みずなみ商工会議所ニュース

メッセナゴヤ 2020

出展社を募集！

2020年11月4日㈬→7日㈯

昨年から整備を進め
てきた︑きなぁた瑞浪

メッセナゴヤへの出展を貴社の「明日の飛躍」の一手に！

令和 2 年 4 月 1 日

締切
4月6日

ポートメッセなごや（名古屋港金城ふ頭）

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”

出展料１小間 155,000 円

装飾代 70,000 円相当

合計 225,000 円が 60,000 円 で出展できます
出展料の一部、装飾代を瑞浪商工会議所が助成致します！

募集出展社数

10社

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！

※先着順。募集数になり次第締切

簿記検定

級

第155回 1級・2級・3級

6月14日
（日）

4月6日
（月）
〜5月15日
（金）

第156回 1級・2級・3級

11月15日
（日）

9月7日
（月）
〜10月16日
（金）

第157回

２,３級

1級

7,850円

2級

4,720円

3級

2,850円

※ 簿記検定の申込書は当所 HP からダウンロード出来ます。

URL:http://www.mzcci.or.jp

【お問い合わせ・申し込み先】
瑞浪商工会議所総務課検定係
（月〜金 8：30〜17：00）
☎67−2222
E-mail：info@mzcci.or.jp

振替納税

申告所得税

令和2年4月16日(木)

令和2年5月15日(金)

個人事業者の消費税

令和2年4月16日(木)

令和2年5月19日(火)

贈与税

令和2年4月16日(木)

お問い合わせ先

多治見税務署

☎２２−０１０１まで。

国税庁からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により

納税が困難な方には猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが
できない場合は、税務署に申請することにより、下記の要件すべてに該
当するときは、原則として１年以内の期間に限り納税等の猶予が認めら
れますので、詳しくは所轄の税務署にご相談ください。

☎２２−０１０１まで。
鈴木皓貴（総務課主事）

瑞浪商工会議所ニュース広告募集中！

新入職員紹介

多治見税務署

表︵修正申告書・別表︶
に︑既に申告した金額
と修正すべき金額等を
記載し所轄の税務署へ
提出します︒
修正申告や税務署か
ら更正を受けたりする
と︑新たに納めること
になった税額の他に過
少申告加算税や延滞税
がかかる場合がありま
すので注意が必要です︒

件

①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難
にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③納税等の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されているこ
と。
⑤原則として、担保の提供があること。（担保が不要な場合があります）
お問い合わせ先

3

16

４月１日付で採用と
なりました︒宜しくお
願い致します︒

要

10

令和元年分の所得
税・消費税の確定申告
は︑新型コロナウイル
スの感染拡大防止のた
め︑期限が４月 日㈭
まで延長されました︒
なお︑既に申告済み
でその内容が間違って
いた時は︑以下の手続
きが必要となります︒
■税額を多く申告して
いた時
提出期限内なら︑間

申告期限・納付期限（現金納付の場合）

ちゃわん屋みずなみ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申告所得税（及び復興
特別所得税）、贈与税及び個人事業者の消費税（及び地方消費税）の申
告期限・納付期限が、令和２年４月 16 日（木）まで延長されました。
これに伴い、振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長
されました。

ちしております︒
５月 ２日 ㈯ 〜６日 ㈬
■お問い合わせ先
オープン 周年
記念イベント開催！ ちゃわん屋みずなみ
販 売︒ ま た︑ 丼 と ラ
☎５６︲０２０３
ちゃわん屋みずなみ
ーメンのセット販売
では︑オープン３周年
を記念して︑期間中は ︵５５０円︶も行います︒ 違いを修正して再提出
皆様のご来店をお待
商品を ％オフにて
すれば後から出したも
の が 有 効 と な り ま す︒
期限後の場合は︑申告
確定申告の
済みの金額と訂正すべ
内容が間違って き
金額等を﹁更正の請
いた時は⁝
求書﹂へ記載し所轄の
税務署へご提出くださ
い︒なお︑更正の請求
ができる期間は︑確定
申告書提出期限から５
年以内です︒
■税額を少なく申告し
ていた時
提出期限内なら︑間
違いを修正して再提出
します︒期限後の場合
は︑
﹁修正申告﹂をし
ます︒修正申告は︑申
告書Ｂ第１表及び第５

納付期限等の延長のお知らせ

き方改革﹂Ｊ Ｃ版のき
っかけになればと思っ
ています︒
もうひとつは︑とあ
る先輩の取り組みに倣
って経済を止めるな！
との意味合いから積極
的に瑞浪市内の飲食店
で外食する事としまし
た︒私個人で始めてい
ますのでとても小さな
動きですが︑少しずつ
でもこの輪が広がれば
と思います︒コロナに
負けず︑経済を止めず︑
皆でこの困難に立ち向
かって行きましょう︒

