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先月の事業
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Pick up

１ 木 祝 射水市市政功労表彰受賞
射水市市政功労者表彰式が行われ、産業経済部門に本所常
議員の谷内田泰治様、穴田 茂様が表彰されました。お二人
は永年にわたり、本所の要職にあって、会員の指導・育成と
商工会議所の発展を通じ、地域経済の活性化に尽力されたこ
とが認められました。

◀ 穴 田 茂常議員（穴田茂公認会計士税理士事務所）(左)
谷内田泰治常議員（三進運送㈱）(右)

5 月 全国商工会議所観光振興大会2018 in 会津若松に参加
～6 火 ～全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞奨励賞を受賞～

11

日本商工会議所・会津若松商工会議所・福島県商工会議
所連合会との共催で開催された「全国商工会議所観光振興
大会2018 in 会津若松」に、新湊曳山まつり市民プロジェ
クトの米田リーダーと三箇サブリーダーと事務局の３名が
参加しました。全国191商工会議所・連合会等から、1,268
名が参加。15
回目を迎えた今
大会は、｢観光
地から感動地へ
～地方都市の観
光創造に向け～」をテーマに、全体会議・全体交流会・分科
会・エクスカーションが実施されました。５日の全体会議で
は、全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞の表彰式が行わ
れ、本所が奨励賞を受賞しました。
次回の大会は、2020年２月に金沢において開催されます。
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９ 金 新湊曳山まつり市民プロジェクト全体会議を開催

10月１日に開催された「新湊曳山まつり」の検証と課題を共有するための全体会議を開催しました。
米田秀樹リーダーより「今年の新湊曳山まつりは月曜日開催であることと台風24号の影響により、昨
年のような集客には及びませんでしたが、事故も無く無事終わることができました。今年のプロジェク
ト事業について反省・改善をし、次年度に繋げたいと思います。また当プロジェクトの取り組みが、全
国商工会議所きらり観光振興大賞奨励賞を受賞することができました。皆様に感謝したい。」と挨拶。
県内外に向けたプロモーションの強化、土産品の開発、悪天候への対応など、来年の新湊曳山まつり
に向け活発な意見交換のあと、三箇サブリーダーより「今年の課題を克服し、来年の祭りもまた来た
い！と思ってもらえるよう地域をあげて皆さんと一緒に取り組みたい。」と挨拶し会議を終えました。
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12 月 創造企業報告会を開催

第13回創造企業報告会を本所会議室にて開催しました。
創造企業報告会は、射水市の優れた企業経営者の取り組みを
聞き、アドバイザーが自社（店）への置き換えのポイントを
解説することで、聴講者の自己変革を促すことを目的に開催
しています。
今回は、精密機械板金加工業を主事業とする㈱スカイ（代
表取締役会長 放生正孝氏）を報告企業にお迎えしました。
放生会長からは、ＪＩＳＱ9100（航空宇宙産業品質マネジメ
ントシステム）や、医療機器製造業許可証の取得方法や、自
社の品質向上へ向けた取り組みについてお話しいただきまし
た。企業報告を受けて、兵庫県立大学大学院の内田康郎教授は、｢組織能力の向上」｢無形資源の強化」
｢意思決定の迅速化」の重要性について解説していただきました。
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13 火 地域資源を活用した地域ブランドの作り方を勉強
創造経営プロジェクトメンバー11名と本所職員５名が参
加し、セミナーとワークショップを交えた地域ブランドづく
りを学びました。
地域創生プロジェクトにおける商品開発、販路開拓、プロ
ジェクト全体の企画・コーディネートなどを支援している一
般社団法人地球ＭＤ代表理事 山本 聖氏（中小機構地域活
性化支援チーフアドバイザー）が講師を務めました。山本講
師は、｢地域ブランドの確立は、地域全体が一丸となって取
り組むことが大切である」と強調していました。
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15 木 東美濃の６商工会議所より視察

岐阜県東美濃地区の６商工会議所（多治見、中津川、
土岐、恵那、可児、瑞浪）の事務局長他の皆さんが本所
を訪問されました。東美濃はＮＨＫの連続テレビ小説
「半分、青い。」のロケ地でもあり、2020年には大河
ドラマ「麒麟がくる」の撮影が予定されています。今回
の訪問は、ドラマや映画のロケ地としての活用や観光振
興の取り組みを研修テーマに視察訪問されました。映画
「人生の約束」のロケ地となった射水市における観光振
興の取り組みについて本所より説明し、質疑応答の後、
相互の事業活動等について意見交換を行いました。
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28 水 国際航空宇宙展2018東京・東京湾・
～29 木 日商を視察

