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▲内川レトロ食べ歩きツアー
（11月4日）

▲食彩しんみなと第２弾カニ編（11月9日～25日）

新湊に
　また来てね！

温かいおもてなしの心
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　新湊大橋開通をきっかけに新湊に訪れようと
いう射水市内外の人々を対象に「内川レトロ食
べ歩きツアー」を実施しました。
　前売り券は募集開始から即日で完売。当日
は好天にも恵まれ、
約140名がツアーに
参加しました。参
加者は、海王丸パ
ークから観光船に
乗船して内川を巡
り、川の駅で一旦
下船。内川沿いを
散策しながら、商
店街で新湊のソウルフード11品を味わいました。
　古い街並みの趣や歴史に触れてもらうため、
新湊地区中心商店街周辺の神社や橋など5ヵ所
を巡るポイントラリーも実施。達成した参加者
にはお買い物券200円を進呈し、お買い物も楽
しんでいただきました。
　ツアー終了後にアンケートにご協力いただい
た参加者からのコメントの一部を以下にご紹
介します。
＜参加者の感想＞※アンケートより一部抜粋
・お店の方が気さくでお話が楽しかった！
・趣きがあり楽しかった。もっと宣伝して他の
人に見てもらいたいです。
・新湊には魚以外にも
美味しいものがある
ことが分かってよか
った。
・初めての内川の雰囲
気、風景を楽しめた。
・船も乗れて、いろん
なお店の券ももらえ
てラッキー。

先月の事業 pickup

〜新湊PRイベントの実施〜
豊かな海の恵みと温かい人柄でおもてなし

▲各店舗でおもてなし

▲ポイントラリー

　新鮮な海の幸をPRする食のイベント「食彩し
んみなと」が、にぎわいの内に終了しました。
　今回は鮨店12店舗、割烹等の飲食店13店舗、
特産品販売店4店舗 計29店舗が参加。11月2日
から始まったイベントでは24日間の日程で開催
されました。各参加店では新湊漁港で水揚げさ
れた旬のカニ等の魚介類を求めて家族連れやグ
ループが続々と訪れました。来店者数は昨年度
を上回る店もあり、時間帯によっては予約で満
席になっている店も見受けられました。またリ
ピーター客も期間中は多く訪れ、参加店は旬の
食材でお客様をもてなしました。

　11月8日(木)、有名イタリア料理店「ポン
テベッキオ」（大阪北浜）を率いるオーナーシェ
フ、山根大助氏が来所されました。
　山根氏はNHK「きょうの料理」にも出演さ
れており、今回は食彩しんみなと等へのアド
バイスや新湊産魚介類を使った料理を全国へ
発信してもらうため、懇意にしている牧田会
頭の招聘で新湊を訪問されました。来年、新
湊産の食材で作った山根シェフの料理を、新
湊で食べることができそうです。

食彩しんみなと11
2 ~25 内川レトロ食べ歩きツアー11

4

ポンテベッキオ

山根シェフが来所

▲食彩メニュー提供店の様子 ▲３コースに分かれ、約140名が内川周辺を散策



射水商工会議所報（第三種郵便物認可）平成24年12月10日 第663号

（3）

先月の事業 pickup

経営指導員他職員のスキルアップを目的とし
た研修会が開催され、県内8商工会議所より10
名が参加しました。今回の開催地である本所の
角田専務理事、竹内事務局長が講師となり射水
市新湊地区の特徴及び本所の現況と取り組みに
ついて紹介の後、各会議所より事業の取り組み
について発表、意見交換を行いました。座学研
修の後、遊覧船に乗り海王丸パーク〜新湊大橋
〜内川を見学、近畿大学水産研究所富山実験場
を視察し事業化に向けたアワビ、トラフグ、ヒ
ラメ、アナゴの養殖研究について研修しました。

新湊青色申
告会の門嶋会
長他役員の方
が観葉植物を
携えて市内の
万葉苑、こと
ぶき苑の慰問
を行いました。

この慰問は、
税を知る週間
の事業の一環
として毎年11月に実施されています。入所のお
年寄りの方に観葉植物を手渡し、健康でいてく
ださいと声をかけると嬉しそうに微笑んでおら
れました。

