みずなみ商工会議所ニュース

（3）第 563 号
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アン

▲認定式の出席者
平成30年度
分類
陶器
陶器

【お問い合わせ・お申し込み先】
瑞浪商工会議所総務課（担当：小木曽）☎67-2222 E-mail info@mzcci.or.jp

ゴルフ用品
加工品
菓子
郷土食
陶器

瑞浪市からのお知らせ

分類

「オール瑞浪・企業フェス」参加企業募集中！
瑞浪市では、瑞浪商工会議所と連携をして、高校生を対象とした合同企業説明会を開

☎68-9805

採用してもすぐ辞めていってしまう…(+̲+)

◆日 時 平成31年 １月23日(水) 13時30分〜16時30分
◆場 所 瑞浪商工会議所
◆受講料 無料
◆内 容 第１部 セミナー
「企業が知っておくべき今どきの求人基礎知識」
第２部 ワークショップ
「会社のプレゼンテーション」
◆講 師 岐阜県中小企業総合人材確保センター 運営マネージャー 大野由香子 氏

平成31年１月10日
（木）

※お申し込みはセミナー名・会社名・申込者名・参加人数・電話番号を明記し、FAXにてお申込みくだ
さい。
（申込用紙は、瑞浪商工会議所または瑞浪市役所のホームページからダウンロードできます）

【お問い合わせ・お申し込み先】 瑞浪商工会議所（担当：宮地） ☎67-2222

73,440円〜

自家製手造り炭火焼焼豚

株式会社ミヤマプランニング
日本ジオニック株式会社

385円
（100ｇ） マルチョウ渡辺精肉店

やきもち
（焼き大福）

120円

五平餅

100円

明智光秀 桔伷盃

2,000円

おすすめ店舗・施設名

とらや製菓舗
あまから本店 瑞浪店
美濃源氏フォーラム
住所

麺や 一歩一歩

土岐町6068-1 きなぁた瑞浪別棟

ちゃわん屋みずなみ

上平町5-5-1

店舗

カフェ欒
（らん）

明世町戸狩70-1
（瑞浪市民公園内）

施設

フェスティカサーキット瑞浪

佂戸町1064-118

櫻堂薬師

土岐町5728
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７月から換金が始ま
りました瑞浪市移住定
住奨励券の換金期限は
月 日㈮です︒
換金期限を過ぎます
と︑換金することがで
きません︒
お手元に奨励券がご
ざいましたら早めに換
金していただきますよ
うお願いいたします︒
■換金についてのお問
い合わせ先
瑞浪商工会議所
1

15

25

25

17

瑞浪商工会議所ニュース広告募集中！

31

‼

るようになりました︒
但し︑送信する場合
は事前に税務署で ・
パスワードの発行が必
要︒印刷して郵送する
場合は︑コンビニ等の
プリントサービス︵有
料︶で印刷可︒
■お問い合わせ先
多治見税務署
☎２２ 㽎
０１０１

11 20

年に一度は必ず健康チェック！

19

生活習慣病︵成人
病︶検診のご案内

瑞浪商工会議所では︑
会員事業所を対象に成
人病検診を行います︒
■日時
２月 日㈫・ 日㈬
８時 分〜 時
■募集人員 各日 名
※定員になり次第締切
■検診場所
☎６７ 㽎
２２２２まで︒
東濃厚生病院健康管理
●申込締切
センター
１月 日㈫ 時まで
■受診料
移住定住奨励券の換金
①瑞浪市内在住の国民
期限は１月 ㈮日です
健康保険加入者
加盟事業者の方は期限
１３︐
５９３円
までに換金してください
②︵社保要確認︶政府
管掌保険加入者で︑財
団法人社会保険健康事
業財団岐阜県支部に申
し込みをされ︑申請が
受理されている方
７︐１２８円
受理されていない方
１３︐
５９３円

※追加可能検査項目あり

■申込・お問い合わせ先
追加可能検査項目など
の詳 細︑お申し込みは︑
瑞 浪 商 工 会 議 所︵ 担 当
小栗︶

30

年１月から

〒507-0841 多治見市明治町2-4 多治見陶磁器卸商業協同組合ビル2階
TEL 0572-24-1430

平成

アクサ生命保険株式会社
岐阜支社 東濃営業所

いつでもどこでもスマホで申告

㢌⻉זתׂתׁׅ
ؖٝ屚洽ח
⪒ְִ倯פ
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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。
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給与所得者で︑医療
費控除やふるさと納税
などの寄付金控除によ
る還付申告を行う方は︑
国税庁ホームページの
﹁確定申告書等作成コ
ーナー﹂にてスマート
フォンでも申告ができ

