みずなみ商工会議所ニュース

（3）第 566 号

日 時

3月10日（日）13:30〜15:30

場 所

瑞浪市総合文化センター３階 講堂

内 容

無料
( 無料託児あり）

【第一部】
講演
「 仕事も大切、
家族も大切、
自分も大切
〜そんな時代の子育ては？〜 」
【第二部】
参加者同士でワールドカフェ

講 師

橋本淳邦氏
（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン東海支部）

対 象

子育て中のお父さん・お母さん、
子育てに関心がある方

申 込

3月6日（水）までに、住所・氏名・電話番号・託児希望の有無を郵送・電話・
ＦＡＸ・メールのいずれかでお知らせください。
※申込書はホームページから印刷できます。

申し込み・お問い合わせ 瑞浪市役所 生活安全課 TEL：68-9748
FAX：68-8749 Ｅメール：seikatu@city.mizunami.lg.jp
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を楽しんだ︒また︑当
日限りの限定商品の販
売も行われた︒
東京を含めた岐阜県
内外から多くの若葉フ
ァンが詰めかけた︒

15 45
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﹃土岐源氏明智光秀﹄

30

語りべガイド
養成講座

15 18 21

時 分〜 時 分
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16 14

▲明智光秀公（岸和田市本徳寺所蔵）

■開催日時
４月 日㈰・６月 日㈰
８月 日㈰・ 月 日㈰
月 日㈰

講義

実践
時〜 時 分
■講師 明智光秀公
ゆかりの地連絡協議会
副会長 井澤康樹
■募集
名
■会場 一日市場八幡
神社社務所
■ 会費 １千円
︵全５回分︶
■主催 美濃源氏フォ
ーラム事務局本部
■お申込み ０９０ ５１０８ ８-３７４
︵井澤︶
20

15

12

藤

瑞浪商工会議所共済係（担当：小木曽）☎67-2222

!!

たい若者︑自社の社員を
もう一つ上のステージに
成 長させたい事 業 者 様
は是 非 とうかい号の門
戸を開いてみて下さい︒
一般社団法人瑞浪青
年会議所には乗船経験
者が多数在籍しており
ます︒少しでも興味を
持ったら遠慮なくお問
合せ下さい︒我々も誠
心誠意サポートさせて
頂きます︒
お待ちしております︒

若葉酒蔵開き
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東京を含めた
岐阜県内外から参加

お問い合わせ・ご相談先

左記特色は、
「あおぞら共済
制度」の一部を記載したもの
です。ご加入にあたっては、
あおぞら共済パンフレット、
重要事項説明書を必ずご確認
ください。

２月 日㈰に︑若葉
株式会社において︑毎
年恒例の酒蔵開きが開
催された︒会場内は入
りきれない程多くの参
加者でにぎわい︑搾り
たての新酒の味と香り

共 済 期 間：平成29年10月1日〜平成30年9月30日
共済給付金：死亡・高度障害保険金
2 件 1,000,000円
ガン入院一時金
4件
80,000円
6 大生活習慣病入院一時金 2 件
20,000円
見 舞 金：入院・通院見舞金
12 件 100,000円
祝 い 金：結婚・出産祝金
7件
40,000円

1

伊

会員事業所の福利厚生の充実を目的として「あおぞら共済」 が平成元年 10
月に発足して 30 年が経過しました。平成 30 年 9 月 30 日現在の加入状況は、
264 事業所、 加入人員 555 人と多数の会員事業所にご利用頂いております。
この度、 第 30 期の共 済 金の清 算を行いました結 果、 払 込 掛 金の 25.89 %
の配当金が支払われました。
今後とも商工会議所の共済制度として、 皆様のお役に立ちます様取り組んで
参りますので、ご支援・ご協力を賜わりますようお願い致します。

15

自分の価値観を変えてみよう

「あおぞら共済」配当金のご案内

77

︵一社︶
瑞浪青年会議所

入院給付金付災害割増特約
ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
＋ 瑞浪商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）

■場所 ハートピア
︵樽上町１ -︶
■受講料 初回無料
︵継続受講をご希望の
方は賛助会費２千円が
必要です︒︶
■申込締切 ３月 日㈮
■主催・お申し込み先
瑞浪明るい社会づくり
推進会 水野邦夫
☎０９０︲６６１９︲
１７８０