11

建設部会と運輸通信部会による合同視察研修会を両部会
メンバー12名で実施しました。２日間の日程で、東京ビッ
クサイトで開催されている国際航空宇宙展2018東京他２ヵ
所を視察しました。１日目の国際航空宇宙展2018東京では、
今後、日本の基幹産業として期待される航空機業界の動向
を視察しました。２日目は、東京都港湾局が実施している
視察船での東京湾視察及び日本商工会議所の新ビル表敬訪
問を実施しました。
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30 金 産業施策の実行計画の策定に向けて始動

射水市産業振興研究会ワーキンググループ（主催：射水市商工協議会）を本所にて開催しました。こ
のワーキンググループは事業者や各種関連団体が連携して、産業振興のための施策を立案することを目
的に昨年度より開催しており、今年度は昨年度提案された「地域内仮想通貨」｢お仕事体験事業・創業支
援策」｢いみずご当地市場」｢射水市産の定着に向けた食育」の４つの事業の実行計画を策定することを
目標としています。出席した委員からは、事業を実現するため、誰が主体となるべきかや、誰に協力を
してもらえば良いかなど、活発な意見が交わされました。
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21 水 新湊青色申告会 税を考える週間のＰＲ事業を実施
新湊青色申告会は万葉苑・七美ことぶき苑を訪問し、鉢花
を贈りました。この訪問は、新湊青色申告会が、国民の皆さ
んの税金が活かされている福祉現場を訪問し、ＰＲすること
で税について考えてもらおうと「税を考える週間」(11月11
日～17日）に合わせて毎年実施しています。
門嶋会長より鉢花を手渡され、入居者の
皆さんは嬉しそうに微笑んでいらっしゃ
いました。

〈会議所〉主な今月の動き
12/１

4

土

正副会頭会議

共済加入事業所優待事業
｢京都の名刹を巡る」バスツアー

12/13

木

常議員会

12/３

月

会館検討委員会

12/４

火

県西部商工会議所議員懇談会及び懇親会

12/18

火

射水市きらりカンパニー顕彰事業選考会

12/８

土

青年部「会員家族クリスマスパーティ｣

12/19

水

小規模事業者経営改善資金審査会

12/９

日

珠算・暗算能力検定試験

12/26

水

青年部理事会
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正副会頭と常議員会、部会長との懇談会

青年部だより

祝 射水商工会議所青年部創立40周年
射水商工会議所青年部は昭和53年12月に設立し、
本年創立40周年を迎えました。年度当初より記念講
演部会、記念式典部会、協賛金部会、記念誌部会の
４つの部会を設置し各部会メンバーがそれぞれ諸準
備を行い、｢感謝～挑戦心を胸にさらなる飛躍を～｣
をテーマに下記各記念事業を実施しました。
11月25日(日)新湊アイシン軽金属スポーツセン
ター大アリーナにおいて、記念講演会（若手後継者

等育成事業）を行いました。講師に柔道家の篠原信一氏
をお招きし「挑戦心」をテーマにお話頂きました。市内
外より次世代を担う小・中・高校生やその家族など約
500名が来場。当日参加頂いた方々にこれまでの青年部
活動のＰＲと感謝の意を示すことができました。引き続
き、会場を第一イン新湊に移し「記念式典・記念祝賀会｣
を行いました。
式典では、前川会長より挨拶の後、夏野市長、高橋市
議長、牧田会頭、山口富山県商工会議所青年部連合会会
長よりご祝辞を頂戴しました。
祝賀会では、第10代会長の伊藤副会頭が乾杯、青年部
の活動を「40年の歩み」(ＶＴＲ放映）で振りかえりま
した。その他西新町太鼓、ＩＭ Ｚｉｐとメンバーとの
ダンスが披露され、祝賀会は大いに賑わいました。
創立40周年記念事業をとおし、青年部メンバーの団結
が強固なものとなりました。
ご協賛いただきました企業の皆様には本当にありがと
うございました。後日、記念誌をお送りします。

万葉線 金曜シンデレラ便 (トレイン) が
運行されています。
2018年10月から毎週金曜日
万葉線「金曜深夜便」試験運行中（祝祭日除く）
ダイヤは万葉線ＨＰをご覧ください。
問合せ先

