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主なイベント（特設ステージ）
★８月５日（金）
＊それいけ！アンパンマンショー、ものまねステージ
＊梢ライブ

★８月６日（土）
＊キッズストリートダンス、キッズヒップホップダンス
＊ジャンボ～ル三世の夏休み絵画コンテスト表彰式

★８月７日（日）
＊オープンカラオケBOXin入善
＊入善音頭街流しニューバージョン披露
＊ふれあい入善音頭街流し競演会・街流し表彰式

入善ふるさと七夕ま入善ふるさと七夕ま第第
4747
回回

「第47回入善ふるさと七夕まつり」は、天候にも恵まれ、8月5日（金）から

7日（日）の3日間、商店街、特設ステージを中心に盛大に開催されました。

特設ステージでは、初日、子供達に絶大な人気がある「それいけ！アンパ

ンマンショー」を皮切りに、ものまねステージ、梢ライブ（入善町出身）、2

日目にはキッズダンス、最終日には毎年恒例のオープンカラオケBOX、入善

音頭街流し競演会が実施されました。今年は伝統の入善音頭と振り付けを

アレンジしたニューバージョンの披露もあり、大勢の人々で賑わいました。

なお、ご協賛いただきました、企業、各団体の皆様には、ご支援とご協力

を賜り、厚くお礼を申し上げます。

伸びやかな歌声が伸びやかな歌声が
会場を魅了した会場を魅了した
「梢ライブ」「梢ライブ」

街流し表彰式街流し表彰式

ふれあい入善音頭街流し競演会ふれあい入善音頭街流し競演会
優勝　「スポーツクラブ入善」優勝　「スポーツクラブ入善」

入善音頭街流しニューバージョン披露入善音頭街流しニューバージョン披露

キッズストリートダンス・キッズヒップホップダンスキッズストリートダンス・キッズヒップホップダンス

本物そっくりなパフォーマンスに本物そっくりなパフォーマンスに
大盛り上がりとなった大盛り上がりとなった
「ものまねステージ」「ものまねステージ」

オープンカラオケBOXオープンカラオケBOX
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◎「ジャンボ～ル三世の夏休み」
　絵画コンテスト
◎にぎわい屋台通り  同友庵
◎同友会イルミネーション

平成28年8月5日～7日

同友会

女性部

つりつり

　今年も「ジャンボ～ル三世の夏
休み」と題して絵画を募集、228点
の応募がありました。同友会では
「同友庵」、イルミネーションを設
置し、たくさんのお客さんに楽し
んでいただきました。

今年はお客さんの頭に的をつけ、
お化けに扮した青年部員と水鉄砲で
撃ち合うシューティングゲームに毎
年人気のあるスライダーをより滑り
易くしたツルツルスライダーの2つ
のイベントを行いました。
期間中は大きな事故やケガもな

く、イベントのスリルと面白さに会
場中からお客さんの楽しげな叫び声
が響いていました。

毎年恒例、女性部は「フ
ランクフルト＆サイダー」

7日

◎恐怖のお化け屋敷・ウォータースライダー
　「Yoshiaki ウォーズランド」

青年部

イルミネーションイルミネーション

テントストリートテントストリート

絵画コンテスト絵画コンテスト

同友庵同友庵

絵画コンテスト表彰式絵画コンテスト表彰式

を販売。おかげさまで完売しました。
街流し競演会にも参加し、エレガ

ント賞をいただきました。
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充実の企業ブース
うるおい館の2階イベント、多目的ホールや1階プロムナー

