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Ｐ１…◦尾西商工会第５４回通常総代会

Ｐ２…◦新会長あいさつ、新役員のご紹介

Ｐ３…◦役員等功労者・優良従業員表彰

　　　◦笑顔の接客店表彰

Ｐ４…◦平成３０年度の重点事業

　　　◦「家庭教育応援企業」募集中

Ｐ５…◦一宮市学生消防団活動認証制度  

　　　◦税務職員採用試験受験者募集案内

Ｐ６…◦一宮市サポートカンパニーを募集します！

　　　◦ 2018「濃尾大花火」開催のご案内

Ｐ７…◦商工会イベント情報・活動報告

Ｐ８…◦夏季融資相談会のご案内

　　　◦行政書士無料相談会のお知らせ

　　　◦遺言無料相談窓口の開設

　　　◦第３０回「びさいまつり」開催のご案内

◎ お買い物は、市内商店をご利用ください。

商　　工　　会　　行　　事　　日　　程
７月 ８月 ９月

　５日　夏季融資相談会
１１日　行政書士無料相談会

１４日　濃尾大花火
随　時　個別融資相談会

２０日　個別融資相談会

　尾西商工会第５４回通常総代会を平成３０年５月２２日（火）午前９時３０分から尾西商工会館において
開催し、平成２9年度事業報告書・収支決算書及び平成３０年度事業計画書・収支予算書等が審議され、
原案どおり可決承認されました。
　また、今年度は役員改選期にあたり、木村会長をはじめ３２名の役員が選任されました。

商工会はあなたの経営意欲を支援します ! !
〒 494-0007 一宮市小信中島字川南 36　尾西商工会　　TEL. ６２－９１１１　FAX. ６２－９１１２
★ホームページアドレス　http://www.owari.ne.jp/~bisaishi/　★ E-mail アドレス　 bisaishi@owari.ne.jp
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「第５４回通常総代会」において選任された新役員の方々

会　長 尾西信用金庫
　木　村　孚　男

副会長 （株）森熊
　森　　　信一朗

副会長 （株）坂井工業所
　坂　井　俊　夫

監　事 （株）吉田組
　吉　田　達　弘

監　事 （株）野田造園
　野　田　八　郎

理　事 丹羽産業（株）
　丹　羽　厚　詞

理　事 永田コンポール
　永　田　秀　郎

理　事 （株）朝日組
　水　谷　繁　明

理　事 みづほ興業（株）
　水　谷　吉　孝

理　事 （株）山田家具
　山　田　一　仁

理　事 明や
　伊　藤　一　雄

理　事 （株）三菱UFJ銀行尾西支店
　野　口　浩　一

理　事 （株）いのこ
　猪　子　雅　王

理　事 日本太陽光発電（株）
　上　本　貴　雅

理　事 （株）ネッツトラスト
　則　竹　正　勝

理　事 中伝毛織（株）
　中　島　幸　介

理　事 （株）前田モータース
　前　田　正　和

理　事 艶清興業（株）
　大　島　清　司

理　事 森保染色（株）
　早　川　典　雄

理　事 小笠原（株）
　山　内　昭　喜

理　事 （有）金田組
　金　田　勝　広

理　事 クミカ工業（株）
　西　川　正一郎

理　事 （株）サカイ繊維
　酒　井　泰　彦

理　事 伸和ウール（株）
　佐　藤　嘉　高

理　事 山川精機（株）
　山　川　恭　範

理　事 茶久染色（株）
　今　枝　憲　彦

理　事 （株）犬飼建築事務所
　犬　飼　万壽男

理　事 岩村染色（有）
　室　田　正　敏

理　事 （株）ノダックスコーポレーション
　野　田　邦　彦

理　事 開南紡績（株）
　臼　井　彰　浩

理　事・
青年部長

ケーズハウス（株）
　小　林　　　篤

理　事・
女性部長

古川ピアノ教室
　古　川　安　美

（敬称略）

会長　木 村  孚
たか

 男
お

新会長あいさつ 　初夏の候、会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　この度、第54回通常総代会において尾西商工会長に選任されました木村 
孚男でございます。前会長の小笠原様には、長きにわたり商工会発展のために
ご尽力いただき、誠にありがとうございました。今後とも、本会へのご支援、
ご指導をお願いいたしますとともに、ご健勝でご活躍されることをお祈りいた
します。
　さて、日本経済が緩やかに回復を続けている中、中小・小規模事業者を取り
巻く環境は、経営者の高齢化や後継者不足等もあり、依然として厳しい状況に
あります。こうした中、商工会は経営支援、事業承継支援等の施策や地域振興
事業を展開し、役職員が一丸となって地域経済の発展と商工会運営に努めてま
いる所存であります。
　最後になりましたが、会員皆様方、行政及び関係機関の皆様方のご支援、 
ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、会長就任の挨拶といたします。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。
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【第５４回通常総代会での議案審議の様子】

