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８月５日（土）　協賛企業紹介、開会式
　　　　　　　宇宙戦隊キュウレンジャーショー
　　　　　　　キッズストリートダンス・キッズヒップホップダンス 
８月６日（日）　ジャズライブ
８月７日（月）　オープンカラオケBOX in 入善
　　　　　　　入善音頭街流しニューバージョン披露
　　　　　　　入善音頭街流し競演会・街流し表彰式

どなたでも参加できます
●詳しくは入善町商工会へ（TEL 72-0163）

★竹飾りの募集
日　　時　８月４日（金）～７日（月）
展示場所　入善町商店街通り
申込締切　７月14日（金）

商工会特設ステージ 予定

８月５日（土）
①17：00～ ②19：00～

中央駐車場特設ステージ

ショー

© テレビ朝日・東映 ・東映

今回はこの５人が出撃だ！
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平成29年度

第57回通常総代会開催

　入善町商工会平成29年度第57回通常総代会が、5月19日（金）、うるおい館イベントホールで開催

され、提出議案の全ての審議を無事に終了いたしました。また、役員補充選任の件で新たに大田哲夫

氏、大澤哲伸氏、米沢　元氏、中野早苗氏が理事に選任されました。

　なお、出席者は総代83人（内委任状出席25人）でありました。

　扇原会長は挨拶で「最近の政府による、補正予算、一般予算と
切れ目のない予算執行で景気は上向きつつあるが、商工会地区へ
の波及効果は弱いままである。当商工会として地域内において経
済を循環させ、消費の流出を防ぐために前払い式商品券事業に積
極的に取組み商業環境を改善したい。加えて、小規模振興基本法
の施行に伴う新たな小規模企業施策と町独自の支援策を活用しな
がら会員企業の経営課題に対応していきたいと」と開会挨拶をし
た後、議長に入膳地区総代の細田哲夫氏が選出され、提出議案が
慎重審議されました。
　第1号議案 平成28年度事業報告並びに一般会計収支決算承認の件、第2号議案 平成29年度事業計画
（案）並びに一般会計収支予算書（案）及び会費賦課徴収方法（案）決定の件、第3号議案 借入金の最高
限度額並びに借入先決定の件、以上の議案について原案通り可決承認されました。
　続いて、第4号議案 役員補充選任の件では、事務局より地区役員の欠員と商工会青年部・女性部の役員
改選に伴う部長交代により役員を補充する旨、出席した総代に説明し、総代からの満場の拍手で推薦され
た4名の方を新役員として選任しました。
　また、今回の総代会では、商工会員の廃業により地域を代表する総代の数が公平に配置されていないこ
とや、県下12商工会と比較した場合に当商工会の総代数が多いことから、総代の配置数の見直しと定数を
減員（左記の表を参照）するため、定款の一部を改正しました。
　議案審議終了後、前田　昇氏、上田和男氏に対し役員功労として富山県商工会連合会長表彰が、3月末

日で理事を退任された竹内正彦氏、廣川恭毅
氏に入善町商工会長より感謝状がそれぞれ授
与されました。
　来賓の笹島春人入善町長、鬼原征彦町議会
議長、富山県商工会連合会上野和博専務理事
より祝辞をいただいた後、来賓紹介、富山県
議会議員上田英俊氏等からの祝電が披露さ
れ、井田副会長の閉会挨拶により総代会を閉
会、その後の懇親会も和やかなうちにお開き
となり、全日程を滞りなく終了しました。

  ＜今年度の重点事項＞
１．会員増加等商工会組織の
　　強化
２．企業力向上に向けた
　　経営支援
３．経営発達支援計画の
　　着実な推進～総代定数の配置変更に伴う定款の一部を改正、

　　　　　　　  平成29年度事業計画を決定！～
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　宇奈月町商工会から、平成24年4月に下新川地域商工会（入善町・朝日町商工会）の職
員として入善町商工会に異動してきて4年間、入善町商工会の職員として1年間、在籍しま
した。商工会の役員、会員の皆様には、お世話になり、ありがとうございました。入善町
商工会の今後益々の発展をお祈り申し上げます。

