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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 
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編集後記 
 秋の商工会事業も無事終了致しました。会員皆様の
ご協力に感謝申しあげます。 
 今年も残すところ約１ヶ月となりました。約 20 年 
前からその年の世相を漢字一字で表す、「今年の漢字」 
今年は何だろう？気になるのは私だけでしょうか。 
 年末年始 12 月 28 日～１月 5 日まで休館とさせ
ていただきます。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお
願いいたします。○や  

～交流と創造 こうか商工まつり 2013 開催～ 

『こうかのすぐれもん みーつけた』 
 

 去る１０月２７日(日)、甲南町忍の里プララを会場に、こうか商工まつりを開催しました。台風の影
響が心配されましたが当日は台風一過の秋晴れとなり大勢の方にご来場いただき賑わいました。 
今年度は、市内企業の育成振興を図るため、会員事業所の紹介や製品・商品の展示・販売、模擬店出

店、各支部のステージイベントやご当地キャラのステージで市民の皆様に事業所や地域の PR をしてい

ただきました。来場者は、スタンプラリーを楽しみながら各エリアを回り、すぐれもん抽選会に参加い
ただきました。 
また飲食ブースでは、甲賀市産食材を使った商品一品を事前にエントリーしていただき、お客様に良 

 
かったと思う商品に投票していただく「こうか美味もんグルメグランプリ」を開催しました。結果は次 
の通りでした。 

 

 

❏ご来場ありがとうございました！！

～ 今後の予定 ～ 
１１月２５日 ネット de記帳操作研修会     水口 
   ２６日 タブレット端末操作講習会     水口 
   ２７日 理事(役員)会           水口 
       知的財産相談会          水口 
   ２９日 青年部常任委員会         甲南 
１２月 ３日 金融審査委員会          水口 
       商業・サービス業部会合同幹事会  水口 
       決算説明会            水口 
    ５日 総務委員会・活性化委員会     水口 
       地域活性化セミナー③       水口 
    ６日 建設業部会幹事会         水口 
   １９日 女性部常任委員会         水口 
１２月２８日～１月５日 年末年始休館 
 １月２１日 青・女未来創造事業研修会     近江八幡 
   ２２日 青年部ブロック別研修会      湖南 
       知的財産相談会          水口 
   ２３日 地域活性化セミナー④       水口 
 １月２５日 新春経済講演会          水口 
 

 

 こうか商工まつりのステージイベントの一つとしてゆるキャラシ

ョーを開催しました。当日は、地元にんじゃえもん、匠ポン山、ぽ

んぽこちゃんを始め総勢 20 体のゆるキャラがステージに勢揃い！ 

ゆるキャラを通して地域の PR をしていただきました。会場は、普

段出会うことのないゆるキャラに大興奮！大変盛り上がり楽しいひ

と時となりました。 

こうか商工まつりにご出展(店)いただいた皆様は次の通りです。ありがとうございました。  ≪順不同・敬称略≫ 

日新薬品工業㈱   ㈱マツヤ  ㈱エコパレット滋賀    日新製薬㈱  水口納税協会甲南支部 

秀熊電建工業㈱   甲賀市観光協会  ㈱家庭電気サービス    ㈲ヨシックス  ㈱シガフードプロダクツ 

㈲くのいち本舗   明治牛乳甲南販売所 すぎもと     神田たたみ店  リカーショップやまなか＆みふく会  

甲賀協同ガス㈱   エシカルエビス  ㈱日立建機ティエラ    成田牧場    滋賀県建築組合甲南支部 

三陽建設㈱   ㈱エムケー  ㈲菓子長     さわらび作業所 せごどん 

共働事業所けいかん   日本ロジパック㈱ 滋賀酒造㈱    ㈱シガポートリー 忍者の里甲南 甲南パーキングエリア  

お好み焼屋もみの木   柴田酒店(蛸又フーズ) ㈲甲賀もち工房    ㈲ジャパンフーズ ㈱水口テクノス 

ショップ井上   谷野製麺所  菓子龍老舗    滋賀県電気工事工業組合水口支部  

滋賀県自動車整備振興会甲賀支部  自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所    甲賀市商工会建設業部会・青年部・女性部 

 