【表彰を受けられる優良従業員】

第２１回優良従業員表彰式において表彰された
方々は、以下のとおりです。　　　　　（敬称略）

愛知県知事賞　　㈱吉田組　　　上野　　　茂

一宮市長賞　　　㈱吉田組　　　小関　　一志
　　々　　　　　大森石油㈱　　宮崎　　雄司
　　々　　　　　㈲生パスタ ･ トレビ
　　　　　　　　　　　　　　　桑原　喜美子

尾西商工会長賞　尾西信用金庫　瀬川　　雅也
　　々　　　　　　　々　　　　小川　　　慶

【表彰を受けられる笑顔の接客店】

第１４回笑顔の接客店表彰式で６店が表彰されま
した。　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

起支部　　　　大野屋
小信中島支部　レストランＭＩＫＩ
三条支部　　　Café・Dining　華日和
大徳支部　　　ファミリーマート  一宮東五城店
朝日支部　　　Ｉ・ｃｕｂｉｃ
開明支部　　　太田屋　尾西店

【感謝状を贈呈される役員等功労者】

第５４回通常総代会において感謝状を贈呈された
役員等功労者（在職８年以上）　　　（敬称略）

起支部　　　　　総代　　　　　松永　　　勲
　　々　　　　　　総代　　　　　横山　　　弘
小信中島支部　　理事　　　　　足立　　正一
　　々　　　　　　理事　　　　　鈴木　　貞一
　　々　　　　　　振興委員　　　平岩　　勝義
三条支部　　　　会長　　　　　小笠原　勝博
　　々　　　　　　理事　　　　　橋本　　照夫
　　々　　　　　　総代　　　　　市川　　征二
　　々　　　　　　総代　　　　　三鴨　　慶一
朝日支部　　　　理事　　　　　中島　　昭夫
　　々　　　　　　理事　　　　　中島　　英昭
　　々　　　　　　総代　　　　　吉田　昭太郎
　　々　　　　　　総代　　　　　森　　　洋一
開明支部　　　　総代　　　　　大橋　　吉郎
　　々　　　　　　総代　　　　　長崎　　重雄
　　々　　　　　　総代　　　　　長崎　　　康
　　々　　　　　　総代　　　　　森　　　岸雄
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平成３０年度　商工会の重点事業
①事業承継に関する相談・支援
　　地域の事業者の経営課題でもある事業承継等について、関係機関と連携を図りながら支援する。

②経営計画策定セミナーの開催
　　小規模事業者等が経営計画を策定するために必要な知識習得のために開催する。

③中小企業の資金繰り相談・支援
　　 日本政策金融公庫、地元金融機関並びに愛知県信用保証協会と連携を図り、融資制度の周知と資

金調達を支援する。

④会員企業ホームページの作成・支援
　　 全国商工会連合会が運営する「100万会員ネットワーク（会員事業所ホームページ作成システ

ム）」を利用して、会員企業のホームページの作成を支援する。

⑤商工会事業活動の周知と、会員加入の推進に努める。

申込・問合先：愛知県教育委員会　生涯学習課
直通電話　０５２-９５４-６７８０　　ファックス　０５２-９５４-６９６２
Ｅメール　syogaigakushu@pref.aichi.lg.jp
ホームページ　http://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/kateikyouikuouenkigyou.html

　家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組み、愛知県教育委員会と相互に協力して、愛知にお
ける家庭教育の一層の推進を図ろうとする取組に賛同する企業・事業所を募集しています。県教委生涯学
習課ＨＰ「家庭教育を支援する職場の募集」をご覧いただき賛同していただける企業は賛同書を提出して
ください。
　※  愛知県公契約条例に基づく契約審査等にあたり、「あいちっこ家庭教育応援企業」賛同状況が評価

対象となる場合があり、加点されます。

家 庭 教 育 を 応 援 する 取 組

１ 仕事を語ろう、働く姿を見せよう　
２ 学校へ行こう
３ 子どもの体験活動を支援しよう　
４ 家庭教育の大切さを学ぼう

「あいちっこ家庭教育応援企業」募集中
あなたの企業も子育て応援！
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職　　種 税務職員採用試験（高校卒業程度）