～ 退職の挨拶 ～ 経営指導員　　水野　　弘

◎平成29年度　主要事業年間スケジュール

◎総代の配置と減員について

◇職員人事異動のお知らせ

［改正］ ［改正］［現行］ ［現行］

月別 商工業の振興事業など 地域、観光物産の振興事業など

4月
・女性部総会（4/21）
・青年部総会（4/25）
・同友会総会（4/28）

・にゅうぜんフラワーロード2017
　ウェルカムイベント等（4/8～）

5月 ・通常総代会（5/19） ・協同組合入善町キラキラカード会総会

6月 ・役員研修会（6/6～7）

7月 ・経営講習会
・プレミアム商品券販売

8月 ・入善ふるさと七夕まつり（8/5～7）

9月 ・経営計画作成支援セミナー ・愛の献血
・商工会長杯ゴルフ大会（9/23）

10月 ・経営講習会・経営講習会（主催：広域協議会）

・商工フェアまつりんぴっく2017（10/21）
・商店街すごろくゲーム（10/21）
・ハロウィンパーリィー

11月 ・記帳指導会　　・経営講習会 ・扇状地マラソン

12月 ・記帳指導会　　・経営講習会 ・商店街イルミネーション

1月 ・決算説明会　　・記帳指導会

2月 ・記帳指導会　　・税務個別指導 ・冬遊ぼう事業 入善ラーメンまつり（主管：青年部）
 （2/24～25）

3月 ・記帳指導会　　・税務個別指導

地区名 総代数 地区名 総代数

6区・君島・五十里 4 6区・君島 5

7区・8区・幸町 5
7区 3

8区 4

9区・10区 6
9区 5

10区 3

11区 7 11区 8

12区・田中 6 12区・田中 7

13区・上田・青島
美善町・神林 10 13区

上田・青島 10

14区・15区 4
14区 4

15区 3

16区・17区 6
16区 2

17区 6

地区名 総代数 地区名 総代数

椚山 8 椚山 8

横山 4 横山 4

舟見・野中 7
舟見 7

野中 2

新屋 5 新屋 6

小摺戸 3 小摺戸 4

上原 8 上原 9

青木 5 青木 6

飯野・芦崎 12
飯野 8

芦崎 6

合計 100 合計 120
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　今年度は「変革と創造」というスローガンを掲げ、自ら組織を改革し進化を遂げ
て活動してまいります。会員一人ひとりが、意識や資質を向上させ会員相互の交流
や情報交換を促進していくためにも、各事業を積極的に実施いたします。

　平成29年度入善町商工会女性部通常総会におきまして、部長に選任されました
中野早苗です。日頃より女性部活動にご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げま
す。50年以上の長い歴史を持つ女性部に、自分がどれだけ貢献できるかと、その責
任の重さを感じております。
　今年度も、諸先輩方から受け継いで来たボランティア活動を中心に継続しなが
ら、部員同士の絆を深め、女性の感性を生かした様々な活動へと広げ、少しでも地
域活性化のお手伝いができるように努めていきたいと思っております。今後とも皆
様のご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

会長挨拶

新部長挨拶

会長　　前田　茂樹

部長　　中野　早苗

ボランティア活動　6月7日（水）舟見寿楽苑

通 常 総 会　4月28日（金）うるおい館

◆女性部 事業報告

◆同友会 事業報告

　女性部は、恒例となった『商工会の日』ボランティア
活動を、今年は舟見寿楽苑において七夕飾り制作のお手
伝いをさせて頂きました。
　参加した女性部員は、舟見寿楽苑の入居者の方々とも
交流しながら、職員の方々に制作の指導を受け、持ち前
のチームワークで牛乳パック等をきれいな七夕飾りにど
んどん制作していきました。
　例年、舟見七夕まつりには趣向を凝らした素晴らしい
七夕飾りが街道を埋め尽くします。リサイクル作品にも
ぜひご注目ください。