万葉線株式会社

TEL. 0766－22－1196

第 735 号
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３ 土 観光ＰＲを実施 ～千曲市～

本市と姉妹提携を結んでいる長野県千曲市の
「森将軍塚まつり」において、射水市のＰＲを目
的としたカニ鍋の販売を行いました。当日は天候
に恵まれ、多くの人で賑わう会場内で千曲市民の
皆さまに射水の海の幸を味わっていただきました。
また、カニ鍋は午後２時には完売しました。毎年
恒例ステージイベントでは射水市の特産品のあた
る射水市に関するクイズを行い千曲の多くの方々
に楽しんでいただきました。カニ鍋は好評につき
完売射水の観光ＰＲに貢献しました。

女性会だより
11

14 水 元新橋

１芸者 千代里氏による講演会開催

第一イン新湊において、今年度若手後継者等育成事
業「講演会」を開催しました。(聴講者71名）元新橋
№１芸者／随筆家として活躍中の千代里様に「お客様
をご贔屓にする 言葉 聴き方 話し方」をテーマに
お話頂きました。千代里様の所作、す～と耳になじむ
お声で癒される講演会となりました。
小さいころより和裁が得意なおばあ様の影響を強く
受けてお育ちになり、周囲の反対を押し切って新橋芸
者となるまでの葛藤。その後№１として、毎日多忙を
極め体調を崩し、様々な気づきがありご自身が成長し
てきた経緯についてお話されました。言葉を発するこ
とで他人にどう伝わるのか？どのように接すると同じ言葉を使ってもギスギスしないか等、傲慢より謙
虚に、ささいなことでも喜べるプラス思考で接客することが重要とお話されました。聴講された方より、
｢お客様の気持ちに寄り添えるよう頑張りたいと、充実した90分だった」と大変好評の講演会となりま
した。
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28 水 長机（５脚）を新湊小学校へ寄附

10月14日(日)新湊かにカニ海鮮白えびまつりにおいて、
出店したチャリティーバザーの収益金で購入した長机（５
脚）を新湊小学校へ寄附しました。笹谷会長、久湊、米田、
鵜川副会長が新湊小学校を訪問し、森校長先生に女性会事
業の取り組みの説明を行い、生徒代表の泉田君と笹島君へ
長机を渡しました。｢長年使用し、傷みが目立った長机が
新しくなりうれしいです。作品の展示、各行事に大切に使
います。」と感謝の言葉を頂きました。
この事業は毎年実施しており、今回で23回目になります。
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インフォメーション

金

融

関

新年経済懇談会

係

講演会のご案内

◆主な公的融資制度の利率◆
(平成30年12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 1.16～2.85％
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

●日 時
●会 場
●演 題
●講 師
●参加費

平成31年１月16日(水)
午後５時～６時
第一イン新湊 ２階
｢置かれた場所で咲きなさい」
日本テレビホールディングス㈱
取締役副社長 小杉 善信氏
無料

申込・問合せ先

◆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

本所ＨＰ会員企業紹介ページにて
会社やお店をＰＲしませんか
｢会員企業紹介｣ ページとは？

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

ホームページ掲載サンプル
店名

随時受付中

ＵＲＬ
説明文

14：00～15：30
場

所

ホテルニューオータニ高岡

演

題

｢地方はどうやれば光るのか｣

講

師

商品ジャーナリスト

４Ｆ

北村 森 氏

無料
(事前に必ず電話にて申込みお願いします)

高岡法人会

TEL.23－8855

写真

※説明文には、検索で
ヒットさせたい“キー
ワード”を入れると効
果的です。

掲載のメリット

平成31年 １月22日(火)

申込・問合せ先

本所サイト内に
ある、会員の皆様
の事業を紹介する
ページです。

営業時間

新春講演会

公益社団法人

写真

ＦＡＸ

◎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。

入場料

所在地

電話

・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

時

代表者名

事業内容

富山支店中小企業事業

日

射水商工会議所 総務課
T E L. 84－5110

FAX.26－1216

・会員特典なので掲載料等は一切かかりません。
・自由な文章で事業を紹介できます。
・写真は２枚まで掲載できます。
・すでにＨＰをお持ちの方もＵＲＬを紹介できます。
・会議所は公の機関なので、掲載されている情報、
内容は確かであると伝えることができます。

事務局 年末年始
休業のお知らせ
12月29日(土)～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、通常通り開館、
業務を行います。
第 735 号
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アクサ生命は、
商工会議所と協力し、
会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度
でサポートしています。
第 735 号 高岡営業所
8 ＣＣＩいみず 北陸支社
アクサ生命保険株式会社
〒933-0912 高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル3Ｆ TEL 0766-26-0169 FAX 0766-22-5934

