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川 口 佳 秀
２０２１年の新春を迎え、謹ん
でお慶び申し上げます。
旧年中は、名張商工会議所に対
し、格別のご理解ご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。
昨年は、中国武漢から世界中に
四散した新型コロナウイルス感染
症の拡大により、各国経済が急激
に減速する中で、国内でも個人消
費の低迷、企業収益の悪化等、極
めて厳しい状況で、終息が見通せ
ないまま新年を迎えることとなり
ました。
新型コロナウイルス感染症が企
業経営に大きな影響を及ぼすよ
うになってから、国をはじめとし
たさまざまな機関で資金繰り等を
支える各種制度が設けられ、名張
商工会議所といたしましても経営
に影響を受けている中小・小規模
企業等を支援するため、経営及び

金融等の相談に対応した「新型コ
ロナウイルスに関する経営相談支
援窓口」を設置し、事業者に寄り
添った支援を実施してまいりまし
た。
また、同感染症により大きな影
響を受けた市内事業者の応援を
するため、プレミアム付き商品券
「がんばろう名張の観光・うまい
もん地元応援券」及び第２弾とし
ての「全世帯型プレミアム付き商
品券、子育て応援商品券（名張市
からの受託事業）」の発行によっ
て市民生活を応援し、個人消費の
拡大を促進するとともに、市内経
済の再生に向けての取組も行なっ
てまいりました。
今後も経済活動が正常化に至る
までに長期間を要することが想定
される中、一刻も早く新型コロナ
ウイルス感染症が終焉することを
祈っております。
さて、商工会議所は、地域総合
経済団体として地域商工業の総合
的な発展を図るとともに、会員や
地域からの意見・要望を幅広く反
映させ、地域のオピニオンリーダ
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新年のご挨拶

会員増強運動
入会受付中

ーとして、地域経済の振興発展と
中小企業の活力強化、さらには名
張市の将来を視野に入れた魅力あ
るまちづくりの実現など元気な地
域づくりを目指していくことが商
工会議所の使命であります。
名張川の引堤等河川整備「名張
かわまちづくり一体型浸水対策事
業整備」事業実施にともない、名
張川と宇陀川合流点の親水空間を
新たな賑わいのあるものにして地
方創生・観光を加速する拠点の道
の駅、川の駅や交流施設整備等を
検討し、関係機関に提言してまい
ります。
引き続き今後も国・県の中小企
業・小規模事業者支援策に鑑み、
関係機関との一層の連携を図ると
ともに、地域ブランドの確立など
新しい取組も模索しながら地域活
性化に向けて諸事業を推進してま
いります。
本年も皆様のご支援・ご協力を
お願い申し上げますとともに、ま
すますのご発展とご多幸を祈念い
たしまして年頭のごあいさつとい
たします。

代理店

損保ジャパン代理店

名張市鴻之台1番町41番地

E-mail:info@nakanojs.com

２０２１年
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〜逆境のときこそ、力を尽くす〜

き得られた余暇を
人との繋がりに充
てることで、幸福
度を向上させる指
村 明 夫 標にもなることか
ら、私はこれを日
本の新たな国家目標に据え、そ
の引き上げのために皆で知恵を
絞り、汗をかくべきだと考えま
す。
日本全体の生産性向上のため
に、商工会議所は、以下の３点
に取り組んでまいります。第一
は、コロナ禍への対応支援で
す。環境変化に対して、柔軟に
素早く対応できることが中小企
業経営者の強みであり、コロナ
を契機として新製品やサービス
開発、業態転換、ＥＣ等も活用
した国内外への販路開拓などに
積極果敢に挑戦する経営者を、
しっかりと後押ししてまいりた
いと思います。
第二は、デジタル化を通じた
生産性向上です。コロナ禍で初
めてテレワークを体験し、デジ
タル技術の有用性に気付いた経
営者も多いと思います。また、
国や地方公共団体が今後デジタ
ル化を進める中で、民間企業側
もそれに対応していく必要があ
ります。まずは身の丈に合っ
た、低コストで利用可能なＩＴ
導入から始め、徐々にステップ
アップするなど、ＩＴ導入補助
金等の支援策もフル活用し、中
小企業のデジタル化を推進して
まいります。
第三は、取引適正化です。大
企業と中小企業が強固に結び付
いた日本経済の強さは、大中小