本所において常議員会を開催。下記の議案に
ついて審議され、原案のとおり承認されました。
部会再編に関しては、今後総会に提出し、審議
にかけられます。

牧田会頭が夏野射水市長に同行して国土交通
省を訪問、政務三役と港湾局長に対して昨年の
11月に日本海側の総合的拠点港に指定された伏
木富山港のひとつ富山新港の国際物流ターミナ
ルの拡張と旅客船バースの整備など、港湾機能
の強化を図るための新年度予算の確保について
要望しました。

本所経営指導員による相談会を、18時〜21
時の夜間に3日間開催しました。勤務時間や勤
務体制により日中お越しいただけない会員の皆
様にも、本所の相談室をご利用いただけるよう
試験的に開催し、計3件のご相談に応じました。
　日程を始め、様々なご要望にお応えしますの
で、お気軽にご相談下さい。

会議所の活動を紹介
経営指導員スキルアップ研修

万葉苑、ことぶき苑慰問
新湊青色申告会

部会再編に向けて
１１月度常議員会

国土交通省港湾局
への要望活動

夜間相談会開催

▲本所での研修の様子

▲観葉植物贈呈の様子

▲研究所視察 ▲総勢23名が出席

11
6

11
13

11
13

11
19

№ 事　業　所　名 代 表 者 名 所　　在　　地 業　　　種
１ ㈱ Ｎ ｅ ｔ・ ワ ー ク 川合　通弘 射・高木 316 業 務 請 負 業

２ 菓 子 秀 雄 司 法
書 士 事 務 所 菓子　秀雄 射・中新湊 6-17 司 法 書 士 業

３ ｎ ａ ｓ ａ - ｈ ａ ｎ ａ 堀尾　夏樹 射・今井 208-3 理 容・ 美 容
４ 鈴 建 工 業 鈴野　洋一 射・高場新町 4-67 型 枠 大 工
５ ㈱ 長 谷 川 工 業 長谷川正美 射・七美 2-20-4 一 般 建 設 業

入 会 の員 ご新 規 加 紹 介

議案第１号　会員の加入について
議案第２号　部会の変更と定款の一部
　　　　　　改正（案）について

11
20~22
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先月の事業 pickup

㈱全国商店街商
店街支援センター

（東京）の「個店の
魅力アップ入門事
業」が21日、新湊
商店連合会加盟店
で行われ、事業者
が繁盛店づくりの
ノウハウを学びま
した。個別の店を訪問する臨店研修は、木谷サ
イクル、魚源食品工業㈱塩干部、㈱インテリア
しまやの3店舗で実施。繁盛実践パートナー 中
小企業診断士松崎香澄氏に商品の陳列方法や客
に支持される店づくり、顧客管理など細かくア
ドバイスいただきました。夜は本所で座学研修
を行い、商店街が元気なる方策、環境変化や消
費者のライフスタイルの変化等を踏まえ、繁盛
店づくりの方向性を学びました。繁盛実践サポ
ーター橋本貴之氏（新潟市まき鯛車商店街 玩具
店経営）の体験談を交えながら、繁盛店づくり
の具体的な方策を実感しました。

恒例の共済制度加入事業所優待日帰りバスツ
アーを実施しました。今回は、高橋まゆみ人形
館と松代観光・りんご狩りの旅で、36名が参加
しました。

高橋まゆみ人形
館で、温かいふる
さとが感じられる
世 界 観 を 堪 能 し
た後、中条フルー
ツ農場でりんご狩
りを楽しみました。
その後、松代へと
向かい、象山地下
壕、象山神社、宮坂酒造の3箇所を見学し、加
入事業所の交流と親睦を深めました。