　商工同友会（前田茂樹会長）では、4月28日に通常総会を開催し、本年度の事業計画等を決定しまし
た。主な事業として、入善ふるさと七夕まつり賑わい事業、経営研究会、先進地視察等を計画しました。
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　みなさんこんにちは、今年度より商工会青年部長になりました米沢元と申します。この
大役を引き受ける事に身の引き締まる思いでございます。
　我々青年部は地域活性化を目的とした事業を計画し実行することで少しでも地域に貢
献できるようにと活動しています。そんな活動が地域のためと言う名目だけにならないた

新部長挨拶 部長　　米沢　　元

唐辛子の定植作業　5月25日（木）定植作業　　6月20日（火）支柱立て作業

全国統一事業「“絆”感謝運動」　6月5日（月）

◆青年部 事業報告

　6月10日「商工会の日」に行われる、全国統一事業「“絆”感謝運動」
に先駆けて、6月5日に中心市街地の清掃作業事業を実施しました。
　絆感謝運動とは、地域貢献活動・福祉活動を通じて「青年部と地域の
絆」「青年部同志の絆」を深めることが目的で行われます。
　我々青年部では中心市街地の清掃作業事業を通じて、ゴミの少ない意
識の高い街を再確認するとともに、この綺麗な街を次世代につなげてい
く思いを新たにしています。

　農商工連携事業として平成23年から行っている入善産唐辛子栽培事
業が、本年度もスタートしました。
　今年は入善中学校近くの耕作放棄地を使い、ＪＡみな穂青壮年部、
入善高校農業科の生徒、特定非営利活動法人工房あおの丘、株式会社
日本かきセンター、合同会社善商、入善町がんばる農政課、入善町商
工会青年部と、多種多様な組織が連携し栽培を行い、9月の収穫後に
は入善産唐辛子を原料とした定番の入善レッドラーメンや人気の唐辛
子ラー油などの「からうま」な商品が登場する予定です。
　元気な他団体との交流は新たな試みへの挑戦につながるとともに地
域力の向上にもつながっています。

めにも、青年部員一人ひとりが考えて行動することで信頼関係が生まれ、その思いが人々との共有につな
がり初めて地域に貢献できると考えます。
　与えるだけではなく我々青年部も成長できるようなそんな事業や活動を目指していきます。そして情報ば
かりが先行するような現代に人と人との信頼関係を結ぶきっかけになれる青年部でありたいと思います

　仲間と共に、力を合わせて宝物を探しに出発だ！
　草木をかき分け、獣を追い払い、たどり着いたその先には一人
ひとりの心が試される究極の試練が待ち受ける!!

○ジャングルクライダー　オカモト探検隊
　～冒険者求む！　草木をかき分け宝物をみつけだせ!!～

　昨年の入善ふるさと七夕まつりで発表されました、「入善音頭
街流しニューバージョン」。テンポよくアレンジした入善音頭に
入善伝統盆踊りの「残座踊り」を乗せ、老若男女が唄って踊れる
楽しい踊りは、発表のあと「楽しそうで参加してみたかった」や「若いころを思い出した」など多
くの声を頂きました。
　もちろん今年もやります！！　さあ、みんなで踊ってみませんか？できない方でも、忘れた方でも
大丈夫です。練習会を開催します。お気軽にご参加ください。祭りのクライマックスにみんなで一緒
に楽しいひと時を。「踊る入善に見る入善、みんな仲間や、踊らな損ソン」お待ちしています!!

【練習日時・場所】7/13（木）、20（木）、27（木）、8/2（水）午後7時～8時　うるおい館
　参加など詳しくは商工会青年部事務局（TEL 0765-72-0163）まで。

○今年もやります。入善音頭街流しニューバージョン!!