国税庁からのお知らせ

令和元年分確定申告

藤 太 一

簿記

第155回〜第157回

伊

検定試験種別

2021年2月28日
（日） 12月21日
（月）
〜2021年1月29日
（金）

ハムやウインナーのほ
か︑今までになかった
新商品を製造する︒ま
た軽食の販売も行われ
る︒
オープンは６月下旬
を予定している︒

募集受付から締切の期日

況となっており︑大変
もどかしい思いを抱い
ています︒
し か し︑
﹁希望溢れ
る未来に向かって﹂と
謳っている中で下を向
いている訳にはいかな
いと思います︒この困
難の中でも少しでも前
向きな部分を見出すこ
とが重要だと考えます︒
ひとつに︑この状況
下でＷＥＢ会議を始め
てみました︒まだ試行
錯誤の段階ですが︑﹁働

試験日

謝状の贈呈や祝辞が述
べられた︒
この施設では従来の

簿記検定試験のご案内

2020年度

一般社団法人瑞浪青年会議所

ビジネス実務で求められる知識やスキルの修得に最適です！
ぜひチャレンジしてください！

26

現在世界的に新型コ
ロナウイルスが蔓延し
ており︑多くのイベン
ト等を自粛しています︒
この状況が収束した後
も世界的な不況が続く
可能性があり︑何とも
暗い気持ちが世の中に
蔓延しています︒
我々瑞浪Ｊ Ｃも社会
的影響を考え︑３月の
事業は全て中止とさせ
て頂きました︒３月半
ば現在︑４月以降の事
業の開催も不透明な状

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

▲どんな新商品や軽食が販売されるのか待ち遠しい

今思うこと

お問い合わせ・お申し込み先

の農畜産物加工施設
﹁ボーノポークハム工房
〝瑞浪〟
﹂
が無事完
成 し︑ 竣
工式が３
月 日㈭
に行われ
た︒ 新 型
コロナウ
イルスの
影響をふ
まえ縮小
しての開
催となっ
た が︑ 建
設業者や
関 係 者︑
地元の区
長等を招
い て︑ 感

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”

〜きなぁた瑞浪〜
﹁ボーノポークハム工房〝瑞浪〟﹂の竣工式を開催！

（3）第 579 号

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

歴史と伝説のふるさと「みずなみ」を巡る

美濃瑞浪三十三霊場めぐり

18

どなたでも参加できる、一日札所めぐりです。
どのコースからでもスタートできます

全４コース 年６回開催

26

５月21日
（木）
Dコース 定員：40名（4/1受付開始）
長見寺→弥勒堂→旭王寺→清光院→正宗寺→
通源寺→高松山観音堂→田中泥薬師→宝林寺

※4月9日㈭の開催は
中止となりました。

・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。
・解説付きの朱印帳（１冊600円）のご用意もございます。お持ちの方はご持参ください。

-RAILWAYS
私たちの出発 ﹂出演 有村架純 他
地方のローカル線を
舞台に有村架純が鉄道
の運転士を目指すシン
グルマザーの女性を演
じる︒
■作品展示
水曜会 水墨画展
４月２日㈭〜 日㈬
鑑賞時間
時〜 時
■ うたごえ喫茶よ ろ こ び
４月 日㈭
時 分〜 時

出発時間：９時00分 （17時頃帰着予定）
集合場所：瑞浪商工会議所 参加費：6,000円（昼食・夕食付、保険料含む）

10

30 16

お問い合わせ・お申し込み先

瑞浪市観光協会（瑞浪商工会議所内）☎ 0572-67-2222

12

〜 瑞浪を代表する桜の名所で夜桜を 〜

10

29

16

コロナの感染症が︑日本

のみならず世界中で猛威を

人が多く集まるイベント

から︑割と小規模なものま

で 自 粛 に な り︑ 経 済 的 な

打撃がジワジワと影響して

きました︒高校野球ではセ

ンバツが中止になり︑こん

■コロナシネマワールド共通鑑賞券
区分

一般料金

会員優待料金

大人

1,800円

1,300円

小人

1,000円

800円

瑞浪駅
● 加登屋

★

日吉屋

有料P ●

☎ 0572-67-2915

区分

一般料金

会員優待料金

大 人

5,000円

4,400円

小学生

3,900円

3,300円

幼 児

2,300円

1,900円

上記の他に、スパーランド入場券、ジャンボ海水プ
ール、入場券、ワイドパスポート、湯あみの島入場
券の優待料金もございます。

■日本モンキーパーク
ワンデーパスポート（入園料 + 乗物乗り放題）

区分

一般料金

会員優待料金

大 人

3,500円

2,900円

小学生

3,000円

2,500円

幼 児

2,300円

1,900円

P ←（2台）

瑞浪駅前ロータリー出口すぐ

■ナガシマスパーランド
パスポート

※小人…3歳以上高校生まで
特典１ ポップコーン100円引き券付
※購入後の払い戻しは出来ません。

P

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。

なはずではなかった思いに

会議所窓口にて販売・発行しております。FAX･郵送による申込･送付は出来ませ
ん。いずれも他の割引券との併用は出来ません。

十六銀行ATM●

www.miyakephoto1945.jp

なんと言ってあげればよい

人生の節目に
写真館の記念撮影
検索

瑞浪商工会議所 会員優待
サービスのご案内

瑞浪商工会議所では、会員サービスの一環として、下記施設におけ
る会員優待サービスを実施中！会員事業所事業主、役員、従業員及
びその同居家族の方にご利用いただけます。是非ご活用ください！