今後も、射水商工会議所共済制度をどうぞよ
ろしくお願いします！

アイザック小杉文化ホールで平成24年度技
能勤労者表彰式が行われ、永く同一の職業に
従事し他の模範となる16名の方に夏野市長よ
り表彰状が送られました。

（敬称略）
大　工　職 北　 　富雄 美　容　職 橋詰　光子

笹川　征夫 朝山　英子

左　官　職 蒦手　眞治 自動車整備職 林 　 　 　 功

配　管　職 関原　栄一 横堀　多一

電気工事職 黒川　彰三 仲本　良一

理　容　職 四辻日出男 はり、きゅう、あんま職 湊　 　憲章

　　　　　 齊岡勝太郎 自転車組立職 髙橋　 　保

美　容　職 佐藤　廣子 澁谷　　英

第6回創造企業報告会を開催。今回は、㈱
プロデュース代表取締役社長 新川篤志氏によ
る発表で、議員含め約50名が聴講しました。
㈱プロデュースは住宅及び店舗の新築・リフ
ォーム設計、施工を行っており、新川氏の徹
底した価値創造の理念に参加者は真剣に耳を
傾けていました。アドバイザーによる講評では、
㈱フォーワンの植木氏が「9年連続増収を達成
できているのは、①経営理念がしっかりして
おり、②手間隙をかけ、③財・客・業・人の
バランスが取れていることの3因が考えられる。
特に、事業の定義を“ライフスタイル提案業”
としていることが、モノを売りにする同業者
と差別化できた成功の鍵といえる。」と㈱プロ
デュースを評した。

北陸信越ブロック49商工会議所の会頭など
が出席のもと、今年は富山市内のホテルで開
催されました。当日は日本商工会議所宮城常
務理事の講話の後、各商工会議所から提出さ
れた産業の空洞化対策や超円高対策、消費税
問題、エネルギー政策など、喫緊の課題につ
いて熱心な意見交換が行われ、この内容を取
りまとめた要望書が近く日商を通じて国に提
出されることになりました。

繁盛店のノウハウ学ぶ
個店の魅力アップ研修

日帰りバスツアー
共済制度加入事業所優待事業

射水市技能勤労者表彰

成功の鍵を探る
第６回 創造企業報告会

国へ中小企業対策を要望
北陸信越ブロック商工会議所会頭会議

▲研修の様子

▲象山地下濠の見学

▲りんご狩りの様子

▲左奥：発表者の㈱プロデュース新川氏

11
21

11
23

11
26

11
27

11
29
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女 性 会 だ よ り

S E R I E S

「経営者としての接待マナー」
　経営者たるもの、接待をすることも、される
ことも、日常茶飯事ではないでしょうか。時代
が変わり、仕事の進め方やスピード感などが変
わっても、ビジネスが人と人との関係で成り立っ
ていることに変わりはありません。そして、ビ
ジネス上の人間関係を構築するのに欠かせない
のが、接待です。経営者としては、自社のために、
接待をするときもされるときもマナーを大切に
して、より良いビジネスの関係をつくっていき
たいところです。
　まず、経営者が接待をする側に立った場合の
マナーからご紹介しましょう。
　経営者自らが接待をする場合は特に、その接
待が持つ目的を先方に対し明確に伝える必要が
あります。会社のトップが接待を行うわけです
から、単なる飲み会のはずがありません。とは
いえ、あまり率直に「御社と取引がしたいので」
などと伝えるのはいただけません。商談や提携
などの目的があったとしても、それはあくまで
接待の先にあるお話です。その前段階として、「将
来を見据えて親睦を深めたい」「まずは弊社のこ
とを知っていただきたい」といった形で伝えると
良いでしょう。

