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先月の事業

Pick up

７

10 消費税軽減税率対策窓口相談等事業セミナー 開催
消費税軽減税率対策窓口相談等事業

集客につながる！店舗演出・空間の作り方
７月10日(火)、本所会館会議室において、消費税軽減税率対策窓
口相談等事業の一環として講演会を開催しました。
今回の講演会では２部形式に分け、１部では本所職員による消費
税軽減税率対策についての説明があり、続けて２部では、消費税増
税に向けての集客につながる店舗活用講座と題し、講師に江戸小紋
空間デザイン代表の小林暢世氏をお招きしご講演いただきました。
講演では、小規模事業者でもすぐに実践できる店舗演出・空間活用について、基本的知識を学びなが
ら実践で活かす方法を学びました。日頃何気ない店舗の演出・空間作りによって導き出される工夫は、
受講者にとって学ぶべき可能性を秘めた内容であったと思います。
本所では、今後も「人材こそ地域資源」を合言葉に、中小企業の支援育成に向け、各種講演会や講習
会を開催する予定です。是非より多くの方にご参加いただければ幸いです。

７

12 金融保険部会出前授業 開催

７月12日(木)、本所金融保険部会（部会長 松岡新湊信金理事
長）では、新湊高校商業科３年生40人に対し、金融と保険に関する
出前授業及び金融機関見学会を新湊信用金庫本店にて開催しました。
金融についは岡村北陸銀行新湊支店副支店長が、経済の中の金融を
テーマに日銀や市中銀行の役割等をお話されました。保険について
はみろこ保険企画㈱棚田代表取締役が公的保険、私的保険の違いや
種類、生活、仕事において保険は必要不可欠なものだということを
説明されました。生徒からは、授業では学べない詳しいことが知れ
た、進路の参考になったなど、今回の見学会を通して貴重な体験をしたとの声が聞かれました。

７

８
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５ 新湊のこんな店､あんな店知っとるけ～deスタンプラリー

本所では、７月27日(金)～８月５日(日) 10日間にかけて、標記事業を実施しました。
これは、各個店に独自のサービスや工夫をしてもらい
自分のお店をＰＲすることを目的に実施しており、昨年
度まで実施していたワン・ツーコイン笑店街から、新し
く名称や内容等も変えたイベントとなっております。
今年は参加店舗数も49店舗（昨年度40店舗）と増え、
新たに建設会社や自動車整備工場、居酒屋等職種に関係
なく様々なお店が参加され10日間という短い期間でし
たが地元は大いに盛り上っていました。
次年度も実施予定ですので、会員事業所の皆様はぜひ
参加をご検討下さい。
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先月の事業

Pick up

ＢＷＣ目標達成！！！
ベストウイズクラブでは、４月16日(月)～６月29日(金)にアクサ生命保険株式会社の担当社員に本所
職員が帯同し、｢春のベストウィズキャンペーン」を実施しました。今回も目標値を達成することがで
き、基準保険料達成率部門では、規模別商工会議所全国５位という好成績でした。
本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上に
お役立ていただくことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた
様々な保障ニーズにお応えするものです。秋にも同様の ※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉
キャンペーンを行いますので、お伺いした際には、是非
制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所および
アクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。
ご協力いただきますようお願い申し上げます。

７

11 富山新港50周年式典

７月11日(水)、富山新港50周年式典が執り行
われました。
記念式典では、富山新港50周年記念事業実行
委員会会長である石井県知事が挨拶をされ、今
後の富山新港の益々の発展を祈願されました。
また、地元代表の夏野射水市長が挨拶された
後、知事から
の感謝状の贈
呈や記念講演
が開催され、
富山新港の重
要性を再度確
認しました。

７
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射水市中小企業等振興
条例研究委員会を開催

７月23日(月)、
本所で射水市中小
企業等振興条例研
究委員会を開催し
ました。この委員
会は、射水市商工
協議会が主催し、
射水市版中小企業
等振興基本条例の制定に向け、地域社会を構成する
中小・小規模事業者及び関連団体、地域金融機関、
研究機関、教育機関、大企業、市民の役割等を規定
する「中小企業等振興基本条例」を研究し、条例の
理念等について協議を行います。委員からは「射水
市の旧市町村間の地域連携を強化していく必要があ
る」といった意見や、｢射水市の将来像を描くよう
な条例にするべきだ」といった意見が出されました。

