! 

講師は、経験豊かな元バイヤー！ 

トピックス 

❏ 信楽陶器まつり開催！  
開催日時：１０月６日(土)～８日(月・祝) 9:00～17:00（最終日は～16:00） 
開催場所：【即売会場】信楽地域市民センター周辺特設会場 

      【展示会場】県立陶芸の森 産業展示館 

  ※展示会場、即売会場、臨時駐車場間で無料シャトルバスが運行されます。 

陶器はもちろん甲賀の物産や食のコーナーなど楽しみがいっぱいあります。 

是非、信楽へお出かけ下さい。 
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☆本物のこだわりと出会える3日間☆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～今後の予定～  

９月２６日 こうか商工まつり実行委員会 水口 
９月２６日 
９月２６日 

理事会 
知的財産相談会 

水口 
水口 

９月３０日 
１０月 １日 
１０月 ４日 

あいの土山宿場まつり 
サービス業部会幹事会 
労働保険事業主説明会 

土山 
水口 
水口 

１０月 ６日 マイスター館ライヴ   甲賀 
１０月 ６日 
   ～８日 
１０月１５日 
１０月１７日 

信楽陶器まつり 
 
サービス業部会視察研修 
活性化委員会 

信楽 
 

大阪 
水口 

１０月２７日 
１０月３０日 
１０月３１日 
１１月 ３日 

甲賀市エコフェスタ 
建設業部会幹事会 
商業部会幹事会 
青年部「働くおにいさん・おねえさん」職場体験プロジェクト 

甲南 
水口 
水口 
水口 

１１月 ４日 あいの土山マラソン 土山 
１１月 ８日  信楽たぬきの日（～30日）   信楽 
１１月１１日 あいの土山文化祭 土山 
１１月１１日 こうか商工まつり 水口 
１１月１３日 女性部近江いいことウォーク 信楽 

〈インターネットでできる中小企業経理システム〉 

現行のシステムをより使いやすくするために、１０月より「新ネット de記帳」を導入します。 

今までのシステムと同様にインターネットが使えるパソコンがあれば、会社や自宅等どこからでも 

元帳や試算表を確認したり、直接伝票入力ができます。 

・商業、サービス業はもちろん建設業、製造業、不動産や農業にも対応できます。 

（ご利用のメリット）～メンテナンス不要～ 

・商工会職員がインターネットで同じ画面を見ながら 

アドバイスさせていただきます。 

 

お申込み・ご相談は 商工会まで 

・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 

～ 新職員紹介 ～ 
◆採用 平成 24年 9月１日 

◎一般職員  今村 ちさと（水口支所） 

◎一般職員  池之内 孝介（本所） 

会員事業所のお役に立てるように頑張ります

のでよろしくお願い致します。 

編集後記 
 暑かった夏も終わりに近づき朝夕めっき

り涼しくなりました。合併して２年目とな

り、これから商工会事業も本番となります。

役職員一同各種事業を計画しておりますの

で会員皆様のご参加とご協力をよろしく 

お願い申し上げます。       〈山〉 
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（費用）1事業所につき、年間 31,500円 

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 

 

 

＜費用＞ 
入会金 １名につき１,０００円（入会時のみ） 

キャンペーン期間（１０月１日～１２月２８日）に 
ご加入の方は入会金が半額！（５００円） 