　また、先方が経営者や上役だけでなく、平社
員や若手社員なども一緒に同席してきた場合、
彼らに対しても同等に気を配ることも大切なマ
ナーです。平社員や若手社員にも分け隔てなく
接している姿を見て、先方の経営者や上役は、
あなたやあなたの会社に好感を抱くことでしょう。
　接待をされる側に立った場合は、まずその接
待を受けるべきか否かを判断しなくてはなりま
せん。接待をする側に立ったとき、先方に対し
てビジネス上の何らかの目的があるのと同様に、
接待をしてくれる側もあなたの会社に対して何
らかの目的を持っています。その目的に対する"
見返り"を用意できるでしょうか。将来的な商談
や提携を目的とした接待に誘われ、将来的に見
てもそれらの目的に応える可能性が無いのに接
待を受けるのは、経営者としてＮＧです。
　接待される側になると誰しもやりがちなのが、
"上から目線"に立ってしまうことです。しかし
これは、完全なるマナー違反です。あくまでも
対等な立ち位置で、お互いに楽しむような雰囲
気をつくるよう心掛けましょう。
　接待のお開きを、接待される側から申し出る
のもマナーの一つです。また、接待を受けた翌日に、
先方に電話などでお礼を伝えることも忘れない
ようにしましょう。
　接待をするときも、されるときも、経営者と
しては飲み過ぎたり食べ過ぎたりしないよう気
を付けてください。接待も仕事とわきまえ、節
度を守れてこそ経営者です。

人財育成コンサルタント
美月 あきこ

　11月28日（水）第一イン新湊において、当女性
会の創立20周年記念講演会・式典・祝賀会をご
来賓に夏野市長・瀧田議長、牧田射水商工会議所
他多数を迎え盛大に開催しました。
　式典に先立ち記念講演会を聴講者約110名で開
催。講師に映画監督の市川徹氏をお迎えし「日本
を元気に！偉人から学ぶサクセスストーリー」と
題してご講演いただきました。記念式典では、平
成4年10月に「新湊商工会議所婦人会」として設
立以来、女性会経営者の資質の向上と商工業の振
興を図り、併せて社会福祉の増進に寄与すること
を目的に日々活動を続けられたのも、関係各位、
初代能登光恵会長を始め、諸先輩の役員・会員の
皆様のご指導により、20周年を迎えることができ
たと木谷会長が挨拶。夏野市長、牧田会頭、江幡
県連副会長（高岡商工会議所女性会会長）よりご
祝辞を賜りました。
　引続き記念祝賀会を開催。瀧田議長の乾杯の発
声後、木谷総合学園バレエ教室より「おはようク
レヨン」「ちょうちょう」のアトラクションを披露。

また、白井貴子さんのミニライブ、女優の竹内晶
子さんのトークショーもあり、祝賀会を盛り上げ
ていただき、当女性会全員による「新湊音頭」を
披露しお開きとなりました。この20周年記念事
業を契機となり、会員一同がより結束。今後とも
地域発展のため微力ながら事業活動を行うことを
誓いました。

〜記念事業を契機により結束力が高まる〜
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日本政策金融公庫
定例相談会

アドバイザー等 開 催 日 時
高岡支店国民生活事業
・小口の事業資金融資
・創業支援・地域活性化支援
・国の教育ローン、恩給・共
　済年金等を担保とする融資

12月18日（火）
13:00～15:00

富山支店中小企業事業
・中小企業への長期事業資金
　の融資
・国の中小企業政策に基づい
　た支援

１月24日（木）
13:00～15:00

相談会場　射水商工会議所 1 階相談室
■ご利用の方は、相談所まで事前に
　ご予約下さい。ＴＥＬ８４－５１１０

主な公的融資制度の利率

短期季節資金融資
射水市中小企業

（平成24年12月１日現在）
資　　　金　　　名 利率（年）

日　本　政　策
金　融　公　庫
（国民生活事業）

富　　山　　県

射　　水　　市

マ ル 経 融 資 １．７５％

２．０５％

２．００％

２．００％

普 通 貸 付

小口事業資金

中小企業振興資金

年末の一時的な運転資金が必要なときに
ご利用ください。 
【申込対象区域】射水市内の中小企業 
【融資限度額】５００万円 
【融資利率】２．００％ 
【申込期限】１２月２８日（金） 
【返済期限】平成２５年３月２９日（金） 
 

■お気軽に、相談所までご相談下さい。 
 ＴＥＬ８４－５１１０ 

年末調整相談室を開催！
～源泉所得税納期の特例適用事業所対象～

【開催期間】１月４日(金)～２１日(月) 
【会  場】射水商工会議所 相談室 
【持参いただく物】 

   所得税源泉徴収簿、納付書、認印 

～源泉所得税の納付について～ 
 従業員や専従者に給料を支払い、源泉所得
税の納期の特例を受けている事業主は、７～
１２月分の給与支払報告（年末調整）をしな
ければなりません。 