ドなどでは、28の事業所の方が企業ブースを設けて、自社の事
業活動や商品サービス等の情報を発信しました。

　秋の恒例イベント“にゅうぜん商工フェアまつりんぴっく2016”を開催し、中心市街地の会場が賑

わいました。

　当日は雨天が予想されオープニングセレモニーなど会場を変更しながらの運営でしたが、うるおい

館内の企業ブースなどは例年同様にたくさんのお客様が来場し、無事に全ての事業を終了することが

できました。

にゅうぜん商工フェア魅て・味て! 入善も
ん。み み

オープニングセレモニー
　雨天が予想されたため、うるおい館のイベントホールで行なわれたオー
プニングセレモニーでは、主催者を代表して井田副会長が開会挨拶を述
べ、笹島町長、鬼原町議会議長、上田県議会議員よりご祝辞を頂戴しま
した。
　町環境啓発ポスター展
表彰式の後、恒例のオー
プニングイベントとし
て、入善東部・西部・南
部保育所の年長児25名
による鼓隊演奏で華やか
に始まりました。
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日　時 平成28年10月8日㈯
会　場 うるおい館、町営中央駐車場ほか

大好評!! カレーまつり

青年部・女性部・同友会がイベント協力

イベント

　今年は町内飲食店組合加盟店を中心に8店舗が出店しました。各店はオリジナルルーを準備
し、エスニック、甘口リンゴ、キーマ、牛スジ、ビーフ、チキン、もつ、トマトカレーなどカップ1
パイ200円で販売しました。

　雨天のため、プロムナードやマルチルームにてご出演をいただき会場を盛り上げていただきました。

入善町菓子組合による
もちつき体験＆振舞い

同友会（飲食ブース）女性部（シャケ鍋振舞い）青年部（縁日コーナー）

ちんどん屋
「おらっちゃ人生桜歌隊」出演オープンカラオケinまつりんぴっく

2016
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◆入善町商店街すごろくゲームを実施 10月8日（土）10月8日（土）

「商店街すごろくゲーム」は、商店街活性化事業として全国的に
注目されており、入善町でも昨年に引き続き実施しました。
「商店街すごろくゲーム」は、商店街のお店をスゴロクのマスに見立
て、参加者はサイコロを振って商店街を回遊し、立ち寄ったお店では
クイズやゲーム等を楽しみながら商店主と触れ合い、これまで見過ごし
ていた地元のお店の魅力に気付いてもらうことを目的としています。
「入善町商店街すごろくゲーム」の特徴として、今では普段使う
ことが少なくなった入善弁や入善町に関する問題などをクイズに活
用。参加店では様々な入善弁について、言葉の意味を参加者に三択
で当ててもらうクイズを行いました。特に小学生や若いお母さん達
は、入善弁や入善町に関するクイズにとても興味を持って楽しんで

頂けました。すごろくゲームをし
ながらポイントを獲得し、最終的

商工会青年部・女性部全国組織化50周年記念式典、第18回商工会青
年部・女性部全国大会（福島大会）が福島県郡山市のビックパレット福
島において、約5,000名の参加のもと盛大に開催されました。記念式典
の席上で商工会活動に貢献した商工会青年部・女性部への表彰があり、
入善町商工会青年部長、富山県商工会青年部連合会長として取り組んで
こられた数々の功績が高く評価され、中瀬 淳哉氏が中小企業庁長官表
彰を受賞されました。
 　〈中小企業庁長官表彰〉　中瀬　淳哉  氏

第56回商工会全国大会がNHKホールにおいて商工会関係者約
3,000名が参加して開催され、商工会活動の功績者への表彰があり
ました。入善町商工会からは、入善町商工会女性部長の竹内 陽子
氏が女性部功労者として受賞されました。また、入善町商工会が経
営発達支援事業で事業推進優良商工会等表彰を受賞しました。
 　〈全国商工会連合会長表彰〉　　竹内　陽子  氏
 　〈事業推進優良商工会等表彰〉　入善町商工会

に高成績の方には、子供達に人気のプレイステーション4やデ
ュエル・マスターズカードなどを賞品として発送させていただ
きました。また、参加者のアンケートでは、「普段入らないよう
なお店に入れてよかった。」「知らないお店にも入れるし、昔な
がらのお店に入れて楽しかった。」「とても楽しかった、また参
加したい。」などの声をいただきました。

