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❏“青山 繁晴氏”「2013日本経済の新生を考える」 

～新春経済講演会～ 

 去る１月２９日（火）、ＴＶタックル（テレビ朝日系列）やスーパーニュ

ースアンカー（関西テレビ系列）等でお馴染みの青山繁晴氏を講師にお招き

し、「２０１３日本経済の新生を考える」をテーマに新春経済講演会を開催

しました。 

 会場は当初、碧水ホールを予定していましたが、申込者が多数となったた

め、急遽あいこうか市民ホールに変更して、約６００名の参加者を得ての開

催となりました。 

 青山氏は、尖閣問題を始めとする領土問題についてや第四の資源といわれ

るメタンハイドレートの最近の動き、またアベノミクスによる展望や課題に

ついて幅広くご講演をいただき、９０分間の予定時間のところを実に１８０

分に及ぶ熱のこもった講演会となりました。 

 

❏なばなの里イルミネーション招待旅行！ 
甲賀市商工会商業部会では昨年度に引き続き、今年度も市内の商業部会

員 122事業者の協力を得まして、市内商業の活性化を目的に、年末の 

１２月８日（土）から１２月３１日（月）の間、歳末共同大売出しを実施

しました。売出し期間中に応募いただいた応募券の中から抽選で１００組

２００名の方々を対象に２月６日（水）なばなの里ウィンターイルミネー

ションへのペア招待旅行を実施いたしました。 

寒い日ではありましたが、お天気に恵まれ、ベゴニアガーデンでは色と

りどりに咲き誇ったベゴニアを鑑賞し、日が暮れてからは鮮やかに散りば

められたイルミネーションや、光のトンネル、イルミネーションで映像を

表した大パノラマ等、冬の夜のひと時を楽しんでいただきました。 

 



❏ 第４回はしご酒スタンプラリー 参加店を募集します 

昨年まで「みなくち・はしご酒スタンプラリー」の名称で水口町内で実施しておりました同事

業ですが、4 回目となる今年は甲賀市内にエリアを広げて開催することとなりましたので、参加

店を募集いたします。 

また、どういった内容か具体的な話を聞きたい、という会員様向けに 3 月 27 日(水)に説明会

を開催いたします。説明を聞いた後、参加するかどうかご判断いただいても結構ですので、ご興

味がおありの会員様はぜひ、説明会にご参加下さい。 

・対 象    甲賀市商工会員で飲食業の方 

・事業説明会  3 月 27 日（水） １５:００～ 

   会場 甲賀市商工会館（水口町水口 5577-2） 

・参加お申込み締切日   3 月 29 日（金） 

・参加店会議   4 月 3 日（水） １４:００～   

会場 甲賀市商工会館 

・スタンプラリー開催日 6 月 12 日（水） 

 

❏建設業部会視察研修を実施！ 

甲賀市商工会建設業部会では、去る２月７日（木）に部会員 30 名の参加の

下、兵庫県多可郡多可町への視察研修会を実施いたしました。 

 多可町では、平成５年２月から町行政が中心となってコテージ付き「滞在型

市民農園」を町内に３箇所、延べ１１０棟を建設され、常に満室状態で今も約

３０名が入居の空きを待っている状態です。「滞在型市民農園」とは、週末だ

け都会を離れ、自然の中で野菜や米作りを楽しむ「週末農業」のことであり、

交通の利便性の高い甲賀市において、地域活性化事業の先進例を学んだ研修会

となりました。 

 

❏ビジネスマナー講習会 
  ビジネスはお客様あってのものです。お客様に対するマナーの徹底はビジネスの基本となります。 

 ビジネスマナーはお客様に対してのみならず、社内の上司・同僚のためにも非常に重要なものです。 

 企業のワンランクアップを目指して本講習会を是非ご活用ください。 

  ◇開催日  ４月１７日（水）９:３０～１７:００ 

  ◇会 場  甲賀市商工会館（水口町水口 5577-2）           

  ◇内 容  ・基本動作（お辞儀・挨拶・来客応対・名刺交換など） 

        ・話し方の基本 

        ・電話やメール対応の基本 

  ◇受講料  会員事業所 2,000 円/１人  非会員 4,000 円/１人 

  ◇定 員  ３０名（先着順：複数者受講可） 

  ◇申込期間 4 月 1 日(月)～4 月 12 日(金)まで 

        本所または支所に申込書と受講料を添えてお申込みください。 

                        ＜詳細は同封のチラシをご覧ください＞ 

講習会・セミナー情報 
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❏ トピックスいろいろ 
◆水口◆水口曳山まつりが開催されます 

【宵 宮】 ４月１９日（金）夕刻より 
水口神社では神輿が飾られ、各町内では曳山に提灯を飾って宵宮ばやしを 
奏でます。神社付近は多数の屋台で賑わい、子供の笑顔で溢れます。 
また、宵宮スタンプラリーが午後６時から９時まで開催されます。 
（参加無料！社務所にて受付（景品あり）） 

【例大祭】 ４月２０日（土）１１:００過ぎより 
水口神社に曳山が順次入り、古式祭を斎行の後、大神輿や子供神輿等が町内を 
渡御します。午後７時頃に神輿が還御すると、曳山は闇の中に幾つもの提灯を 
灯し、名残を惜しみつつも優雅に各町内へ帰って行きます。 
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◆土山◆雅やかな平安時代の絵物語を再現する                                