曳山まつり観覧席を販売しています
します。
新湊曳山まつり巡行における見どころに有料の観覧席（200席）を設置します。
詳細は下記の通りです。
◆観覧日時：10月１日(月) 午後７時30分～９時30分頃
◆設置場所：立町交差点 北側Ａ (100席)・南側 (100席)
◆販売代金：税込 3,000円（席を必要とするお子様も同額です）
※先着順の受付（販売）となります。
※座席の指定はできません。ご希望の設置場所ＡまたはＢを申し出てください。
Ｂを申し出てください。
◆販売開始日：８月１日(水)
平日：午前９時～午後６時
土曜：午前９時～午後４時
日曜・祝日：メールまたはＦＡＸにて対応
Mail：travelsh@p1.coralnet.or.jp
FAX：84－7040
販売・問合せ先

新湊曳山まつり市民プロジェクト（㈱トラベル新湊 TEL：84－2055 ）
第 731 号
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青年部だより
７

28 内川十楽の出店

７月28日(土)に内川十楽の市・夏の夜の彩にてどんどん焼き、
内川ベニス焼きの販売のほか、スーパーボールすくい、水中コ
イン落とし等子供縁日を行いました。チラシにて新湊地区、牧
野地区の小学校、保育園に周知活動を行い、当日は沢山のこど
もたちが楽しみに訪れました。また今年は滑川ＹＥＧのメン
バーが出店協力に参加され、より内川の賑わい創出に貢献しました。

女性会だより
７

４

平成30年度定時総会･記念講演会開催
富山県商工会議所女性会連合会

富山県商工会議所女性会連合会平成30年度定時総会が７月４日(水)、
富山電気ビルディングおいて開催され、県内８女性会より約120名出席
しました。（射水より15名出席）
平成29年度事業報告並びに収支決算・平成30年度事業計画（案）並
びに収支予算（案）役員改選（案）について、いずれも承認可決されま
した。総会終了後の閉会挨拶を、当女性会の久湊副会長が行いました。
総会後、断捨離トレーナ こばやしりえ氏が「職場の環境改善のため
の断捨離活用術」と題して記念講演会が開催されました。

〈会議所〉主な今月の動き
いみず塾

８/８

８/５

日

珠算・暗算能力検定試験

８/８

正副会頭会議

８/11

部会長連絡会議

８/31

８/７

火

水

水～土

木

～

８/２

金

本所青年部

理事会

本所議員視察研修（韓国）
常議員会

気を丈夫にしていこう。
気を整える習慣を。
気が人生の基礎なのだから。

書道家

武田
4
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SERIES
“フルーツ魚” をご存じですか？
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談員協会 (通称ＮＡＣＳ)
消費生活研究所所長
日本は四方を海に囲まれた、世界有数の豊か
な漁場に恵まれた国です。このような環境の下、