え え 

    ☆１位 「忍者餃子」忍者の里甲南 甲南パーキングエリア 様  ☆２位 「朝宮茶入りクレープ」㈲ジャパンフーズ 様 

    ☆３位 「黒影おこわ」㈲くのいち本舗 様 

最低賃金改定のお知らせ 
（平成２５年１０月２５日発効） 

１時間 ７３０円となります。 

 滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形

態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべて

の労働者に適用されます。最低賃金は賃金の最

低額を保障するとともに、労働条件の改善に重

要な役割を果たしています。 

（特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定

められています。） 

※最低賃金についてのお問合せ先 

滋賀労働局  賃金室 ℡（077）522-6654 

東近江労働基準監督署 ℡（0748）22-0394 

～忍びの里にご当地キャラがやってきた～ 

 

ＫＯＫＯワークでは中小企業で働く勤労者のための
福利厚生、共済などの事業を実施しています。 

（Ｈ25.10.1 現在 会員数 4,706 人） 

・共済給付（人生の節目節目で共済金を受け取れます） 

・主催事業（一年を通じて様々な企画・講座をご用意） 

・助成事業（カルチャー、レジャーなど日々の生活を支援） 
【費用】 
 ・入会金 １名につき 1,000 円(入会時のみ) 
 ・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） 

●事業所の福利厚生の充実に！会員募集！ 

KOKO ワーク甲賀広域勤労者互助会 

☆入会金還元期間≪10 月 1日～12月 27日≫ 
期間中にご加入の方は入会金が半額！！ 

１,０００円 ⇒ ５００円 

詳細については商工会本所・各支所まで 

 
 
 
棚卸の仕方、減価償却の方法などについての説明

を行います。どなたでもご参加いただけますので、
ぜひお越しください。 
◆開催日時  １２月３日（火）10：00～12：00 
               14：00～16：00 
◆場  所  甲賀市商工会館 
◆講  師  税理士 

●決算説明会のご案内 

 

11 月号 
 

 

発行：甲賀市商工会 
電話 0748-62-1676 

FAX 0748-63-1052 

201３年１１月２２日 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設業部会では、去る１１月１４日（木）に３１名の参加の下「メ

ッセナゴヤ 2013」（名古屋市）への視察研修会を実施しました。 

 本メッセは業種･業態・規模を超えた異業種交流の祭典として、全

国・世界から８００社を超える企業が出展された展示会でした。 

 参加者は、自社の経営に活かそうと２時間の限られた視察時間の中

で関係ブースを熱心に回られていました。 

 

❏建設業部会 視察研修会を開催 

‐2‐ ‐3‐ 

 昨年度は商業部会で実施した歳末

共同大売出し事業を今年度はサービ

ス業部会との合同事業として実施し

ます。 

本事業は、事業協力店で 1,000 円

以上の買い物をされると、1,000 円

毎に応募券１枚が進呈され、応募さ

れると抽選で２月１１日（火祝）に

１００組２００名の方々を神戸コン

チェルト船上中華バイキングにご招

待させていただきます。 

事業協力店は昨年度を上回る１５

７店の参加を得て、懸賞内容ともに

昨年度よりバージョンアップした事

業となっています。 

 

◆ 平成 25 年度 知的財産相談会 ◆  

知的財産アドバイザーが無料で相談・支援に応じます。 
 こんなときにご活用を！！＜個別相談・秘密厳守＞ 

・特許・意匠・商標を取得したい…  ・ブランド化して、価値を高めたい… 
・海外へ進出、事業を展開したい… ・電子出願のやり方が分からない… など 

11月 27日(水)・1月 22日(水)・3月 12日(水) 
時間はいずれも 13：30～16：30   会場：甲賀市商工会館 
申し込み先 → 甲賀市商工会 TEL:0748-62-1676 

＜お問合わせ先＞ 

一般社団法人滋賀県発明協会（栗東市上砥山 232） TEL：077-558-4040 FAX：077-558-3887 

※平成２５年度特許等取得活用支援事業（滋賀県）は、近畿経済産業局からの受託事業です。 

❏今年もやります！歳末共同大売出し事業 

 

晴天のもと、本部テントでは水戸黄門様をはじめ各種イベント、伝馬館では着

物体験や昔の遊びなど、街道では「まちかど博物館」や「スタンプラリー」、扇

屋伝承文化館では昔懐かしい食べ物など、土山らしさを打ち出した内容で、子供

からお年寄りまで楽しんだ一日でした。 

❏あいの土山宿場まつり 10月 6日(日) 

 

 

絶好のマラソン日和となり、あいの土山路を過去最多の 3550 人がハーフ

とフルで健脚を競いました。今回は、水口・甲賀・甲南・信楽の 4支部からも

出展し、地域のＰＲを行いました。 

 参加者は関係者や地域住民の“おもてなし”に感動・感謝され、評価の高い

マラソン大会でした。 

 