あいの土山斎王群行 3 月 24 日（日）11:30～16:00 

大野小学校～垂水頓宮跡 
約 1,300 年前に皇女が伊勢へ遣わされた五泊六日の旅を再現。 

この旅は数百人のお供の人達が付添う大集団の旅なので、斎王群行と 
言われています。斎王(さいおう)は、天皇に代わって伊勢神宮の天照 
大神に仕えるために選ばれた、未婚の皇族女性。その任が解かれるの 
は、主に天皇が代わったときのみ。年に三度、伊勢神宮に赴く以外は、 
一年のほとんどを斎宮で過ごし、神々を祀る日々を送られました。 

 

◆甲賀◆研修会のお知らせ 

 ◇開催日 4 月 26 日（金）１５:００～ 

 ◇会 場 甲賀市商工会 甲賀支所（甲賀町相模 173－1） 

 ◇内 容 個人事業主の皆様必聴！「国民年金が守ってくれる長生きのリスク！！」 

 ◇講 師 社会保険労務士 東 保子 氏 

◇受講料 無 料           

◇定 員 30 名（先着順）        〔申込・問合せ先 甲賀支所 ℡ 88-2370〕 

◆甲南◆新春互礼会 ～新年の誓い～ 
甲南支部では、新年を迎えて支部会員同士の交流を深めるとともに、新たな決

意でそれぞれの事業経営に邁進していただく意味で１月26日(土)に新春互礼会
を開催しました。 
 今年の趣向として、まず第１部は経営講演会として「お客様に支持される店に
なるために」と題し税理士より基調講演をしていただき、売上とは客単価×客数
という定量的な考えでなく、商品力×販売力という定性的な考えで経営に臨み、
自分の創意と工夫で売上を勝取るという姿勢の重要性を学びました。 
 続いて、用意された短冊に参加者それぞれの今年の希望や目標を書き入れて、
新年の誓いを新たにしました。 
 第２部は懇親会で和やかな雰囲気のなかで賀詞を交歓しながら、商工会員同士
のビジネス交流を図ることができ、有意義な催しとなりました。 

 ◆信楽◆2013 春 信楽イベント情報 

【春の信楽・アートな歩き方】           【信楽駅前陶器市】 

 期間 4 月６日(土)～5 月 6 日(月・祝)       期間 4 月 27 日(土)～５月６日(月・祝) 

 会場 信楽町内一円の参加店舗           会場 信楽高原鐵道 信楽駅前広場 

【第８回 信楽窯元散策路 ぶらり窯元めぐり】   【第７回 しがらき作家市】 

 期間 4 月 12 日(金)～4 月 14 日(日)        期間 5 月 2 日(木)～5 月 5 日(日) 

 会場 窯元散策路（信楽町長野）          会場 滋賀県立陶芸の森 太陽の広場 

〔問合せ先：信楽町観光協会 ℡ 0748-82-2345〕 

 



       本年 3月 31日をもち

まして定年退職させて

頂きます。振り返ります 

と 30年間、歴代の役員の方々や商工 

会員の皆様並びに職員の皆様には何 

かとご指導、ご鞭撻を賜り、ただ感謝 

の一語に尽きる思いです。心よりお礼 

申し上げます。 

退職後は、晴耕雨読で「音もなく、 

臭いもなく、智名もなく、勇名もな 

し、その功天地造化の如し」と日本史

の影で活躍した甲賀忍者の実像を学

び、伝え残したいと思っています。 

最後に、皆様のご多幸をお祈り申し 

上げ退職のご挨拶とさせて頂きます。 

甲南支所  西田 武史 

 

❏ ネット de 記帳のご案内〈インターネットでできる中小企業経理システム〉 
昨年 10 月より新「ネット de 記帳」が導入され、システムがより使いやすくなりました！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。 

（ご利用のメリット） 

・メンテナンスが不要でかつ安心！  
（不測の事態が生じてもプログラムやデータは商工会で一元管理しているので安心です） 

・記帳・経理のサポート体制はバッチリ！事務作業の軽減にもなります！ 
（商工会職員がインターネット上で同じ画面を見ながらアドバイスさせていただきます） 

・業種の違いもしっかりカバー！  
（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） お申込み・ご相談は 商工会まで 

❏ 退職のご挨拶 

 

長きにわたり勤め

させていただきまし

た商工会を退職させ 

ていただくこととなりました。こ

れも、会長さまはじめ会員皆さま

のご支援ご厚情によるものと深く

感謝申しあげます。また、人生経

験豊かな多くの方々との出逢いふ

れあいが、私にとっても何よりも

大切な心の支えとなりました。さ

らに、ともに勤めました職員の皆

さまの温かいおつきあいにお礼申

しあげ、退職にあたってのご挨拶

とさせていただきます。 

甲賀支所  森地 きよみ 

 会員の皆様には、 

いつもお世話になっ 

ております。 

 さて、私事ではございますが、

一身上の都合により３月末に退職

することになりました。在職中は

ひとかたならぬお世話になり、本

当に有難うございました。また、

どこかで見かけられましたら気軽

にお声をかけて頂けたら嬉しいで

す。色々と本当にありがとうござ

いました。 

土山支所  角田 博美 
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今後の予定 

 ４月１１日(木) 女性部通常部員総会（サントピア水口） 

 ４月１５日(月) 青年部通常部員総会（サントピア水口） 

 ５月１６日(木) 通常総代会/永年勤続優良従業員表彰式（碧水ホール） 

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 