今後も “来街者を来店者へ” を目指し、ブラッシュアップしながら「商店街すごろく」イベン
トを実施していきたいと考えています。
（参加チーム数）42チーム（133名）　（参加協力店）参加店舗　28店（協力店含む）

商工会青年部・女性部全国組織化50周年記念式典
第18回商工会青年部・女性部全国大会（福島大会）

第56回商工会全国大会

11月8日（火）・9日（水）

まつりんぴっくと
同時開催

11月17日（木）・18日（金）

写真、左から2番目が中瀬氏
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　9月24日（土）棚山ゴルフ倶楽部において第13回商工会長杯ゴルフ大会が開催されました。当日は天候にも恵ま

れ、参加された80名の方々は、同伴者とともに楽しくラウンドをされ、優勝は青年部員の米沢元さんでした。な

お、上位入賞者は次の通りです。

　商工会の役員研修会が11月10日（木）に実施されました。今回の視察先は、南砺市商工会本所並びに利賀村支

部でした。南砺市商工会本所では南砺市商工課主幹の藤井博之氏より、小規模事業者振興基本条例の制定までの

経緯や条例内容について話を伺いました。また、南砺市商工会事務局長の北清俊一氏より、商工会における条例

を活用した経営支援策やその成果について説明を受けました。

　一方、南砺市商工会利賀村支部では、所長の斎藤嘉久氏並びに慶応義塾大学商学部の学生で南砺市利賀村にお

いて地域づくりの研究をしている宮村黛氏より、「地域づくりとクラウドファンディングの可能性」というテー

マで話を伺いました。クラウドファンディングとは、不特定多数の人がインターネット経由で他の人々や組織に

◆第13回商工会長杯ゴルフ大会開催  9月24日（土）

◆役員視察研修会  11月10日（木）

棚山ゴルフ倶楽部

南砺市商工会

氏　名 グロス ハンディ ネット

優勝 米沢　　元 84 15.6 68.4

次勝 菊地　正徳 79 9.6 69.4

参勝 松岡　直樹 96 25.2 70.8

４位 永原　峰明 89 18.0 71.0

５位 前田　茂樹 86 14.4 71.6

ベストグロス 菊地　正徳 79

◆女性部  秋の交通安全運動  9月26日（月）
　秋の交通安全運動期間中、うるおい館前にて「ジャンボ～ル三世の交通安全街頭指導」が行われました。通行

中のドライバーにチラシと部員が作成した『ジャンボ～ル三世キーホルダー』250個を手渡し、交通安全を呼びか

けました。

財源の提供や協力することを指す、群衆（クラウド）と資金調達（フ

ァンディング）を組み合わせた造語です。

　利賀村支部の場合は、クラウドファンディングで約90万円程度の資

金を調達して、特産品の販路開拓を行っていました。

　地方を取り巻く現状は少子高齢化の加速、人口の流出等、人口・消

費の減少に歯止めがかからない状況にあります。今回視察した南砺市

では、中小小規模企業が地域における経済活動の源泉と捉え、経営支

援を強化し、また、若者の力と新たな資金調達を武器として地域振興

を推進していました。
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10月29日（土）うるおい館

　「仮装した人も、してない人も、子供も、大人も、みんなでワ
イワイもりあがれ！」をスローガンに今年も『にゅうぜんジャ
ンボハロウィンパーリィ』を10月29日に入善まちなか交流施設
うるおい館特設パーティーホールにて開催しました。
　今年はたくさんの要望があった、デイパーティー（キッ
ズ・ファミリーの部）とナイトパーティー（大人の部）の2
部制で行いました。近年、全国で大変な盛り上がりを見せて
いるハロウィンを通じて、街中にハロウィンな異空間をつく