※ 納付期限１月２１日（月）まで 

インフォメーション

射水ケーブルネットワークで
放送されます！

　月替わりで射水市内の企業を紹介する番組『射
水の企業 ココ凄っ！』で燐化学工業株式会社が
紹介されます。
　半導体の製造過程で使用されたり、加工食品
の添加物として利用されたりと幅広い用途のあ
る「燐酸」。その製品を開発し製造販売している
事業内容の中でも特に『ココ凄っ！』な部分を
実際に働いている社員の方がリポートし紹介し
ます。お楽しみ下さい！！

◆◆◆放送時間のお知らせ◆◆◆
番　組　名　射水の会社 ココ凄っ！
　　　　　　アナログ：8ch　デジタル：091ch
放 送 時 間　12 月 10 日（月）〜 16 日（日）
　　　　　　1 週間
　　　　　　７：30〜７：45、15：00〜15：15、
      　　　　18：00〜18：15 

▲撮影の様子

▲
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事務局からのお知らせ 新春講演会のご案内

抽選でお買い物券が当たる！

12 月 31 日（月）～1 月 3 日（木）の年
末年始の期間、閉館いたします。 

1 月 4 日（金）より平常どおり開館、業
務を行います。 

財団法人  富山県新世紀産業機構  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新春経済講演会のご案内
 ■日 時 平成２５年１月２３日(水) 
      １４：００～１５：３０ 
 ■場 所 ホテルニューオータニ高岡 

4Ｆ 
 ■講 師 経済ジャーナリスト  

須田 慎一郎 氏 
■テーマ ｢舞台裏から見た政治･経済｣ 

      ～日本再生のために何が必要か～ 
■入場無料 
（事前に電話にて申込みお願いします） 
■申込・問合せ先■ 
公益社団法人高岡法人会 

   TEL 23-8855  FAX 26-1216 

 

【開催期間】平成 24 年 12 月 10 日（月）～ 
平成 25 年 1 月 6 日（日） 

 【実施内容】商品 500 円お買い上げ毎に 
抽選券 1 枚進呈。 

 【当選商品】 
■１等 加盟店共通お買い物券１万円分 

＜30 本＞
  ■２等 加盟店共通お買い物券５千円分 

＜30 本＞
  ■３等 加盟店共通お買い物券１千円分 

＜200 本＞
■４等 もち券(抽選券当たり券)200 円分 

＜800 本＞
※ お買い物券、もち券の利用期限は 

平成 25 年 2 月 28 日(木)まで 

【日  時】１月１７日(木)午後５時～

【会  場】第一イン新湊 ２階 
【講  師】石橋　冠氏（ﾃﾚﾋﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）
【代 表 作  】『池中玄太80キロ』

『昨日、悲別で』
『外科医 有森冴子』
『新宿鮫』『点と線』他

【テ ー マ】映画とまちづくり（仮題）
 

【参 加 費】無料 
■申込み・問合せ 

射水商工会議所 ＴＥＬ８４－５１１０
 

とやまの企業の元気づくりを
ワンストップでトータルサポート 
 
ものづくり研究開発資金の提供 

に関するセミナーのご案内 
 
平成25年度戦略的基盤技術高度化支援事業

（サポイン）の提案・採択に向け、セミナー

を開催し、審査員に伝わりやすい提案書の作

成方法をわかりやすく説明します。午前、午

後、同じ内容で 2 回開催します。また、個別

相談も実施します（事前予約優先）。サポイン

について知りたいという方も大歓迎です。 
【セミナー名】戦略的基盤技術高度化支援事

業（サポイン）提案書作成セ
ミナー 

【日   時】平成 24 年 12 月 19 日（水） 
       1 回目 10:00～12:00 
       2 回目 13:30～15:30 
【会   場】富山技術交流ビル 2 階研修室 
       富山市高田５２９番地 
【内   容】 