戸部

依子

くく、変色を遅らせる効果もあります。
高知大学が開発し、2007年に販売された鹿

日本人は昔から魚をおいしく食べるための知恵

児島県の“柚子鰤王”(ゆずぶりおう）が火付

を生み出し、新たな調理方法やメニューを編み

け役となりました。魚種にブリ、カンパチ、ヒ

出しながら、多種多様な海の恵みを余すことな

ラメ、マハタ、アユなどがあり、果物にはミカ

く利用しており、長い間の営みで培われてきた

ン、ユズ、スダチ、カボス、レモンなどがあり

「魚食文化」が脈々と息づいています。

ます。オリーブやハーブを用いた養殖魚もあり

各国の国民１人当たりの魚介類供給量と平均

ます。地域の特産品を使うことで地域色を打ち

寿命の関係を見ると、魚介類を多く食す国ほど

出し、オリジナルブランド魚の付加価値の向上

平均寿命が長い傾向が見られます。わが国が世

を目指しています。果汁を搾った後の処分に困

界一の長寿国であるのは、魚食が大きな影響を

る皮などの有効利用につながっており、廃棄物

与えているとも言えます。

削減にも貢献しています。

しかし、近年、わが国における魚介類の摂取

和食が2013年12月にユネスコの無形文化遺

量は低下傾向にあります。国民１人１年当たり

産に登録され、世界中で和食への関心が高まっ

の魚介類の摂取量は1995年をピークに毎年減

ています。健康志向から魚を食べる人が増え、

少している一方で肉類はほぼ横ばいで推移し、

「寿司（すし）」は今や世界共通言語となり、

2006年には肉類の摂取量が魚介類を上回り、

多くの国で食べられています。和食にとって魚

その差が拡大しています。また、動物性食品摂

介類は重要な食材の一つです。和食の要である

取量に占める魚介類の比率は、60歳代未満の

魚食文化の伝承は地方創生にもつながります。

年代で低下しており、「魚離れ」が深刻化して

世界中の人々がいつまでも魚を食べ続けること

います。

ができるよう、挑戦的ともいえる水産業者の新

そのような中、最近“フルーツ魚”が市場に

たな取り組みに期待しています。

出回っています。フルーツ魚とは、養殖生産者
が魚の臭みを抑える餌の開発など品質改善に取
り組み、餌にかんきつ類などの皮やジュースの
搾りかすなどを混ぜて育てた魚のことです。魚
嫌いな人が指摘する魚臭さや生臭ささを抑える
だけではなく、果物の抗酸化作用で魚が傷みに
第 731 号
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SERIES
冠婚葬祭における欠席のマナー
人財育成トレーナー

美月

あきこ

経営者の皆さんは、冠婚葬祭の機会も多いか

けて「代」と書きます。不祝儀袋の表書きは、

と思いますが、仕事が多忙な分、どうしても欠

薄墨で書くようにしましょう。これには、「涙

席せざるを得ない場合もあるでしょう。そこで

でにじんでしまった」という意味があります。

今回は、冠婚葬祭において欠席する際のマナー

香典の金額は、相手が自社や取引先の場合は５

をご紹介します。

千円から１万円が相場です。明確に決まってい

弔事への参列は、慶事よりも優先させなくて

るわけではありませんが、「４」「９」や、

はなりません。結婚式を欠席しても、別の機会

「２」以外の偶数は避けるように注意しましょ

に会ってお祝いすることはできますが、葬儀は、

う。

故人との最後のお別れの場であるためです。ス

慶事の場合は、前述の通り弔事よりも優先順

ケジュールを最大限調整して、できるだけ参列

位が低くなりますが、参加することで先方との

するようにしましょう。

結び付きが強くなり、信頼関係も築けるように

しかし、弔事は突然の出来事である場合が多

なります。そういう意味では、慶事にもなるべ

いため、仕事の都合によりどうしても参列が難

く参加した方がよいでしょう。欠席せざるを得

しいことがあります。その場合は、返事を曖昧

ない場合、なかなか言い出しづらいところでも

にせず、欠席する旨を早めに伝えましょう。欠

ありますが、弔事と同様、なるべく早めにその

席する理由は、「やむを得ない事情がありまし

旨を先方に伝えましょう。席や食事、手土産の

て」と簡潔に伝えればよく、長々と説明する必

準備などがあるためです。

要はないでしょう。

欠席した人が、後で「その日にどこそこで見

通夜か葬儀・告別式の、いずれかだけなら出

掛けた」と言われることもあります。私の知人

席できる場合もあるかと思います。通夜は、プ

にもそういう方がおり、悲しいことに、その方

ライベートな意味合いが強く、葬儀・告別式の

の評判はガタ落ちになってしまいました。弔事

方が重要な場です。通夜のみ参列できない場合

にせよ慶事にせよ、欠席してしまったなら、後

は、特に連絡を入れる必要はありません。逆に、

日なるべく早めに「どうしてもお伺いすること

通夜は参列できるけれど、葬儀・告別式には参

ができず、大変失礼いたしました」と、連絡を

列できないという場合は、きちんとその旨を連

入れておくことが重要です。単に「欠席した」

絡するようにしましょう。

という事実だけで終わらせないよう心掛けると

代理人を立てる場合は、家族や社員などにお
願いしましょう。葬儀場では、ご自身と代理人
との関係性を、忘れずに伝えてもらうようにし
ます。また、香典や名簿には経営者の名前に続
6