❏2013あいの土山マラソン 11月 3日（日）

～ 水口・３地区で商工まつりを開催 ～ 

水口町の伴谷地区文化祭、柏木地区文

化祭、貴生川地区文化祭と共催で、地区

商工まつりを開催しました。 

焼そばやからあげ、わたがしなど飲食販

売ブースを出展したり、またサイコロゲ

ームを実施したりして地域のお祭りを盛

り上げました。 

・11/3(日)    柏木地区商工まつり 

・11/3(日)・4(月・祝) 伴谷地区商工まつり 

・11/16(土)    貴生川地区商工まつり 

 

 

 

 サービス業部会では、去る１０月２４日（木）に３０名の参加の下「びわ湖環境

ビジネスメッセ 2013」（長浜市）への視察研修会を実施しました。 

 サービス業部会は、業種が多岐に渡ることから、どの業種でも参考となり、県民

になじみが深く、会員企業が多く出展されている本メッセを研修先と選定したとこ

ろ、参加者は２時間の視察時間を有効に使って自社に関係の深いブースに意欲的に

足を運び情報収集に努めていました。 

 

❏サービス業部会 視察研修会を開催 
 

 

焼き物の里・信楽の文化や魅力をアピールするイベント「信楽まちなか

芸術祭」が 2013 年 10 月１日（火）から 20日間、窯元や商店街が続く

信楽町長野一帯を中心に開催されました。 

台風 18号の影響で周辺道路の通行止めや信楽高原鉄道の代替バス運行

が続く中での開催となり、観光客の出足が懸念されましたが、当初の目標

近い 9 万人以上の人が訪れ、大変賑わいました。 

まちなか会場では町内在住の作家が中心に作った様々な姿をしたアー

トなタヌキ 160 体がおもてなしをし、他にも各窯元や店舗では作品展や

工房見学、ワークショップなど様々な催しが開かれました。  

 期間中の 12 日（土）～14 日（月・祝）は毎年恒例の陶器まつり・陶

器即売会ですが、今年は台風 18 号の影響で各店舗にて開催されました。  

 また、陶芸の森会場では第 81 回信楽陶器総合展「信楽から伝えたいコ

ト展」のほか、特別展「酒器の玉手箱」、MIHO MUSEUM では秋季特別

展「朱漆「根来」中世に咲いた華」も開催され、多くの人出がありました。 

 

❏「信楽まちなか芸術祭」開催されました！

（先生の話に熱心に耳を傾ける参加者の皆さん）.→→ 

 

甲賀市商工会と湖南市商工会では合同で『成功するための変身戦略 変化こそチャンス！』をテーマに４回

シリーズのセミナーを開催しています。（現在第２回まで終了） 

 「地域資源を有効に活用したい」「商品開発を考えている」「ビジネスマッチングをしたい」「補助金等の申請

にチャレンジしたい」など高い志を持たれている事業者の皆さま３０数名が、 

優れた中小企業支援ノウハウを持つ塩田先生のもとグループワークを通じて、 

地域活性化につながる新事業計画の策定等に取組んでおられます。 

「異業種の方々との出会いがビジネスチャンスにつながる可能性がある」 

「自身の頭で考えていることが整理できる」と参加者の皆さまに好評をいただ 

いております。 

 

 

❏地域活性化セミナー（４回シリーズ）を開催中！！ 

年賀会のお知らせ 
 
商工会及び各支部では年始に年

賀会等を開催予定です。詳細が決ま

り次第、ご案内致しますのでぜひご

参加ください。 
  
 ❖甲賀市商工会 年賀交歓会  
             ・・・中旬予定 
 

 ❖各支部 

  信楽支部新年互礼会 … 1/ 7 

  水口支部年賀交歓会 … 1/10 

  甲南支部互礼会・講演会 …1/31 

  甲賀支部新年賀会… 中旬予定 

❏2014新春経済講演のご案内 【予告】 
 甲賀市商工会では、今後の日本経済についてをテーマに新春経済講演会を開催する予定

です。講師はテレビでお馴染みの辛坊治郎氏をお招きしておりますので、お誘い合せの上、

ご来場をお待ちしております。 

 [日 時]  平成２６年１月２５日（土）午後２時～ 

 [会 場]  あいこうか市民ホール（水口町水口 5633） 

 [講 師]  辛坊 治郎 氏 

受講無料 

TEL:0748-62-1676