七

夕

ま

つ

り

告

知

献血功労
厚生労働大臣表彰受賞
　青年部では毎年、献血運動
を実施しており、今年度で73
回目となります。これまでの
実績をうけ献血功労者に対す
る厚生労働大臣表彰の受賞
が決定しました。
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商工会の役員研修会が6月6日（火）～7日（水）に実施されました。
今回の視察先は、平成23年3月11日に発生した東北大震災からの
復興を目指している宮城県女川町商工会、宮城県商工会連合会で
した。
初日の視察先である女川町商工会では、青山貴博参事より大震

災発生から今日までの苦労話を中心に、新たに整備されたシーパ
ルピア女川の店舗コンセプトや地域の実情を超えるような大規模
な施設をあえて建設せず、身の丈に応じたコンパクトな施設にし
たことなど、整備に係る経緯について説明がありました。
宮城県内では補助金と融資制度を活用して自社の経営資源、体力を上回った大規模な設備投資を行っ

た結果、現在では当初の計画通りの売上を計上できず、月々の返済に苦慮している企業が多いようです。
二日目の視察先である宮城県商工会連合会では、大震災発生直後からの商工会や会員企業への支援に

ついて、樋口雅彦副参事より説明を受けました。震災により事務所等が全壊、半壊した商工会に対して
事務用品、機器を調達したことや、国の復興関連補助金を活用す
るための復興計画を作成する際に、商工会の経営指導員と県連合
会の職員が一丸となって寝食を共にしながら取り組まれたこと、
それにより女川町を初めとした多くの商工会が復興したことなど
の話がありました。
一方、震災により実施が先延ばしとなっていた宮城県連の新た

なサポート体制やその支援結果についても合わせて説明を受けま
した。
加えて、平成28年に発生した熊本大震災に際しては、宮城県連

から職員が交代で熊本県の商工会へ派遣され、会員企業の復興に向けた支援がなされるなど、全国組織
である商工会の組織力について再認識することとなりました。
二日目の最後の視察先は、名取市商工会がある閖上地区の震災遺構に指定された小学校を訪問しまし

た。地元の語り部の方から震災直後の状況に関する説明や、記録をまとめたDVDが放映され、改めて津
波の恐ろしさを目の当たりにすることとなりました。
富山県は自然災害が少なく住みよい街と言われますが、熊本県のようにそれまでは、地震被害が少な

かった地域においても、あのような甚大な被害に見舞われるなど自然災害に対する備えを常にしておく
ことが肝心であると思います。

◆役 員 研 修 会 6月6日（火）・7日（水）宮城県

　商工会では日本政策金融公庫と連携し、「一日公庫」を開催いたします。
　日本政策金融公庫の融資担当者が、融資のお申込みをいただいたお客様と面談し、審査します。

【開催日】7月21日（金）午前10時～午後3時
【場　所】うるおい館　2階会議室「一日公庫」のご案内「一日公庫」のご案内

こんなご要望はありませんか？
◎仕入資金、買掛・手形決済資金等、運転資金の手当てをしたい。
◎従業員へ夏期のボーナスを出してあげたいので、資金を準備したい。
◎設備が老朽化したので、新しいものに買い替えたい。
◎現在、小規模事業者経営改善資金（マル経融資）をご利用されている方で借換えをしたい。

など、さまざまなご要望に、「一日公庫」をご活用いただけます。
お申込み・ご相談を希望される方は7月12日までに入善町商工会へご連絡下さい。TEL ７２－０１６３

施 策 情 報
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平成28年度に商工会青年部・女性部の全国組織化50周年記念大会が福島県で開催されました。そこで

入善町商工会青年部は全国で最初に組織されたことや、節目を祝うとともに青年部発祥の地である入善

の名を広くPRし今後の活動を活性化することを目的として短編アニメーションを制作しました。委員会

や収録風景は新聞やテレビにも取り上げられ、青年部活動や入善町もPRすることとなりました。また、

制作していただいた魚津市の宮坂和秀（The BERICH）さんから、完成したアニメーションをいろいろ

なコンペティションに応募していただいています。

今回、「杉並ヒーロー映画祭2017」に応募し、約80本の中から9本ノミネートされ、その一つに「レン

タル戦隊入善町商工会青年部」が選出されました。6月11日に東京都杉並区で開催された「杉並ヒーロー

映画祭2017」に青年部役員等が「コンペティション＆講評会」に参加してきました。結果、大賞には選

ばれなかったものの審査員からは高評価をいただき、来場者や関係者に入善町のPR等を行うことができ

ました。

大好評のカレーまつり、企業の情報発信ブース、ステージ
イベント、商店街すごろくゲームなど多彩な催しものを予定
しています。
　　　　【会場】 中央駐車場及びうるおい館