の石が組み合わさって風雪に耐
える「石垣」に例えられてき
ました。しかし、その石垣も修
復、再構築する時期に来ていま
す。サプライチェーン全体のデ
ジタル化により効率性を高め、
コストアップや付加価値をフェ
アに分け合い取引価格の適正化
を図る「大企業と中小企業の新
たな共存共栄関係」の構築が必
要です。商工会議所は、この趣
旨に賛同した企業による「パー
トナーシップ構築宣言」の宣言
企業が１，０００社を超えるよ
う、積極的に後押ししてまいり
ます。
加えて、本年いよいよ開催が
見込まれる東京オリンピック・
パラリンピックを、復興五輪で
あると同時に、感染拡大防止と
社会経済活動を両立させる具体
的なプロジェクトとして位置付
け、国民運動を盛り上げていき
たいと考えております。
最後に、近代日本資本主義の
父であり、東京商工会議所初代
会頭の渋沢栄一翁は、関東大震
災の混乱の渦中にあっても「逆
境のときこそ、力を尽くす」自
らの信念によって、晩年にあっ
てなお、わが国を立て直すべく
精力的に奔走されました。渋沢
翁の意志を受け継ぎ、今年も日
本商工会議所は全国のネットワ
ークを最大限活用し、中小企業
と地域の発展、日本経済の再生
に向けて、先頭に立って頑張っ
てまいります。皆さまの多大な
るご支援、ご協力をお願いし、
私の年頭あいさつとさせていた
だきます。
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明けましておめでとうござい
りも「強く豊かな国でなければ
ます。
国民を守れない」ということに
２０２１年の新春を迎え、謹
皆が気付いたのではないでしょ
んでお慶び申しあげます。
うか。激甚化する自然災害、新
さて、昨年１月にわが国で初
たなパンデミック、地政学上の
めての新型コロナウイルス感染
混乱等は今後も起こり得るもの
者が報告されてから、早くも１
であり、わが国がそのような不
年が経とうとしています。コロ
確実性の中を生き抜いていくた
ナ禍にあっても、今なお必死に
めには、不確実性を吸収できる
経営努力を続けておられる皆さ
バッファとしての「戦略的ゆと
まに深く敬意を表するととも
り」が不可欠であります。
に、われわれ全国５１５の商工
昨年の菅政権発足以降、私は
会議所は、今年も一丸となって
政府に対してこの「戦略的ゆと
事業者の皆さまと地域経済の発
り」を持つ必要性、またそのた
展のために力を尽くしてまいり
めにも経済成長が欠かせないも
ます。
のであることを訴えてきまし
さて、わが国経済全体は、緊
た。経済成長は労働投入×資本
急事態宣言が発令された昨年４
投入×全要素生産性で定義され
６月期のＧＤＰがリーマンショ
ます。これまでの深刻な人手不
ック時を超える戦後最大の落ち
足の中で、女性や高齢者など労
込みを記録した後、７ ９
働参加が大いに進みました。し
– 月期に
は持ち直しの動きへと転じまし
かしさらなる労働参加率の向上
た。しかし、秋以降に再び感染
には限界があり、将来不安によ
が拡大する中、その後の回復に
り消費が伸び悩む中では国内
向けた足取りは依然として重い
での新たな設備投資による資本
ままです。
蓄積も多くは望めません。従っ
一方、コロナ禍を通じて、政
て、わが国の経済成長のために
府・民間を含めた国全体として
は、残る「生産性の向上」が必
のデジタル化の遅れ、過度な大
須なのです。
都市集中のリスクと適切な地方
一国の生産性は「一人当たり
分散化の必要性、危機下にお
ＧＤＰ」で表されますが、日本
ける医療提供体制のあり方、中
は２０１８年時点で世界第 位
央と地方の権限分担のあり方
に甘んじています。「一人当た
など、日本の多くの課題が浮き
りＧＤＰ」は国民一人当たりの
彫りとなりました。また何よ
豊かさだけでなく、効率的に働
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謹んで新年のお慶びを申し上げます
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川口 佳秀 川口栄蔵㈱代表取締役
亀井喜久雄 ㈱亀井商事代表取締役
中子 統雄 ㈱アドバンスコープ特別顧問
辻本 俊志 ㈱大道建設取締役会長
前田 國男 名張商工会議所
井ノ上益升
〃
内田 英伸 ㈱百五銀行名張支店支店長
大西 正人 北伊勢上野信用金庫名張支店支店長
沖
篤義 ㈱タカキタ取締役専務執行役員
奥野 弘一 伊賀ふるさと農業㈿名張西支店支店長
勝木 祥文 ㈲かつき代表取締役
加藤 幸司 オキツモ㈱人事総務課長
亀山 仁保 丸三急送㈱代表取締役
栗田 博行 イオンリテール㈱イオン名張店店長
澤野 公秀 ㈱第三銀行名張支店支店長
清水
徹 ㈱パナホーム伊賀代表取締役
髙田 雅之 ㈱ネクスト・ワン代表取締役
竹田 雅一 ギフトシティ山城屋代表者
田畑
博 ㈱メイハン代表取締役
玉置 英治 ㈱対泉閣代表取締役会長
辻本 弘一 ㈱辻本精工代表取締役
土井 恵吾 ブリヂストンケミテック㈱理事
中島 滋泰 ㈲名張自動車学校顧問
西田 哲也 ㈲小木屋食品代表取締役
櫨中 亮太 ㈱ＬＩＸＩＬ名張工場総務課長
福田 博行 ㈲味ふく代表取締役
冨士松洋也 ㈱近畿不動産販売代表取締役
村井
宏 名張近鉄ガス㈱取締役
村山
寛 ㈱三重銀行名張中央支店支店長
森本
宏 ㈲森本自動車代表取締役
山端 武彦 ㈱ヤマタケ代表取締役
池本 潤哉 ㈱南都銀行名張支店支店長
土井 重之 土井粋花園代表者
中野
健 ㈱中京銀行名張支店支店長
赤井 一彦 ㈱赤井薬局代表取締役
浅津 英明 ㈱名張ゴルフセンター代表取締役
家里 英夫 （福）こもはら福祉会複合福祉施設 はなの里施設長
生田 亮司 ㈱生田代表取締役
市原 成章 ㈱市原木工所代表取締役
伊藤 拓真 イセット㈱名張営業所常務取締役
稲垣 昌司 ㈲Ｉ・Ｇ・Ａサポート代表取締役
岩見 勝由 ㈱瓦勝取締役会長
上村 博一 ㈱タオ代表取締役
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員 上森
望
梅本 英昭
大久保憲司
大崎 哲也
尾形 雅則
岡山 啓子
奥田 哲也
加藤 幸村
川村 尚央
菊山 賢二
澤田 浩幸
菅尾
悟
髙北 和司
田中 保行
田畑 純也
田村 禎規
辻
勝彦
寺門 忠義
富永
修
永尾
勉
中村 堯俊
中村 民夫
中村 雪夫
西田 重好
則近 優一
藤森
修
堀
大輔
松尾 明夫
松本 茂記
水谷
亨
宮尾 保範
宮㟢 秀生
村井 賢二
村橋
收
森口 充啓
山崎 要人
山㟢
進
山下平八郎
吉井 正男
吉谷 昌亮
若松 大介

