日本政策金融公庫による

おかげさまで 年

＊開店８時

歌って声を出す事が健康維

ラオケが一番の楽しみです︒

ど︑最近は同年との週一のカ

最後に

同年や知人など最近リタ

イヤ組が増えて来まして︑店

が同年などの集合スペース

のようになりました︒店を辞

めてしまわれては困るなど

と言ってもらいますので︑今

後も老体に佃打って︑家内と

二人三脚で頑張ろうと思っ

ています︒

レストランパル
瑞浪市樽上町１︲
鎌田 政之
☎６７︲１８３０

次回は中華料理紅蘭さん

高校生のチャレンジショップ（10/8〜10）と第７回みずなみ百縁商店街（10/8）開催しました

ものづくり補助金
まもなく募集開始！

若男女が集う事の出来る店

レストランパル

浪市が開催したボーノポー

舗作りに邁進して行きます︒

趣味

クスタンプラリーにも参加

し︑多くの皆様に味わって頂

きました︒

下 手 の 横 好 き で︑ 若 い こ

モーニングサービス︑日替わ

持につながるとかで︑迷惑を

ろからの渓流釣り︑ゴルフな

りで︑①ドーナッツ︑②ホッ

顧みず楽しんでいます︒

お店の一日

トケーキ︑③トーストにすべ

時まで

て玉子付きです︒コーヒーは

分〜

今 回 は︑ 三 乃 月 菓 子 舗 さ

ユーチューブなどにも出

枚

クに手作りケーキをサービ

スしています︒

コーヒーチケットは

綴りで３５００円です︒

モットー

地元の人に支えられ現在

に至る事が出来たという感

謝の気持ちを忘れず︑お客様

に少しでも満足して頂ける

よう︑研究を重ね︑美味しい

料理を提供出来るよう︑精進

います︒

したりして仲間に喜ばれて

時

時 ま で︑ 日 替 わ り メ

両方付きまして︑スープ又は

ニューで︑魚料理と肉料理が

〜

分
せて頂きました︒

創業

赤だし︑ライス付きで︑生野

菜添えです︒

年 ８ 月︑ 現 在 の 地

＊午後のティータイムは

時〜 時まで︑全てのドリン

にファミリーレストランパ

た︒早いもので︑創業以来

年目を迎える事が出来まし

た︒これもひとえに皆様のご

愛顧の賜物だと感謝してい

ます︒店舗は 年ほど前に全

メニュー内容などは多少

改装し︑現在に至っています︒

の変動などありますが︑手作

りピザ︑あんかけスパなどは

開店以来のメニュー︑現在は

瑞浪市の食材を使った︑瑞浪

ボーノポークメニューを多

数加え好評を得ています︒瑞

皆様が少しでもくつろげ

しています︒

る空間づくりを目指し︑自家

栽培の花などが癒しになれ

ればと思い︑飾るようにも努

力しています︒

将来

を訪問します︒

観光協会 HP

瑞浪駅前で開催された両イベントの写真を瑞浪市観光協会 HP にアップしました。是非ご覧ください。
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３８０円で提供しています︒
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政之氏

んのご紹介でファミリーレ

リレー訪 問

ストランパルさんを訪問さ

おじゃま
します
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一日公庫 瑞浪商工会議所

【講師】 鈴木 かおり 氏（社会保険労務士すずき事務所 特定社会保険労務士）
【主催】 瑞浪商工会議所、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

相談無料！要事前予約
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産プロセスの改善を行
うための設備投資等の
経費の一部を補助いた
します︒
■補助対象者
認定支援機関の全面

会社と従業員の間で、実際にトラブルになった事例を挙げ、どうすればそれらのトラブルを防ぐ
ことができたのか。また、会社から良くある質問を解説し、日頃のもやもやを解消したり、世
間一般の誤解を解きます。

国際的な経済社会情
勢の変化に対応し︑足
腰の強い経済を構築す
るため︑経営力向上に
資する革新的サービス
開発・試作品開発・生

バックアップを得た事
業を行う中小企業・小
規模事業者であり︑一
定の要件︵※︶を満た
す者︒
■補助方法
①第四次産業革命型
補助上限３０００万円
②一般型
補助上限１０００万円
③小規模型
補助上限 ５００万円
いずれも補助対象経費
の２／３以内
■募集期間
月初旬〜
※要件・募集期間・申
込方法については左記
までお問い合わせくだ
さい︒

第２部 「トラブル事例・良くある質問から学ぶ労務リスク管理」

30

10

補助金に関する
お問い合わせは
瑞浪商工会議所
中小企業相談所
☎６７︲２２２２

【講師】 吉田 光男 氏（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部

れば︑より迅速に審査
結果をご連絡できます︒
■お申し込み・問い合
わせは︑瑞浪商工会議
所中小企業相談所︵担
当 有賀︶まで︒

クラウドファンディングは、起業家や新たなものづくりを行う際に資金調達をする手法として、
現在、注目されています。クラウドファンディングを上手く活用することで、製品やサービス
の開発に必要な資金を集めることができるだけでなく、より多くの人に製品やサービスを認
知してもらうこともできます。
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① 活用促進コース ② 無期雇用転換コース
― 書類作成の注意点、具体的な活用事例の紹介 ―