⼔洽屚洽⥂ꤹ
搀鍑秈䩪ְ׃וꆃ㘗
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瑞浪市観光協会HP

FAX67-2230

֮ךזծ
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窯業部会の活動は︑
交流会と講演会を行い
ました︒講演会はメデ
ィア印刷部会と合同開
催で青年会議所ならで
はのつながりの広さを
感じる機会となりまし
た︒私自身も部会長と
して︑業種別部会の部
会長が集まる全体会議
に出席し︑他の部会長
にお会いする機会があ
りました︒業種は異な
りますが同世代のメン
バーとの交流は考え方
の世界を広げ︑学びの
多い非常に有意義な経

企業の採用力向上セミナー

“人材を安定的に確保できる企業 ”になるための、事業主および採用担当者向けセミナーです。

申込期限

1,080〜10,800円

験となりました︒
度を強化し地道なＰＲ
︵ 月 日︶をはじめ
青年会議所は地域で
とする各種イベントで
活動を行うことにより︑
の活 動はもちろんです
配布する予定︒
瑞浪市の観光振興と会
が業種別部会などを通
本事業は３年目を迎
員事業所の
して 全 国のメンバー と
え︑今後も おすすめ
活力強化に
｢
｣
交流し︑
ビジネスに繋げ
努める︒
マークの認知度・信頼
る可 能 性が得られる場
地域を越えたビジネスチャンスを得る
です︒ぜひ興味のある方
〜 日 本 青 年 会 議 所 窯 業 部 会 部 会 長 を 終 えて〜
︵一社︶
瑞浪青年会議所 中 山 研 吾
はお 問い合わせくださ
い︒︵一社︶瑞浪青年会
議所☎６７ 㽎
１６３７

※事業の詳しい内容は、瑞浪市ホームページの
「開催概要」
をご参照ください。

そんな悩みを抱える
事業者の皆さんのための

釉薬銅板ノ器｢suuun｣
ジオニックパター

推薦事業所・団体名
株式会社深山

青年会議所の活動の
中に業種別部会という
団体があります︒これ
は様々な職業のメンバ
ーが業種ごとに集まっ
て情報交換や勉強会な
どを行い︑会員相互で
新たなビジネスチャン
スに繋げるべく活動し
ている団体です︒現在
は窯業や茶業・不動
産・農畜産・菓子部会
など の業種の部会が
あります︒本年瑞浪青
年会議所より窯業部会
の部会長としてこの活
動に参加いたしました︒

12/25㈫

求人を出しているのに応募がない…(-̲-;)

756〜2,160円

これが目印！

募集締切

（水）
13時〜16時
日
時 : 平成31年2月27日
募集内容 : 合同企業説明会・企業ガイドブック掲載
事前説明会 : 平成31年1月9日
（水）
または1月15日
（火）
のいずれかにご参加をお願いします。

【お問い合わせ先・お申し込み先】 瑞浪市経済部 商工課

税込価格

イゾラ パレットプレート

店舗

文化財

催いたします。参加していただける企業を募集中ですので、自社PR の
場として、ぜひ合同企業説明会にご参加ください。

店舗

瑞浪市観光協会のおすすめ 商品 店舗・施設 一覧

おすすめ商品名

り良い商品づくり・来
訪者を迎える環境づく
りをしたい︑と気持ち
を新たにした︒
同協会は︑昨年度認
定分と合わせた全 の
お
｢ す す め ｣を 紹 介 す
るパンフレットを 月
中旬に作成し︑認定店
舗・施設に設置するほ
か︑バサラカーニバル

会
場：瑞浪商工会議所 2F 大ホール
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）
非会員 3,500 円（参加費 500 円、お花代 3,000 円）
（会員・非会員とも、
欠席又は花のみの場合は、
お花代として3,000円）

瑞浪のいいもの︑いいとこ︑いいお店

12月26日
（水）19：30〜21：00

﹁観光協会のおすすめ﹂
を新たに設定

初めての方も大歓迎！〜華やかに新しい年をお出迎え〜

瑞浪市合同企業説明会

瑞浪市観光協会︵小
栗榮輝会長︶は︑市内
の魅力ある商品・店舗・
施設等を推奨する 瑞｢
浪市観光協会のおすす
め ︵｣以下 お｢すすめ ︶
｣
について︑ 項目︵一
覧参照︶を追加認定し︑
月８日に認定式を行
った︒出席者は認定証
を受け取り︑今後もよ
11

フラワーアレンジメントセミナー
開催日時：
講
師：フラワーショップ
安藤嘉章 先生

平成 30 年 12 月 1 日

2，
3面（会議所会員） 6，
000円〜（非会員）
12，000円〜
4面
（会議所会員）
12，000円〜（非会員）
24，000円〜

ID