受験資格
１ 　平成 30 年４月１日において、高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年

を経過していない者及び平成 31 年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
２　人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

申込期間
インターネットにより申し込んでください。
受付期間：平成 30 年６月 18 日（月）午前９時 ～ ６月 27 日（水 )（受信有効）
※　インターネット申込みができない環境にある場合は、問合せ先まで連絡してください。

試 験 日
第１次試験　平成 30 年９月２日（日）

第２次試験　平成 30 年 10 月 10 日（水）～ 10 月 19 日（金）のうち、いずれか指定する日

問合せ先

名古屋国税局　人事第二課　試験係　TEL052-951-3511（内線 3451）

名古屋国税局　職員採用ページ
（http://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/recruitment/syokuin/index.htm)

税務職員採用試験受験者募集案内

一宮市消防本部からのお知らせ
～ 一宮市学生消防団活動認証制度がスタートしました。～

１　制度の概要
　 　真摯かつ継続的に消防団活動に取組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大な貢献をした大学生等

について、市がその功績を認証し、認証した方には、認証証明書を交付します。
　　企業側に認証証明書を提出することで、就職活動の支援を目的とする制度です。 

２　企業の皆さまへ
　 　採用にあたり、大学生等から認証証明書の提出があった際は、積極的に評価をいただきますよう 

お願いします。

３　お問合せ先
　　一宮市消防本部　総務課　消防団担当
　　TEL 0586-72-1193
　　FAX 0586-71-1191
　　Email：f-somu@city.ichinomiya.lg.jp

一宮市マスコットキャラクター　いちみん

プラスチック成形・加工

株式会社　森　　熊
代表取締役 森　　　信　一　朗

〒494－0012 一宮市明地字寺南５１番地
ＴＥＬ〈0586〉69－0111番
ＦＡＸ〈0586〉69－0112番
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一宮市サポートカンパニーを募集します！
一 宮 市 地 域 貢 献 企 業 認 定 制 度 の ご 案 内

　企業が行う様々な社会貢献活動を明確にし、その貢献度を測ることによって、「一宮市サポート
カンパニー」として認定し、企業の事業活動を行う上での一助とするとともに、市民・企業・行政
による協働のまちづくりを推進することを目的としています。
◆応募方法　所定の申請書に必要書類を添えて商工観光課へ提出
◆募集期間　６月１日～７月３１日（土曜、日曜、祝日を除く）
◆募集対象企業　以下の①～③の全てに該当する企業・個人事業所
　　① 一宮市内に本社または支社（事業所）が存在している。
　　② 申し込み時点で１年以上継続して事業を営んでいる。
　　③ 法人あるいは個人事業主が市税を完納している。
◆認定条件　以下の①～⑦の分野のうち、２つ以上の分野において活動している企業

分　　　　野 活　動　内　容　の　例　示
①安全・安心のための活動 ･地域の防犯活動に尽力、交通安全活動　等
②環境保全のための活動 ･ 適正な方法によるゴミの確実な処理、ゴミ減量活動、環境美化活動の推進　等
③商工業振興のための活動 ･地元雇用の推進　等
④まちづくり・地域づくりのための活動 ･ まちづくり活動、地域コミュニティへの積極参加、一宮七夕まつり・濃尾大花火への協賛
⑤子育てのための活動 ･ 子育て支援、青少年健全育成への取り組み　等
⑥福祉のための活動 ･ 高齢者・障害者に対する支援　等
⑦その他 ･ 他の分野に属さないもの

◆認定期間　認証年度から３年目の年度末まで
◆認定のメリット
　① 認定証、ステッカーの交付
　② 市の広報およびホームページで企業名を公表しＰＲ
　③ 一宮市サポートカンパニーであることをホームページや名刺に表示する等、自社ＰＲに活用可
　④ 総合評価落札方式の入札に参加される場合、項目に応じて加点
◆【応募および問合せ先】
　　一宮市　経済部　商工観光課　商工・労政グループ
　　ＴＥＬ：２８－９１３０　ＦＡＸ：７３－９１３５　Ｅメール：keizai@city.ichinomiya.lg.jp
    　※ 申請書などは一宮市ホームページからダウンロードしていただけます。