り、老若男女が交流することで、地域力と地元愛を高めることを目
的としたこのイベント。昨年は恥ずかしさも残る控えめな参加者で
したが、今年は大胆な仮装での参加者の登場を心待ちにしながら、
企画・準備を進めました。
　今回の目玉の一つ「デイパーティー（キッズ・ファミリーの
部）」の盛り上がりを目指して、いつもの町の各所を回るキャラバ
ン宣伝ルートの中に、保育所も加え、子供たちに直接PRしました。
子供たちはおばけが来たと大盛り上がりで泣く子もいましたが、最

にゅうぜんジャンボ にゅうぜんジャンボ ハロウィンパーリィハロウィンパーリィ

後はみんな笑顔で「絶対に行くよ」と言ってくれました。
　迎えた当日、デイパーティーは12時に受付を開始し、家族連れが
徐々に集まり、13時の開始時刻には70名ほど少し寂しいスタートと
思いながら気分を高めていった20分後、特設パーティーホールは最
大175名の家族連れの可愛い仮装と笑顔が渦巻きました。お姫様、
モンスター、ヒーロー、ディズニーキャラなどに仮装した子供たち
が、会場内の遊具で飛び跳ね、射的・輪投げ・スーパーボールすく
い・ポップコーン・綿菓子などの縁日コーナーで一喜一憂する姿
は、元気な子供たちは地域の宝だと思わせてくれました。
　青年部の活動では、子供たちに地域の思い出を創ることで、将来地域を想い、町に帰ってきてくれる
思いを育てることを活動の目標のひとつにしています。今回行ったデイパーティー（キッズ・ファミリ
ーの部）はそんな子供たちの思いを育てる種になれば良いなと思いました。
　そして、18時から行われたナイトパーティー（大人の部）は、今回県内外で活躍するマジシャンをゲ
ストにマジックショウ、ダンサーとDJのハロウィンダンスショウ、仮装コンテストなどイベント盛りだ
くさんのステージイベントと、青年部料理人が腕を振るった食べ放題・飲み放題のテーブル。加えて、
深層水牡蠣を使ったメニュー「深層水牡蠣と田中さんが丹精込めて育てたおイモの絶品コロッケ」がパ
ーティーを盛り上げました。
　サムライ、モンスター、マリオ、ヒーロー、アニメキャラ、ディズニーキャラなど思考を凝らした参
加者たちが、入善のおいしいグルメに舌鼓を打ちながらイベントに参加し交流しました。昨年とは違

い、幅広い年齢層の方々が仮装し参加していただいたことが何より
満足できた結果のひとつになりました。
　青年部のスタッフ全員が思考を凝らした仮装をしたのは言うまで
もありませんが、企画から準備、開催、運営に至るまで多くの方々
のご協力をいただきました。そんな多くの方々の協力や応援、そし
て楽しんでくれる参加者の皆さんがあってはじめて素敵なイベント
ができることを再確認することができた今回の「にゅうぜんジャン
ボハロウィンパーリィ」でした。
（にゅうぜんジャンボハロウィンパーリィ実行委員長　福澤のぞみ）
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◇小規模事業持続化補助金
　 　小規模事業者のビジネスプランに基づく経営を推進するため商工会と一体となって経営計画を作成し、販路
開拓に取り組む費用を支援。従業者の処遇改善（賃上げ）を実施する事業者については上限額を増額。ITを活
用した取組を実施する事業者を重点的に支援。（補助上限：50万円、補助率：2／3）

　◎申請受付期間　　平成28年11月4日（金） ～ 平成29年1月27日（金）

◇革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業
　■ 中小企業者等が第四次産業革命にむけてIOT・ビッグデータ・AI・ロボットを活用する革新的ものづくり・
商業・サービス開発を支援。（補助上限：3,000万円、補助率2／3）

　■ 中小企業者等のうち経営力向上に資する革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援。
　（補助上限：1,000万円・500万円、補助率：2／3）