近畿環境サービス㈱名張事業所所長
梅本モータース代表者（名張自動車整備組合）
㈲オークボフーズ代表取締役
㈱フミックス代表取締役
㈲尾形建築事務所代表取締役
㈱伊和新聞社代表取締役
㈲精肉のオクダ代表取締役
㈱加藤塗装工業代表取締役
㈲わかば共栄保険代表取締役
㈱丸栄建設代表取締役
㈱御菓子司さわ田代表取締役
名張不動産㈱代表取締役
コーワ工業㈱代表取締役
㈱田中屋代表取締役
㈲タバタ米穀代表取締役
㈱田村代表取締役
㈲ケイアンドエイベット代表取締役
㈱テラカド代表取締役
富永不動産後継者
永尾不動産㈱代表取締役
㈱中村工業代表取締役会長
新興商事㈱代表取締役
㈲クリーンテック名張代表取締役
㈱エスプリ代表取締役
㈱ＹＯＵ代表取締役
㈱フジモリ代表取締役
藤森工業㈱名張事業所総務課長
㈲マイア取締役
中部電力パワーグリッド㈱伊賀営業所所長
コクヨ㈱三重工場総務課長
名宝産業㈱代表取締役
㈱伊勢丈代表取締役
昭和電工マテリアルズ㈱名張事業所 人事部エネルギーBPグループ 部長代理
村橋造園㈱代表取締役
㈾三和ブロック代表社員
医療法人（社団）寺田病院事務長
㈱山㟢建設代表取締役
山下造園㈱代表取締役
吉野屋代表者
吉谷靴下㈱監査役
㈱ワカマツ統括管理責任者
（順不同）
事務局職員一同