就活美肌証明。最初に写真で差をつけよう。
ミヤケ写真館

のかと思います︒学生の部

活動は全国大会に出場する

ような学校は︑毎日毎日を

アスリートのように練習し

努力をしています︒しかも︑

学生であるが為に︑選手と

して大会に出場するチャン

スは限られています︒個人

的な意見になりますが︑な

んとか日程を調整してあげ

られないものかという思い

もあります︒

また︑企業経営者は︑働

くスタッフの安全︑安心し

て日々を送れるよう最善の

策を用意していくことが急

務であり︑目視できない細

菌にできる限りの対策をし

ていることでしょう︒

まだまだ終息宣言が出る

までには時間がかかるかも

しれませんが︑こんな時こ

そ前向きな行動と︑自分の

身は自分で守る︑という思

いで出来うる対策をしてい

きたいと思います︒

一日も早く日常にもどり

ますことを祈念し︑活気あ

る地域になるよう努力して

いきたいと思います︒

︵当所監事︶小椋英示

春のお出かけに！
GWに！

当日会費５００円︵ド
リ ン ク・ お 菓 子 付 き ︶
事前申込不要
■お申込・お問い合わ
せ先

13

奮っています︒

27

地域交流センターときわ

４月

26

24

お洒落なスタジオで
多ショット撮影

10

☎６６︲１２８２

17

17

窯っ子スタンプ

☎ 66-1282

12

イベント情報

10

※開花状況や天候により、ライトアップ期間等変更の場合があります。
【交通規制のお知らせ】ライトアップ期間中
毎夜18〜23時は車両通行止めとなります。

10

の

4月15日㈬まで 18：30〜22：30

ライトアップ期間：

みずなみ駅前ふれあい館

「さくらさくらのさんぽみち」
（竜門橋〜明徳稲荷神社）の夜桜を
是非ご鑑賞ください。

14

①クリーンスタンプ
︵ゴミ袋と交換︶
②岐阜県子育て事業協
賛５５０円スタンプ
③ナゴヤドーム外野席
ご招待︵各試合先着ペ
ア１組様︶スタンプ６
冊と交換︒
５月の開催は︑
▼巨人戦 ４日㈪・５
日㈫ ▼広島戦
日
㈬ ▼ DeNA
戦
日㈰ ▼ソフトバンク
戦
日㈫・ 日㈬
■交換場所

☎６７︲２６２３
開館時間
時〜 時

さくらさくらのさんぽみち
ライトアップ

お問い合わせ先：地域交流センターときわ

第 579 号（4）

時〜 時
イベント情報
︵期間中無休︶
■入館料 無料
しだれ桜と故洲崎
■お問い合わせ先
ルリ子︵瑠璃工房︶展
ＮＰＯ瑞浪芸術館
ＮＰＯ瑞浪芸術館
☎６６︲２１７０
故洲崎ルリ子の古布
地域交流センター
をリメイクした作品を
展示︒期間中は土日限
■ときわ映画館
定で﹁天上茶会﹂と称
した呈茶席を設けます︒ ４月 日㈰ ① 時〜
② 時〜 入場無料
︵有料６００円︶今回
の展示では︑紳士物も ﹁かぞくいろ
少々ですが出品致しま
す︒しだれ桜とともに
春の訪れを味わいにぜ
ひお越しください︒
■開催期間・時間
４月 日㈯〜 日㈰

令和 2 年 4 月 1 日

下記優待券もございますので、詳しくは瑞
浪商工会議所事務局までお問合せください。

■博物館 明治村
■南知多ビーチランド＆おもちゃ王国
■野外民族博物館 リトルワールド

上記の他に、入園料、入園料+プール、ワンデーパ
スポート+プールの優待料金もございます。

瑞浪商工会議所 ☎67-2222

リフォーム相談 致します

アスゲン製薬株式会社

◎今すぐにでも備えたい地震被害。

健康寿命の延伸に貢献する企業を目指します。

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

明日も元気な一日を

日比野建築設計事務所

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

瑞浪市寺河戸町 1060-2

TEL（0572）68-1891
URL https://www.asgen.co.jp

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
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