ご準備はお早めに！

助成金・労務管理セミナー

小規模事業者持続化補助金
募集開始

第１部 「高年齢者雇用安定助成金」

20

■取り組み例
・ 商 品 の 梱 包・ パ ッ
ケージを刷新しブラン
ド力を向上︒
・新サービス開始のＰ
Ｒチラシを作成・配布︒
・より多くの客が利用
できるように店舗の内
装工事を実施︒ 等
■書類提出締切
平成 年１月下旬
※書類を確認する作業
が必要のため︑締切日
まで余裕を持った日程
でご相談ください︒

受講
無料

11月16日（水）13：30〜15：30

事業者が共同で行う取
り組みは︑５００万円︒
■補助対象者
○卸売業︑小売業︑サー
ビス業︵宿泊業︑娯楽
業以外︶＝常時使用す
る従業員が５人以下
○サービス業︵宿泊業・
娯楽業︶
︑製造業その
他＝常時使用する従業
員が 人以下

新商品開発・資金調達に徹底活用！今注目の !

19

メニューの充実を図り︑老

20

高齢・障害者業務担当）
高齢・障害業務課

29

①クラウドファンディングとは？
②代表的なプラットフォームの紹介と特徴
③クラウドファンディング活用事例の紹介 など
内容

遠藤久志氏
くおん経営 代表
中小企業診断士・ITコーディネータ
講師

受講
無料

11月14日（月）13：30〜15：30

比留木 恵子 氏

【講 師】比留木 恵子 氏（ネット通販コンサルタント）
【対象・定員】中小企業経営者・30 名（先着順）
【主 催】瑞浪商工会議所、（公財）ソフトピアジャパン

20

クラウドファンディングセミナー

小規模事業者が広い
市場を視野に入れた販
路開拓や生産性向上に
取り組む費用を以下の
内容で支援します︒
■補助率 ２／３
■補助上限額
万円
但し︑賃上げ・雇用対
策・海外展開・買い物
弱者対策への取り組み
は１００万円︑複数の

（質疑応答含む）

日本政策金融公庫と
連携し︑瑞浪商工会議
所﹁一日公庫﹂を開催
します︒融資担当者が
融資相談・申込受付を
致します︒年末年始に
向けて︑ぜひご利用く
ださい︒
▼開催日時
月 日㈮ 時〜 時
▼会場
瑞浪商工会議所相談室
▼申込期限
月 日㈭まで
◇一日公庫のメリット
・ 日 本 公 庫︵ 多 治 見 ︶
まで行かなくても瑞浪
商工会議所で融資担当
者との面談が可能！
・事前に決算書等の資
料を提出していただけ

ネットショップの運営で注意すべき点とともに、売上につなげる
ためのテクニックを解説します。

ットを活用して販路拡大

−売上を伸ばす方法、教えます−

in

15

ネットショップ

18

電話：67-2222
【申し込み先】瑞浪商工会議所

受講
無料

11月８日（火）13：30〜16：00

10

ネ ットショップ検討中の中小企業経営者様向け
『正しい始め方』と
の『運営のコツ』

17

FAX：67-2230

11

※下記事業は岐阜県からの補助金を受けております。

11

11月のセミナーご案内 【会場】瑞浪商工会議所 ２階 大ホール

平成 28 年 11 月 1 日

みずなみ商工会議所ニュース
（3）第 538 号
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お仏壇特別セール

会社の発展を通して
社会への貢献と

みのり財布まつり実行
委員会☎６８︲３１３
１︵成瀬︶

30

16

瑞浪ライオンズクラブ
市民公開例会

10

11

古田織部公の武家茶道

10

20

30

20

■賞品
特選Ａ５等級飛騨牛ま
たは瑞浪ボーノポーク
名様︑最高級ふじり
んご 名様︑コシヒカ
リ５㎏ 名様︑熊本産
むらさきいも焼酎 名
様︑メイト商品券２０
００円分 名様︑窯っ
子スタンプ１０００円
分１００名様

17

11

12

地域交流センター

おかげさまで 創業60周年

10

■日時
月 日㈬午
後 時 分〜
■場所 美濃廣庵︵瑞
浪ＩＣ南︶
■講師 松本瑞勝宗匠

11

12 11

︵式正織部流桔伷会理事︶

■演題 古田織部公の
武家茶道
■会費 無料
■申込 瑞浪ライオン
ズクラブ ☎６８︲７
０３５又は０９０︲５
１０８︲８３７４

定 員：30名（定員になり次第締切）
参加費：瑞浪商工会議所会員
2,000 円（優待価格）
問い合わせ先：
瑞浪商工会議所
（担当 : 小木曽）☎ 67-2222