〜あなたの安心、お守りします〜

イセット株式会社

名張営業所

名張市平尾3213番地5 賛急屋ビル1F
TEL 0595‑64‑4141 FAX 0595‑64‑7917
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ホームセキュリティや防犯カメラ、消防点検など
警備のことはもちろん、何でもご相談ください！

都市振興税の延長に対する意見書を提出
名張市において平成28年度から5年間限定で固定資産税の標準税率に0.3
％を上乗せする超過課税「都市振興税」を令和5年度まで3年間延長を表明
されたことに対し、12月14日、名張市長、名張市議会議長へ提出しました。
意見要望書では、
「長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、我
が国の経済は依然として厳しい状況下にあり、中小・小規模事業者を取り巻
く環境も、雇用不安の拡大、不透明な金融事情、後継者不足など、さまざまな
危機にさらされている。この度の都市振興税の延長による負担増は、中小・小
規模事業者の経営はもとより市民生活を圧迫し、たいへん厳しいものとなり、
地域経済への悪影響も懸念されることから、3年間の延長は実施しないでい
ただきたい。厳しい財政状況が長期化しているなか、持続可能な名張市の行
財政運営を考えると、将来に向けての負担の在り方を検討する必要があると
思われるが、これの実施には市民や事業者等の十分な理解が必要であり、ま
ずは、更なる行財政改革を断行し、具体的な展望や財源対策等について市
民、事業者等に詳しく情報開示するとともに、拙速を避けて十分な時間と機会
を設けてわかりやすく説明され、多様な意見を把握された上で検討行ってい
ただきたい」とし、また市議会議長には、上記に加え、
「議決機関としての役
割を認識され、果たすべき機能をしっかりと発揮し、広く市民、事業者等の意
見、意向等を十分に把握され、慎重にご審議いただくことを、強く要望する。」
との内容で提出しました。

名張のお店を応援しよう！みんなで支えよう！名張のお店
全世帯型プレミアム付商品券・子育て応援商品券

商品券のご利用期限が迫っています！
！

利用期限

令和3年1月31日
（日）

●利用期限を過ぎた商品券はご使用いただけません。ご注意ください。
●ご利用いただけなかった商品券の払い戻しはできませんのでご注意ください。
●最新の取扱店一覧表は名張商工会議所ホームページからご覧いただけます。
（https://www.nabari.or.jp/）※562店舗のお店で使えます。
（令和2年12月16日時点）
【お問い合わせ】 名張商工会議所 TEL0595-63-0080

会議所ニュース
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事業資金融資情報
日本政策金融公庫国民生活事業普通貸付（基準金利）…2.06〜2.45%

令和2年12月15日現在

ば

小規模事業資金 ……………………………………………1.60％

令和2年12月15日現在

創業支援について
創業に際しては様々な準備が必要です。また、早期に経営を軌道に乗せるためには、的確な開業計画書の作成が不可欠です。
創業準備の進め方から資金調達、開業計画書の作り方などについて、名張商工会議所の経営指導員が様々なアドバイスを行い、
創業のお手伝いします。
開業資金の調達方法や、開業計画書の書き方がわからない
従業員を雇用するとき、どのような手続きが必要かわからない
● 創業に必要な許認可手続きがわからない
● 簿記や経理、確定申告の方法がわからない
● 創業に関する優遇制度について教えてほしい
●
●