ＣＣＩいみず

第 731 号

よいでしょう。

インフォメーション

金

融

関

係

臨時駐車場のご案内

◆主な公的融資制度の利率◆
(平成30年８月１日現在)

資

金

名

利率(年)

1.11％
日本政策金融公庫 マ ル 経 融 資
(国民生活事業) 普 通 貸 付 1.16～2.75％
富 山 県

小口事業資金

1.80%以内

射 水 市

中小企業振興資金

1.80%以内

旧新湊庁舎の解体工事に伴い、本所駐車場の一
部が使用できません。本所正面にあります駐車場
は従来どおり使用できますが、満車の場合は臨時
駐車場を設けましたので、そちらのご使用をお願
い致します。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力
のほどよろしくお願い致します。
本所正面駐車場が満車の場合は
臨時駐車場をご利用ください。

◆日本政策金融公庫 定例相談会◆
【相談会場】 射水商工会議所１階相談室
アドバイザー等

開催日時

高岡支店国民生活事業
８月14日(火)

・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

13：00～15：00

臨時駐車場

富山支店中小企業事業

９月27日(木)
・中小企業への長期事業資金の融資
13：00～15：00
・国の中小企業政策に基づいた支援

射水商工会議所
射水市
新湊庁舎

◎ご利用の方は、事前に本所（TEL.84－5110）まで
ご予約をお願いします。

本所正面駐車場
(利用できます)

北
西

東
南

税経セミナー

工事期間

平成30年
日

時

７月２日(月)～12月上旬

平成30年 ９月13日(木)

14：00～15：30
場

所

高岡商工ビル

演

題

｢日本史の先人から学ぶ！
部下のほめ方・叱り方｣

講

師

中間管理職お悩み解決奉行
代表

入場料

４階研修室

神尾

弘和氏

８月15日(水)・16日(木)の２日間、業務を休ま
せていただきます。
８月17日(金)より平常通り業務を行います。
ご不便をおかけしますが、ご理解

無料
(事前に必ず電話にて申込みお願いします)

公益社団法人
申込・問合せ先

射水商工会議所
夏季お盆休業のお知らせ

の程よろしくお願い致します。

高岡法人会

TEL.23－8855

FAX.26－1216
第 731 号

ＣＣＩいみず

7

このコーナーは本所にお越しいただいた会員企業の皆様を、当広報誌を通
じて広く紹介することで、会員相互の交流や販路拡大に繋げ、併せて本所業
務を紹介することで、更なる利用促進を図ろうという企画です。
今回は、木谷綜合学園副学園長 木谷晋也さんにお話をお伺いしました。
木谷綜合学園は、珠算（そろばん）をはじめとしてバレエ教室や書道教室な
ど、様々なカルチャーが学べる教室を370箇所で展開しています。

来所の目的は何ですか？
優良従業員表彰負担金を納付に来ました。

表彰は従業員のモチベー
ションもアップします！

優良従業員表彰についてどう思われますか？
木谷綜合学園
毎年推薦をさせていただいています。 富山県射水市西新湊19-1
従業員に感謝の気持ちを伝えることがで
TEL.82－5411
きる良い機会となっています。自社だけ
では表彰式ができないので、商工会議所で表彰式を開いて頂き、
会社としても従業員も感謝しています。
優良従業員表彰は、従業員のやる気にも繋がりますし、この表
彰が従業員の励みにもなっています。来年度も推薦させていただ
きます。

突 撃！
インタビュー

大会

会員
2018 射水商工会議所
開催
日時
内容

今月のイチオシ

平成30年

9 月13 日 (木)

会場

第一イン新湊

参加
無料 !!

第１部
◆式

典

午後２時30分～３時30分

永年会員表彰、共済制度普及優良事業所表彰
優良従業員表彰（10・20・30勤続表彰）
事業概況報告
他

第２部
◆記念講演

午後３時30分～４時30分

演題

覇気を出す

講師

高森

大人気書籍

勇旗 氏

高岡市出身／元プロ野球選手

お問合せ
8

ＣＣＩいみず

第 731 号

著者
「俺たちの戦力外通告」

射水市商工会議所 総務課

TEL. 84－5110