FAX 67-2230

主催：瑞浪商工会議所 （一社）多治見法人会瑞浪支部

35

の若者との国際交流﹂
本年度もＪ Ｃ青年の
﹁チーム単位で行う成
船﹁とうかい号﹂の一般
乗船者を募集致します︒ 果発表﹂が主になって
おります︒
とうかい号とは︑
言葉で表すと簡単で
週間程度の船旅を通し
すが︑これらの活動は
て若者達が学ぶ研修船
分刻みのスケジュール
です︒内容としては︑
で行われ︑非常に密度
﹁講師による講義﹂
の濃い時間を過ごす事
﹁寄港地における現地
となります︒またその
とうかい号
濃い時間を共に過ごす
仲間との交流を通して︑
多くの価値観を知り︑
自分自身を成長させる
きっかけとなります︒
一週間という限られ
た時間ですが︑とうか
い号で得た学びや経験
は︑今後の仕事や実生
活において間違いなく
大きく役立てる事がで
きるでしょう︒
自分自身の殻を破り

（水）
日時：平成31年 3月13日
13：30〜15：30
会場：瑞浪商工会議所 2F 大ホール
講師：㈱インナーコンサルティング 代表取締役 郡司 守 氏
定員：50 名
申込：3 月 8 日（金）までに、TEL または FAX でお申し込みください。
（担当：近藤）

46

ない常識を備え︑明朗
で協調性に富み︑団体
行動に適応しうる人︒
■参加料
２６５︐０００円
︵一部補助あり︶
※パスポートが必要です︒
■お問い合わせ先
一( 社 瑞) 浪青年会議所
☎６７︲１６３７

受講
無料

あおぞら共済の特色
①毎年収支計算し剰余金があれば配当金も！
②業務上・業務外を問わず 24 時間保障
③福利厚生制度にご活用いただけます
④ 1 年更新で医師の診査なし
⑤商工会議所独自の給付金制度も！
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第 回ＪＣ青年の船

授します！
ための３つの方法を伝
中小企業 所 が生き残る

TEL 67-2222

16

20

増 客・増 収 の 秘 訣

瑞浪商工会議所

30

乗船者募集中！

地域密着型経営で生き残る

13

■寄港地 台湾 台北
■航海日程 ６月２日
㈰〜６月８日㈯
■参加資格
① 歳から 歳くらい
までの人︒
②健康状態が良好で︑
長期の団体行動に耐
えうる人︒
③青年として恥ずかしく

業績向上セミナー

▲受講者の様子

安心・安全な﹁みずなみ野菜﹂作りを

毎日忙しいお父さん、お母さん。仕事も家事も子育ても、そして自分の時間も
大切です。
一緒に家族のこと、自分のこと、ゆっくり考えてみませんか。
参加

家庭菜園講座﹁ＥＭ農法﹂

〜男女共同参画市民講演会＆ワークショップ〜

腸内に善玉菌が多いと
野菜の栽培は病害虫
病気に対する免疫力が
や雑草︑鳥獣被害など
様々な悩みがあります︒ 強くなるように︑植物
も土壌にこのＥＭを混
特に病害虫には農薬を
ぜ込むことで土の中の
用いることが多い中︑
環境がよくなり︑病害
安全で美味しい野菜を
虫に負けない強い野菜
作るためＥＭを活用し
ができるのです︒
た家庭菜園講座を開催
肥料であるボカシや
致します︒
おかげ堆肥も︑このＥ
ＥＭとは︑乳酸菌や
Ｍを加えて発酵したも
酵母菌など人間に有用
のを使用します︒また︑
な微生物群が入ってい
鳥獣対策にも︑ＥＭ活
る液体です︒人間でも
性液を利用して防除し
ます︒
こうしたＥＭを活用
した無農薬・無化学肥
料の安心・安全な野菜
作りを一緒に始めてみ
ませんか？
■日時 ３月 日㈫
時 分〜 時

瑞浪市からのお知らせ

平成 31 年 3 月 1 日

▲若葉酒蔵開きの様子

瑞浪市が行う移住定住促進施策（定住支援）の紹介
○移住定住促進奨励金
市内で新築・中古住宅を取得した方
に対して、奨励金として最大 50 万
円分の商品券を交付します（条件が
あえば右記の三世代奨励金と併用可
能です）
。
2020 年 1 月 1 日までに住宅を取得
された方が対象です。

○三世代同居・近居世帯定住奨励金
新たに三世代同居や近居（2km 以
内）をするため、市内で新築・中古
住宅を取得または既存住宅の増改築
やリフォーム工事を行った方で、18
歳未満の子がいる世帯に対して最大
25 万円分の商品券を交付します。
2020 年 12 月 31 日までに要件を満
たす方が対象です。