上記のような創業に関する相談がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
（無料）
名張商工会議所経営支援課 ☎︎ 0595-63-0080
名張商工会議所ＨＰ http://www.nabari.or.jp

小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者を対象に経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し補助金が出ます。また、計画の作成や販
路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
【応募スケジュール】 日本商工会議所（補助金事務局）への申請書類一式の送付締切：令和 3 年 2 月 5 日（金）
［郵送：締切
日当日消印有効］※商工会議所が作成する書類「様式 4 号」の準備が必要です。交付には日数を必要としますので、作成・
交付のご依頼はお早めにお願いいたします。
【補助対象者】 小規模事業者
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数 5 人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20 人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20 人以下
【対象となる事業】 策定した「経営計画」に基づき商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
【補助対象経費】 １．機械装置等費、２．広報費、３．展示会等出展費、４．旅費、５．開発費、６．資料購入費、７．
雑役務費、８．借料、９．専門家謝金、１０．専門家旅費、１１．設備処分費、１２．委託費、１３．外注費
【補助額・補助率】 ・補助額（原則）：上限 50 万円（特例事業者は 100 万円） ・補助率：補助対象経費の 2/3 以内
感染拡大防止の取組（事業再開枠）を行う場合は定額補助・上限５０万円を上乗せいたします。
※募集要領、各種様式におきましては、以下に掲載しております。
「2020 令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金」 https://r1.jizokukahojokin.info/
申請方法等詳細は名張商工会議所

経営支援課（☎︎ 0595-63-0080）までお問合せください。

持続化給付金申請サポート会場開設中

申請は1/15まで！
！

経済産業省の持続化給付金事務局「申請サポートキャラバン隊」が12月24日〜1月15日の期間、名張産業振興センタ
ーアスピア４階にて電子申請の方法がわからない方、できない方に、申請サポートを行っています。会場のご利用には
予事前予約が必要です。
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
フリーダイヤル：0120-279-292
IP電話からのお問い合わせ先：03-6832-6631
9時30分〜19時00分 日曜〜金曜（土曜日・祝日を除く）
⑸ 第 640 号
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産業振興センター『アスピア』からのお知らせ

〜新型コロナウイルス感染拡大防止対策とお願い〜
①全貸室の換気や、机・椅子の消毒
を行っています
②館内は不特定多数の方が触れる部
分の定期的な消毒を行っています
③ご来館のお客様へ
・必ずご来館前に検温を済ませ、
マスクを着用し、手指消毒をお
願いいたします
・貸室ご利用のお客様全員に『参
加者名簿』の記入をお願いたし
ます

◎三重県推奨！『安心みえるLINE』を全貸室登録しました！
『施設利用者やイベント等の参加者に新型
コロナウイルスの感染が確認され、保健所が
不特定の方へ感染のおそれが高いと判断した
場合、LINEメッセージでその情報をお知らせ
します。〜三重県 安心みえるLINEより〜』
アスピアでは、全貸室ごとのQRコードを取
得し、各貸室に掲示しております。
活用方法については三重県HPにてご確認く
ださい。
※三 重 県 『 安 心 み え る L I N E 』 県 民 の 皆
様向け利用方法［https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/
m0068000077_00002.htm］

令和3年からアスピアの休館日が変わります
例年、年末年始のみ休館日となっておりましたが、GW・お盆
が追加されました。
ご了承くださいますようお願いいたします。
●ゴールデンウイーク 昭和の日、憲法記念日、みどりの日、
子どもの日、及びこれらに隣接する土曜、日曜
●盆休み 8月13日～16日の間の土曜、日曜

【令和3年

休館日のお知らせ】

ＧＷ … 4月29日（木）、5月1日（土）～5月5日（水）
お盆 … 8月14日（土）、8月15日（日）
年末年始 … 12月28日（火）～12月31日（金）
令和4年1月1日（土）～1月3日（月）