　◎申請受付期間　　平成28年11月14日（月） ～ 平成29年1月17日（火）
　※ 詳しくは、商工会までお問い合せ下さい。（ホームページにも掲載しています）

ご活用下さい！！

小規模事業者持続化補助金
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業
公募受付中です！

　税務署に提出する平成28年分以後の給与所得の源泉徴収事務には、支払いを受ける方、控除対象配偶者及び控
除対象扶養親族のマイナンバー、支払者のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となります。
　また、平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬や不動産の賃料など一定の支払をする方が これらの支払に
関する法定調書を税務署へ提出する場合には、支払を受ける方からマイナンバー又は法人番号の提供を受ける必
要があります。
　マイナンバーの提供を受ける際には、本人確認を行う必要があります。また、28年分の所得税、消費税の確定
申告時にも必要となります。詳しくは商工会までお問い合せ下さい。

お気を付け下さい！！

平成28年分の源泉徴収事務・法定調書作成事務に
マイナンバーの記載が必要となります～

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金事業　　～丸善醤油（株）～
　28年度ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金を利用して、90年以上伝えてきた発酵技術をベ
ースに温度や湿度、時間などを正確に制御管理できる自動製麹機を導入した品質の向上と、それに伴う
製造環境の改善をされました。
　自動製麹機の導入により、“酵素力価”の極めて高い品質の麹を製造し、年間を通じて安定した生産
を実現されました。麹を高度化させることにより、品質のさらなる向上と新たな付加価値を造り出すと
ともに、発酵を使った新たな新商品開発を検討されています。

専務取締役　佐田　洋  氏
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とし、大正15年に丸善醤油株式会社となって
より90年間「おいしいね、あなたの笑顔が、見たいから」をモ
ットーに日本人の身体を支えてきた酵母、「麹」を使った商品
をお客さまに届けてきました。これからも元気な生きた酵母か
らなる商品をお届けし、お客様の笑顔と元気の源になればと
いう想いで社員一同努めて製造に従事しております。

事例を紹介します



〔 10 〕商工会だより

2016年申年も残りわずかとなってきました。申
年は「騒がしい年」になると言われていますが、振
り返るとオリンピック、熊本地震、アメリカ大統領
選挙など良くも悪くも誰もの心に残る「騒がしい出
来事」が多かったように感じます。特に新アメリカ
大統領の今後の動向は世界全体にどのような影響が
あるのか目が離せません。
そのような中、今年は青年部・女性部の組織化

50周年という節目の年でもありました。激動の時
代の中で時には変化し、時には生み出し、脈々と受
け繋がれてきた50年があります。
この「商工会だより」を通じて振り返ることがで

きるたくさんのイベントや事業、毎年恒例のものや
新しいものなど私たちの時代の1ページとしてご一
読いただければ幸いでございます。
　　　　　　　　　　　　広報委員会　佐田　洋

編集
後記

～開催のお知らせ～

平成29年
2月25日㈯ AM10:00～PM4:00（予定）
  　26日㈰ AM  9:30～PM3:30（予定）

入善町営中央駐車場特設会場
うるおい館

開催日時

会　　場
雨天決行

第17回第17回
冬遊ぼう！冬遊ぼう！

入善町元気な商店街再生事業

味の匠味
（紹介）入善町元気な商店街再生事業を活用し、平成28年7月に
オープンしました。
（想い）入善産のお米、海洋深層水を使用して、入善産のます寿
司を作りたい。入善名物となり、お土産の一品になってほしいと
の思い、お客様に愛されるお店をめざして経営しています。
（特長）入善産のお米と厳選したマス、深層水、3種類の酢をブ
レンドした味付、熟練した職人の腕で作り上げた古式製法、逆
さます寿司は老若男女を問わずに食べやすい味です。ます寿司

入膳5244　TEL 74－0606    
営業時間　8:00～17:00　　定休日　水曜日

の他に、サバ、カニ、昆布〆、カワハギ、うなぎ、アナゴ等を使用した「のっけずし」を販売しています。
パーティー、法事、各種宴会等の盛り合わせ寿司も扱っています。電話での予約も可能です。

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