１． サポイン制度の概要 
２． 良い提案書の書き方 
３． 採択事例発表 
４． 個別相談会（事前予約優先） 

【参 加 費】無料 
【定   員】各回 60 名程度 
【主   催】中部経済産業局、 

(財)富山県新世紀産業機構 
■申込・問合せ先■ 
ＴＯＮＩＯ産学官連携センター 
プロジェクト推進課 
Mail：project@tonio.or.jp 
TEL：076-444-5607  

 

新湊商店連合会年末年始大売出し

公益社団法人　高岡法人会

FAX：076-444-5630

インフォメーション
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　このコーナーでは、世界で活躍する企業、オリジナル商品が
すごい企業などキラリと輝く射水市のがんばる企業をご紹介し
ます。
　第8回は、㈱折橋商店です。2012年も残り1ヵ月。皆さんは
新年を迎え、参拝した境内で何を思うでしょうか？㈱折橋商店は、
日本全国の神社等に「しめ縄」を発送しています。年末で製造・
発送がピークのお忙しい中、代表取締役 折橋雅仁氏にお話を伺
いました。

Ｑ＆Ａ
Ｑ．どんな商品も製造しているのか？
Ａ．合成繊維のしめ縄を手作業で製造している。発送先は、
日本全国全地域。サイズはご要望に応じて、一本一本丁寧に
手作りしている。繁盛期（年末、春秋のお祭り）に対応でき
るよう、年間を通して製造している。また、ほたるいか漁の
ためのわら網も製造している。
Ｑ．これまでの経緯
Ａ．創業130年ほど経つ。元々、漁に関わるもの（わら網や網等）
だけを作っていた。漁師さんたちは「魚の命をいただく職業」
ということで、信心深い人が多い。そこで、漁師が神社の鳥
居にあるしめ縄が汚くなっているのを見て「新しいしめ縄を
作ってほしい。」と頼んで来られたのが、現在のしめ縄作りの
きっかけと聞いている。
Ｑ．今後の展望
Ａ．わら網は、合成繊維の網と比較すると、価格は安いが耐
久性が劣る。そのため買い替えが必要となり、長い目で見る
と高くつく。しかし、わら網はほたるいかが獲りやすいと言
われており、漁の時期を終えると切り落として海に沈められ
漁礁にもなる。価格だけではなく、環境への影響など、わら
網をもっと知ってもらう機会を作りたいと考えている。

インタビューを終えて
　「命をいただいて生きている」という漁師さんたちの想い
から始まったしめ縄の制作。その大切な想いを乗せて、一つ
ひとつ丁寧にしめ縄が編まれ、それが全国各地へ届けられて
いるというのは、漁師街の新湊として、とても誇らしいこと
だと感じました。『食は命のリレー』と言いますが、地元で作
られた商品には、折橋商店さんのようにその土地や人々を想
う気持ちが込められています。地元消費は命のリレーであり、
心を満たし愛を育んで人々をつなぐ絆となるのだと改めて考
えさせられました。しめ縄・わら網製作は技術の伝承がない
ことも問題だそうです。2012年の終わりを向かえ、この大切
なバトンを次に渡していけるような未来にしていかなければ
と強く思います。

キラリ
しんみなと

一つひとつ心をこめて

▲わら網製造の様子

▲しめ縄製造の様子

社　　名
　株式会社　折橋商店
本　　社
　射水市久々湊２４４
代 表 者

代表取締役　折橋 雅仁
従業員数　12名
資 本 金　1,500万円
事業内容

しめ縄、わら網の製造

会 社 概 要

地域の皆様に、地元新湊の商品・
生産品が愛用され、育てていただく
ことが、豊かな地域づくりの根源です。

掲載企業を募集しています！
　「キラリしんみなと」で自社を紹介してみません
か？テーマは、スイーツ、新湊大橋、自慢の商品、
季節に関するものなど何でも構いません。お話だ
けでもお気軽にお聞かせください。なお、こちら
から取材のお願いをする場合もありますので、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。
＜問合せ先＞ 
　射水商工会議所 　東海  　TEL 84−5110