名張市内の企業応援サイト「 結 」がパワーアップします！！
名張商工会議所が運営する、名張市内のお店や事業所を
応援するポータルサイト「 結 」では、現在７８社様の事業所
情報を公開しています。掲載や情報提供を希望される企業
様は、是非名張商工会議所までお問い合わせください。
また、この度名張のデリバリーサービスの「ナバイーツ」様
と連携し、
「結」サイトと注文サイトとのリンクを開始しまし
た。商品券を使ってデリバリーサービスをご検討される際に
はぜひご活用ください。
ＵＲＬ：https://www.nabari.or.jp/yui/
ＴＥＬ：63‐0080

自分史、冊子、ポスター、
チラシ、
名刺、
ハガキ等の印刷も承ります！

会議所ニュース
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企業と地域のサポーター

名張商工会議所入会のご案内

名張商工会議所は、
「商工会議所法」に基づいて設立された公共性の強い法人で、
会員の総意をもって地域経済の振興
や地域社会の発展のため幅広い活動を行っている地域総合経済団体です。
現在、
大企業から中小企業、
個人事業所まで企業規模、
業種の枠を越えて多くの事業所様にご入会いただいており、
会員
企業様の経営課題にトータルサポートを行っております。
個人や一企業だけでは解決できない中小企業施策や税制問題、
地域課題など、
様々な経営者の声を国や県、
市等の施策
に反映させるためには、
会員数の増加による一層の組織力の強化が必要です。
このため、
より多くの商工・サービス業・団体等の
皆様に、
商工会議所にご入会いただき、
企業の存続、
発展を図っていただくとともに、
様々な業種の経営者との交流や研修会、
セ
ミナーへの参加、
情報提供などの活動にご参加いただきたいと思います。
未加入事業所様におかれましては、
この機会に是非ともご入会くださいますようお願い申し上げます。
ご一報いただければ
ご訪問等により詳しくご説明申し上げますので、
ご連絡をお待ちしております。

商工会議所って？

○商工会議所ってどんなとこ？
簡単に言うといろんな会社や商店など商工業を営む人や、
地域福祉・医療などのサービス業を営む事業所等で組織し自
主的に活動する、
地域を代表する経済団体です。
現在、
全国の各地域において515の商工会議所が設立・運営されており、
更に全国組織として日本商工会議所があり、
強
いネットワークで結ばれています。
○商工会議所ってどんなことをしているの？
創業、
経営、
金融、
税務、
経理、
労務、
情報化などの、
トータルな相談・支援を行っています。例えば、
｢融資や助成金など事
業資金｣、
「販路拡大」、
「経営戦略の立案」、
「記帳、
年末調整や確定申告」、
「事業主や従業員の労働保険」、
「簿記や珠算
などの検定試験」、
「行政への意見の具申」、
更には「専門家の活用」、
「支援機関との連携」などのほか、
成人病検診、
また
業種ごとの部会活動など、
商工会議所の目的を達成するために必要な事業を地域経済コンシェルジュとしてワンストップ・サー
ビスで実施しています。
さらに、
ホームページ、
毎月発行の「会報」による情報提供や会員企業PRの折込サービス、
会員限定
の共済制度への加入、
会館利用料の割引など、
会員メリットが一杯です。
○会員になると何をするの？
商工会議所の運営を支え、
推進力となるのが会員の皆様です。
会員は事業の発展のために、
あなたが営んでいる事業に
関係のある部会に出席して意見を出すことができます。
また、
各種講習会、
セミナーへの参加や情報誌などを通して企業経営
に役立つ知識・情報を得ることができます。

入会金無料！
お問合せは

年会費は

○ 個人企業の場合
○ 法人企業の場合

名 張 商 工 会 議 所

〒518-0729 三重県名張市南町822-2
TEL 0595-63-0080 / FAX 0595-64-3211
E-mail:ncci@nabari.or.jp URL: www.nabari.or.jp