２０１８｢ 濃尾大花火 ｣ 開催のご案内とご協賛のお願い
日　時　８月１４日（火）１９時３０分～２０時４５分
会　場　濃尾大橋北　木曽川河畔
　　　　（荒天・増水の場合は16日、両日ともに打ち上げ不能の場合は中止）
協　賛　協賛をいただいた方は、花火大会プログラムにコメント・協賛者名を
　　　　掲載し、主要新聞に折り込みます。
 【金額】3号玉5,000円～百華園大200,000円の範囲で7種類
 【問合せ･申込】 尾西商工会　または　一宮市経済部商工観光課
　　　　　 　　（℡62-9111）     　　　     （℡28-9148）
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青年部だより（部員大募集中！）

女性部だより（部員大募集中！）

【高山グリーンホテルでの昼食風景と荘川桜】

会員優待旅行　４月 26日開催商工会イベント情報・活動報告

第１回定例理事会
開催日時　平成30年４月９日（月）　午後３時30分～
決議事項　第1号議案　第21回優良従業員表彰について
　　　　　第2号議案　笑顔の接客店表彰について
　　　　　以下　第３号議案 ～ 第６号議案

第２回定例理事会
開催日時　平成30年５月７日（月）　午後３時～
決議事項　第1号議案　 平成30年度尾西商工会通常総代会

提出議案について
　　　　　第2号議案　 役員等功労者感謝状被贈呈者につ

いて
　　　　　以下　第３号議案 ～ 第４号議案

理事会報告

　５月14日（月）に開催されました第41回青年部総会において、青年部長に小林篤さん
が選任されました。
　尾西商工会青年部では、定例会や、イベントへの参加、小学校への記念品の贈呈等、様々
な事業を通じて部員同士の交流を深め、事業の発展・地域の発展につなげています。貴
重な異業種・同業種交流の場です。45歳以下の個人事業主・中小企業の経営者、また
は後継者の皆さん、ぜひ入部して同世代の仲間を作り、一緒に楽しく活動しましょう！
　詳しくは商工会までご一報ください。青年部長

小林  篤さん

　行先を荘川桜に変更し、満開の桜を楽しむことが
できました。（参加者63名）

　５月14日（月）に女性部総会を開催しました。今年度40周年を迎える女
性部は、商工業者を支える女性のご家族、女性経営者の知識・能力等の向
上や健康増進に役立つ事業、地域の福祉活動などを実施します。
　総会に続き開催された大正琴演奏会では、女性部員を含む「琴城流大正
琴 琴枝秀会」の皆様の演奏で、懐かしい曲を鑑賞しリフレッシュすること
が出来ました。
　女性部では一緒に活動していただける方を募集しております。今回は第
４回目の「フラワーアレンジ教室」のご案内もお送りします。将来を担う女
性経営者・社長夫人・従業員の皆様からのご連絡をお待ちしております。
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■ 開催日時　平成３０年　７月１１日（水）午後１時～４時　　（予約不要）
■ 開催場所　尾西商工会 ２階 会議室
　 暮らしや事業の中でいろいろな悩み・トラブル　そんなときこそ、行政書士にご相談ください。

行政書士無料相談会のお知らせ

日　時　　平成３０年 ７月 ５日（木）午前１０時～午後３時
場　所　　尾西商工会館　２階　会議室

※　日本政策金融公庫一宮支店の職員が、お客様と直接面談の上ご相談に応じます
　　ので、是非ご利用ください。

※　上記の他、９月20日（木）午後１時30分～３時、8月は随時
　　の相談日もご利用ください。（２日前までに商工会への連絡をお願いします。）

※　相談の際には、確定申告書・決算書（直近２期分）等をご持参ください。

夏 季 融 資 相 談 会 の ご 案 内

※　 相談希望の方は、ご都合の良い時間で調整させていただきますので、２日前まで
に商工会へご連絡ください。

第３０回 ｢ びさいまつり ｣ 開催のご案内とご協賛のお願い
日　時　１０ 月２７日（土）・２８日（日）９時３０分～１６時
会　場　一宮市尾西庁舎周辺
協　賛　ご協賛をいただいた方は、チラシ又は野外ステージバックボードに協賛者名を掲示し、
　　　　チラシは主要新聞に折り込みます。
【金額】一般協賛 １口 10,000 円、特別協賛 １口 50,000 円・１口 100,000 円　
【問合せ ･ 申込】尾西商工会  TEL 62-9111   
 　　　　　　　  ※ 詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

　本商工会では、小規模事業者の事業承継を円滑にするために「遺言相談」を承っております。様々
な遺言相続の案件に携わった経験豊かな弁護士が相談に応じることができる体制を整えました。
　お気軽にご相談ください。

遺 言 無 料 相 談 窓 口 の 開 設

担当弁護士　西脇法律事務所（名古屋市中区）　西脇明典氏  または  佐藤有美氏