第14回 入善町商工会長杯ゴルフ大会のご案内

にゅうぜん商工フェア まつりんぴっく2017

【主　　催】　入善町商工会
【開 催 日】　9月23日（土）雨天決行
【会　　場】　棚山ゴルフ倶楽部
【参加資格】　 商工会員及びその家族・従業員・青年部・女性部・同友会員

及び商工会役職員、その他本大会の主旨に賛同される方
【申　　込】　入善町商工会　TEL 72－0163

今年の開催日は10月21日（土）に決定

杉並ヒーロー映画祭2017に杉並ヒーロー映画祭2017に
　　　「レンタル戦隊入善町商工会青年部」がノミネート　　　「レンタル戦隊入善町商工会青年部」がノミネート
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入善町活性化プレミアム商品券を今年も発売します

　町の活性化と地元消費拡大を図ることを目的に入善町の助成を受け、今年度も総額5,500万
円（5千セット）の入善町活性化プレミアム商品券を販売します。平成29年11月30日までご
利用いただけますので、登録加盟店の皆様のご協力をお願いします。

（補助事業の取り組み内容）

ようやく夏至の日（6月21日）に北陸地方が梅雨
入りしました。
地球温暖化の影響か、4月末のにゅうぜんフラ

ワーロードでは、突風でテントが飛ばされ、ひょう
が降り、ウェルカムイベントの一部が中止になりま
した。観音祭の3日間は雨が降らず、7月6日の舟見

花火大会の好天を願います。
いよいよ夏本番、第48回入善ふるさと七夕まつ

りは、キャラクターショーなど数多くのイベントが
企画されています。町内外の大勢の方に多いに楽し
んでいただけたら幸いです。
　　　　　　　　　　　　広報委員　池原　憲文

編集
後記

E-mail:nyuzen@shokoren-toyama.or.jp　　http://www.nyuzenmachi-shokokai.jp/

「マットの改善と補助マットによる安全管理で集客アップ」
クライミングジムFCSウォール

　入善町墓ノ木で12年前にクライミングジムFCSウォールを開業し、6年前には富山市二口町に2号店
FCSAriseをオープンされました。クライミングは東京オリンピックの追加種目に選ばれたことにより、
スポーツクライミングとしても注目されています。
　これまで補助事業を利用し、夏場のジム内の室温管理のための冷房機器の設置や、チラシ、テレビ
ＣＭ、ＰＲ用タオルの製作により販路を拡大してきました。今回の小規模事業者持続化補助では落下時
の衝撃を吸収するマットの導入により安全性を高め、さらなる集客アップを目指しておられます。

クライミングジムFCSウォール代表　藤岡　博和  氏

　最近、テレビなどで見る事の多くなったクライ

ミング・ボルダリングですが、「どこで、できる

の？」という人、入善でできますよ。 重力に逆らっ

て登ることは、フィットネス効果が高く、女性にも

人気で問い合わせも多くなっています。意外と腕力

がある人のスポーツに思われますが、女性や子供が

スイスイ登る事も多く、バランスと頭を使い足でう

まく登るのがコツです。皆さんも、一度挑戦してみ

て下さい。ゴールを目指して登るという、シンプル

な動きにハマると思いますよ。そして登りきった時

の達成感は、他のスポーツには無い感動を味わえる事と思います。

　クライミング教室などもやっていますので、レベルアップしたい方や、岩を登るためのロープワーク

を見に付けたい方など、気軽に声をかけて下さい。新マットの導入により「安心して登れるクライミン

グジム」として指導員の資格を生かし、皆さんの助けになればと思い、日々頑張っています。

小規模事業者持続化補助金活用レポート