グーンと差がつく資格取得
商工会議所では各種検定試験を実施しております。

●珠算・暗算
2021年
6月27日㈰
10月24日㈰
2022年
2月13日㈰
●簿
記
2021年
2022年
⑺ 第 640 号

6月13日㈰
11月21日㈰
2月27日㈰
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年間2ロ（ 8,000円）〜
年間5ロ（20,000円）〜

そろばん、あんざんは
下記の塾で習おう！！
そろばん学習は基礎学力をはじめ、
「集中力」
「記憶
力」
「洞察力」
「計算力」
「社会性」など、生きていくうえで
大切な力を、子供が成長する過程において自然に育みま
す。
その力は今、
教育の場で認められています。

●竹島珠算簿記学校
●谷本そろばん教室
1〜3級
〃
2〜3級

珠算塾をご紹介致します。
ご希望の方は下記までお問い合わせ下さい。
日本珠算連盟 名張支部
〒518-0729
名張市南町822-2 名張商工会議所内
ＴＥＬ０５９５-６３-００８０ ＦＡＸ０５９５-６４-３２１１

と
こんなこ
す
やってま

名張商工会議所をご利用ください！
私たちがサポートします！
！

経営に関する悩みごとや問題の相談を受けています。また、各種経営や産業経済に関する講演会、セミナー等を
開催しています。
●専門家に相談したい・アドバイスがほしい
会社や個人事業を継続していく上で経営者の方は様々
な悩みを抱えています。こういった悩みに各分野の専
門家を事業所に派遣して相談に応じます。

●資金繰りについて相談したい
事業資金が必要な場合はぜひご相談ください。
日本政策金融公庫や市内金融機関との連携による会
員向け融資制度、三重県融資制度を活用した低利融
資のご相談に応じます。

●経理・税務申告の方法を知りたい
個人事業者の方の経理や税務の相談に応じます。税理
士等による決算・申告までの記帳継続相談会を定期
的に実施しております。

●資金を調達して独立開業したい方
新しく事業を始める方、事業を始めて間もない方を対
象とした融資制度を紹介いたします。

●「労務」について知りたい
従業員の新規採用や福利厚生、各種助成金制度をご紹
介いたします。また就業規則の作り方が分からない場
合、モデルもございますのでお問い合わせください。
●創業・起業するときの準備を知りたい
開業資金の調達方法や各種創業支援制度についてご
紹介します。また法人設立についても専門家をご紹介
いたします。

●補助金や助成金について知りたい
国・地方公共団体関連の補助金・助成金は多くの中小
企業で有効にご利用いただけます。補助金・助成金に
関する情報提供や申請に関するご相談に応じます。
●経営計画や各種登録について相談したい
経営革新計画の策定方法を始め、経営全般に関する
ご相談に応じます。また、特許や商標登録についても
三重県産業支援センター等の専門機関のご紹介をし
ます。

●経営革新等支援機関（認定支援機関）について
中小企業経営力強化支援法により、経営革新等支援機関（中小企業に対しての専門性の高い支援事業を行う機関）
を認定する制度が創設され、名張商工会議所は同機関として認定を受けております。施策各種等で認定支援機関の
支援を希望される際は名張商工会議所へお問い合わせください。

Facebookはじめました！
経営に役立つ情報、名張商工会議所が携わる事業（検定、共済 他）・市内のイベント（名張桜まつり、納涼
花火 他）等の情報を積極的に発信していきます。
【訂正とお詫び】
会議所ニュース2020年12月号（第639号）
「新入会員企業のご紹介」に掲載いたしましたThe Blanc様のご住所の記載に誤り
がございました。正しくは「名張市梅が丘南２番町※」
となります。
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、
謹
んで訂正させていただきます。
（※事業所様のご希望により番地省略）

Morning Set

お飲み物料金 ＋０円
（ホットケーキ or トースト）

Coffee

有機栽培オリジナル焙煎珈琲
水出しアイス珈琲

Tea
一番人気のスイーツ

オカブラン

有機栽培水出しアイスティー
ハニーブッシュ

港屋珈琲 名張店
名張市夏見 302-3 リードタウン名張内

TEL 41-1611 （営業時間 7:00〜23:00）
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