平成31年4月15日（月）~5月15日（水）です！

○若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金

奨励金の申請期間は

新たに民間賃貸住宅に入居した 40
歳未満かつ 2 人以上の世帯（市外
から転入された若者世帯、市内で
転居された新婚世帯）に対して、
月額 1 万円、最大 24 万円分の商
品券を交付します。
2020 年 3 月 31 日までに要件を満
たす方が対象です。

詳細は市ホームページ「移住･定住」サイトでご確認いただくか下記までお問合せください。

瑞浪商工会議所ニュース広告募集中！

（予告）
奨励金取扱協力事業者募集！
！
市では、左記3種類の2019年度奨励金取扱協力事業者の募集を4月中旬に予定しています。
参加資格は、市内に事業所を有し、市税の滞納がないことが条件となります。
参加を検討してみえる事業者の方は、下記までお問合せください。

◎お問い合わせ

市民協働課 ☎68-9756

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〜

みずなみ商工会議所ニュース

平成 31 年 3 月 1 日

http://www.messenagoya.jp

特徴１ 日本最大級の圧倒的スケールで開催する “ 総合展示会 ”
特徴２ 「成果」
にこだわる。
「顧客」
をつかむ。“ 出展者サポートプログラム ”
特徴３ あらゆるシーンで企業の情報発信をサポート “ 充実の情報発信の機会 ”

装飾代 70,000 円相当

募集出展社数

10社

※先着順。募集数になり次第締切

お問い合わせ・お申し込み先

50

瑞浪商工会議所会員に限ります。
非会員の方はこの機会にご加入ください！
瑞浪商工会議所中小企業相談所（担当：近藤）
☎ 67-2222 E-mail info@mzcci.or.jp

10

16

美濃瑞浪三十三霊場めぐり
※どのコースからでもスタートできます。

出発時間 8時50分

10

参加費 1コース 5,000円（昼食・夕食付）

＜平成31年度の予定＞お電話か下記窓口にてお申し込みください。定員になり次第締切。

30 21

4月11日
（木）
Bコース 定員：40名（受付中）
天猷寺→宝珠寺→岩滝山観音堂→宗昌寺→圓通閣→庚申堂 慈照寺→増福寺→開元院

12

5月以降は、前月１日からの受付となります。コース詳細は、受付月の商工会議所ニュースにてご案内します。
※日程は変更となる場合もございますので

ご了承ください。
5月16日（木）Ｃコース
6月20日（木）Ｄコース
9月19日（木）Ａコース 10月17日（木）Ｂコース 11月7日（木）Ｃコース

お問い合わせ・お申し込み先 :

10

30

16

瑞浪市観光協会（瑞浪商工会議所内）☎ 67-2222

■受付日
３月９日㈯ 時〜
■場所
みずなみ駅前ふれあい
館 ☎６７︲２６２３

どなたでも参加できる、一日札所めぐりです。
（全４コース 年６回開催）
集合場所 瑞浪商工会議所

地域交流センター

■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
３月２日㈯〜 日㈯
鑑賞時間
時〜 時
■ うたごえ喫茶よろこび
３月 日㈭
時 分〜 時
当日会費 ５００円
︵ドリンク・お菓子付︶
事前申込み不要︒当日
お出かけください︒
■お問い合わせ先
地域交流センターとき
わ ☎６６︲１２８２