10

窯っ子スタンプ

19：30〜21：00

50

イベント情報

12月22日（木）

12

11月

■ときわ映画館
﹁としごろ﹂
出演者
和田アキ子 森昌子
石川さゆり 山口百恵
月 日㈰
① 時〜 ② 時〜
会費５００円
■作品展示
アイランドジーアイま
すみ リラックスディ
展示会
月２日㈬〜 日㈫
鑑賞時間
〜 時
■ うたごえ喫茶よろこび
月 日㈭ 時 分〜
時︒当日会費５００
円︒事前申込不要︒
■お問い合わせ先
地域交流センターとき
わ☎６６︲１２８２

フラワーアレンジメント
セミナー

11

の

日㈰

25

☎67-2222

■受付日
月 日㈯ 時〜
■場所
みずなみ駅前ふれあい
館☎６７︲２６２３
■ 窯っ子お得なランチ券
窯っ子スタンプ加盟
飲食店で使えるお得な
ラ ン チ 券︵ ５ ５ ０ 円
分︶をスタンプ１冊と
交換︵お一人様２冊ま
で︶︒先着 名様︒

月

12

特選グルメと商品券が当たる

日㈰〜

13

総務課

窯っ子でっかいセール

月

11

お買い上げ１０００円
毎に抽選券を１枚進呈︒
必要事項を記入し︑加
盟店またはふれあい館
にご応募ください︒
■期間

瑞浪商工会議所

10

︵一社︶
日本記念日協会
事業に認定！

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・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。

第 回

13

みのり財布まつり

商売繁盛︑景気回復
を祈って財布供養を行
う珍しい祭りです︒
金額当てクイズの正
解 者 に は︑﹁ み の り 財
布﹂の中のお金をプレ
ゼント！ バンド演奏
やバサラ︑キッズチア
ダンスの他にも︑大も
ち投げ・大ビンゴ大会・
もちつき大会など︑各
種イベントが盛大に開
催されます︒
■日時
月 日㈰午前 時〜
＊雨天決行
■場所
荷機稲荷神社境内︵稲
津町小里５６０︶
■財布供養祈祷料
当日ご持参の方︑財布
１個につき１０００円
■お問い合わせ先
11

イベント情報

11

ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を9/15
〜11/30に実施いたします。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。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺
いした際には、是非ご協力いただきますようお願い申しあげま
す。

細久手宿・御嶽宿

11

中山道往来

10

『商工会議所福祉制度キャン
ペーン』実施のお知らせ

第 538 号（4）
〜なかせんどううぉーく〜

歩いて︑見て︑感じ
て秋の中山道を満喫し
よう︒細久手宿︱御嶽
宿間の ・８㎞を紅葉
を見ながらウォーキン
グしませんか？
■開催日
月５日㈯
■受付時間 ８時 分
〜 時
■受付場所 細久手宿
︵細久手公民館︶
■参加費 無料
■駐車場 クリスタル
クレイ日吉工場前
※Ｊ Ｒ中央線瑞浪駅北︑
瑞浪市役所より無料シ
ャトルバスあり︒詳細
は左記まで︒
■お問い合わせ先 瑞
浪市役所商工課 ☎６
８︲２１１１

みずなみ商工会議所ニュース

平成 28 年 11 月 1 日
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昭 丸昭佂戸鉱業協同組合
○

佂戸長石

全社員の幸福を目指します

その他長石類製造販売

くらしの器から明日のファインセラミックスまで

世界各地の長石を在庫しており、

市原製陶株式会社
代表取締役

金 津 洋 一

〒509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町市原6388番地
TEL（0572）67-2141㈹ FAX 67-1245

紫丹調18号仏壇
仏具付
250,000円

仏壇
仏具の

家具調16号仏壇
仏具付
185,000円より

藤屋

瑞浪市寺河戸町 1139-1

TEL.67-1733

お客様のニーズに合った長石を
ジャストインタイムで供給可能です。

岐阜県瑞浪市佂戸町 1859 番地
TEL 63-2121 FAX 63-2021
E-mail : info@marushou-k.or.jp

リフォーム相談 致します

大きな事をやるために、
目の前の小さなことから取り組みます。

◎今すぐにでも備えたい地震被害。

耐震診断・耐震補強
◎キッチン、お風呂、トイレなど水周りすべておまかせ
◎外壁や屋根、白蟻、その他、
お困りのことは何でもご相談下さい。
新築、増築、設計、施工

日比野建築

工作機械・工具・伝導部品の御用命は

株式会社東濃マシンツール

日比野建築設計事務所

瑞浪市寺河戸町 1060-2

瑞浪市須野志町 2‐6
TEL（0572）68-5273 FAX（0572）
68-5270
http://tonomachinetool.com

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

FAX（0572）68-3103

環境にやさしい植物油
インキと再生紙を使用
しています

TEL 68-4436 FAX 67-3569
http://www.e-house.co.jp/hibino-kenchiku/

【瑞浪商工会議所会員の皆様へ】後期会費口座振替のお知らせ
後期会費は 11 月 30 日に口座振替をさせて頂きますので、お願い申し上げます。