歴史と伝説のふるさと
「みずなみ」を巡る

３月

イベント情報

出展料の一部、装飾代を瑞浪商工会議所が助成致します！

窯っ子スタンプ

28 19

の

合計 225,000 円が 60,000 円 で出展できます

じ︑ビンゴ大会などが
行われます︒

出展料１小間 155,000 円

イベント情報

ポートメッセなごや（名古屋港金城ふ頭）

2019年11月6日㈬→9日㈯

五穀豊穣の神様

初午大祭 へ

出展社を募集！

３月３日㈰は

①窯っ子スタンプ加盟
の食料品店で使えるお
荷機稲荷神社初午大祭
︵稲津町小里︶ 得な食品券５５０円分
２００年以上前より ︵ 先 着 名 様 ︶ ス タ ン
プ１冊と交換︒お一人
商売繁盛の神様として
様２冊まで︒
近在に知れ渡る歴史あ
②ナゴヤドーム外野席
る稲荷神社です︒初午
大祭では御神馬乗馬会︑ ご招待︵各試合先着ペ
御 輿︑ 投 餅︑ 大 福 引︑ ア１組様︶スタンプ６
冊と交換 ▼広島戦
猿回しなどの余興が行
４月２日㈫・４日㈭
われます︒
▼巨人戦４月 日㈬
明徳稲荷神社初午大祭
︵寺河戸町︶ ▼Ｄｅ ＮＡ戦４月 日
㈫ ▼ヤクルト戦４月
京都伏見稲荷が総本
日㈮ ▼阪神戦４月
山です︒各家庭の神棚
日㈰
に祀られている﹁おき
毎月５の
つねさん﹂を初午大祭
付く日は
でご祈祷していただき
スタンプ２倍の日
ます︒餅投げ︑宇宙く

メッセナゴヤへの出展を貴社の「明日の飛躍」の一手に！

メッセナゴヤ 2019

第 566 号（4）

10

寒さも緩み春の訪れ
を感じる時季になりまし
た︒桜の開花が待ち遠し
いですね︒
瑞浪市内を流れる土
岐川の堤防には﹁さくら
さくらのさんぽみち﹂を
始め︑桜並木の美しい場
所がいくつかあります︒
わざわざ遠方に行かなく
ても近場で花見が楽しめ
るのは嬉しいことです︒
と こ ろ で︑ な ぜ 桜 は
川の周りに多いかご存知
ですか？それは遡ること
江戸時代︑当時はインフ
ラの整備が未熟で︑大雨
が降ると川が氾濫して土
手の決壊が起こり︑洪水
の被害に悩まされていま
した︒人々はお金をかけ
ずに何とかして土手の決
壊を防ぐ方法を思案する
中︑桜を植えれば毎年お
花見目当ての人が大勢来
て結果的に踏み固めてく
れるのでは⁝と桜を植え
たのだそうです︒また︑
木が成長し土手に根ざし
たことで地盤が頑丈にな
り︑数年後には川が氾濫
しても土手が決壊しなく
なったそうです︒
美しい桜並木はそん
な防災の知恵から生まれ
たのですね︒
今年は平成最後のお
花見です︒平成は災害の
多い年でした︒
時代が移り変わって
も︑災害のないことを祈
りつつ︑この美しい景色
と︑春の訪れを寿ぐ日本
古来の風習が残って欲し
いと願っています︒

人生の節目に
写真館の記念写真

瑞浪市の皆さん、こんにちは！お世話になります。

瑞浪、土岐の出張パソコン修理屋さん

パソコンサポートときです。
パソコンが起動しない！ ウイルスに感染した！
インターネットが繋がらない！ データが消えてしまった！
などなどパソコンのことなら何でもおまかせ !!
★HP もご覧下さい

ｐｃｓ-toki.com

出張修理 ￥6,000〜（出張費、作業費）

24時間 365日
安心の生活環境を
トータルサポート
あなたの安心をお約束します

これで大丈夫♪

卒業・入園入学・家族写真撮影受付中
ミヤケ写真館

検索

瑞浪駅
P

TEL 090-8422-3095（山田）
パソコンサポートとき

土岐市泉町大富３１ー８

十六銀行ATM●

お洒落なスタジオで
多ショット撮影

www.miyakephoto1945.jp
七五三・お宮参り・子供ドレス・卒業・振袖等貸し衣装あります。

● 加登屋

★

日吉屋
有料P ●

P ←（2台）

瑞浪駅前ロータリー出口すぐ

☎ 0572-67-2915

岐阜県多治見市上野町５-３８-１
T E L 0572（24）
3535
FAX 0572
（25）
8890
URL : http://www.tsc-security.co.jp

リフォーム相談 致します

伸永建設株式会社

◎今すぐにでも備えたい地震被害。

〒509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町2833番地の1
TEL 0572-67-1828㈹ FAX 0572-68-8284

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。

各種舗装工事／一般土木工事／造園工事
各種スポーツ施設工事／区画線工事
マンホール高さ調整（パラボラ工法）等

心が通う道づくり、
わたしたちは、技術力で支えます。

新築、増築、設計、施工

日比野建築
日比野建築設計事務所

瑞浪市寺河戸町 1060-2

FAX（0572）68-3103

瑞浪駅前整備工事

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。

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
検索

瑞浪

日比野建築

こ の 面 の 広 告 募 集 中 !!
ご希望の方は商工会議所まで

