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入善ふるさと七夕まつり

８月５日（金）　協賛企業紹介、開会式
　　　　　　　それいけ！アンパンマン ショー、ものまねショー
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

★竹飾りの募集
日　　時　８月４日（木）〜７日（日）
展示場所　入善町商店街通り
内　　容　 会社や団体、グループ若しくは個人で商店街に竹飾りを飾ってみませんか。キラキラした飾りや、涼しげ

な飾りを自分なりにアレンジして素敵な竹飾りを商店街に飾ってみましょう！竹飾りの設置や撤去は商工
会でもお手伝いいたします。ご希望の方には8月4日に竹と提灯をうるおい館にて配布いたしますので、
商工会までご連絡下さい。

申込締切　７月28日（木）

商工会特設ステージ 予定

8/5（金）
1回目17:00～
2回目19:00～

商工会
特設ステージ
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平成28年度　第56回通常総代会開催

　入善町商工会平成28年度第56回通常総代会が、5月20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加納利行
氏、前田茂樹氏が理事に選任されました。
　なお、出席者は総代79人（内委任状出席24人）でありました。

　扇原会長は挨拶の冒頭に「4月に発生した熊本地
震で被災された商工会員に対し見舞いの言葉を述
べ、また、現在の実施されている金融政策への考
えや、小規模振興基本法の施行に伴う新たな小規
模企業施策について解説するとともに、町をはじ
めとした関係機関と連携しながら、会員企業の経
営力向上に向けた支援をこれまで以上に強化した
い」と開会挨拶をした後、議長に入膳地区総代の
板谷良夫氏が選出され、提出議案の慎重審議が行
われました。

　第1号議案 平成27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28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同友会の役員改選
に伴う会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2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、今後、商工会が前払
い式商品券を取り扱えるよう定款の一部を改正
し、加えて、個人情報に関する法律の一部が改正
されたことで、労働保険事務組合において、新た
に追加する条文についても審議をいただき、満場
の拍手で定款、規約の一部が改正されました。
　来賓の笹島春人入善町長、佐藤一仁町議会副議
長、富山県商工会連合会勝原事務局次長よりご祝
辞をいただいた後、来賓紹介、祝電披露と続き、
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

　昨年の7月に当商工会が経済産業省・中小企
業庁に提出していた経営発達支援計画が認定さ
れ、当商工会は認定商工会として位置付けられ
ました。
　当商工会では認定商工会のみが活用できる伴
走型小規模事業者支援推進事業補助金を活用し
て、販路開拓に取り組む小規模事業者をこれまで
にない支援策で応援してまいりました。平成28年
は計画の2年目であり、積極的に小規模事業者の
経営力向上につながる支援を行っていきます。

〜会員増加等商工会組織の強化や
　　　　経営発達支援計画の着実な推進を重点事項として決定！〜

2年目を迎える経営発達支援計画
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　本年3月31日付で、無事定年退職
を迎えることができました。
　昭和49年3月3日に高校を卒業し
た翌日に井田事務局長から「手伝

いに来てくれ。」と電話があり、3月4日の午後か
ら、入善町商工会に勤務することとなりました。
初日は、決算書の清書が主でしたが、翌日からは
そろばんをもって柳原経営指導員の後について行
き、個々のお店で記入された数字の集計をするこ
とでした。入社日の4月1日は何事もなく普通に過
ぎていきました。
　あれから42年余り（入善40年、朝日2年）、思い出
と言えば、職員と米澤会長夫妻と行った沖縄旅行、
道市会長の叙勲祝賀会において、職員1人1人が自

分の声でビデオのナレーションをしたときに、故
住博司衆議院議員がわざわざ私達の席に来られ、
「心のこもった素晴らしいナレーションでした。」
と、絶賛していただいた事が衝撃的でした。
　商工会勤務中は、「あんたの元気な声で、元気
貰うわ。」と言われましたが、私の方こそ、たく
さんの会員さんから励ましていただき、大きな心
の支えでした。
　本来ならば、1人1人ご挨拶を申し上げなくて
はならないところではございますが、この場をお
かりして感謝と、皆様方のご多幸とご健康をお
祈り申し上げ、退職のご挨拶とさせていただき
ます。
　長い間、お世話になりありがとうございました。

〜 退職のご挨拶 〜 草島　恵子

○転入　経営指導員…………………………………………………
　　　（下新川地域商工会広域協議会）
　　　　◇担当業務　広報委員会（広報誌・HP管理）、
　　　　　講習会企画、施策普及企画、観光振興委員会 他
　〃　　経営支援員…………………………………………………
　　　　◇担当業務　広域協議会一般会計、労働保険事務組合、
　　　　　女性部、会員福祉共済、特定退職金共済他
○転出　主任経営指導員……藤田　誠弘（朝日町商工会へ）
○退職　補助員………………草島　恵子

　岩崎　裕美
（富山市南商工会より）

　野坂　由理
（富山市北商工会より）

◎平成28年度　主要事業年間スケジュール（予定）

◇職員人事異動のお知らせ◇

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
・青年部総会（4/25）
・女性部総会（4/26）
・同友会総会（4/27）

・入善桜まつり（4/8）
・にゅうぜんフラワーロード2016
　ウェルカムイベント等（4/9〜）

5月 ・通常総代会（5/20） ・愛の献血
・協同組合入善町キラキラカード会総会

6月 ・経営講習会

7月
・融資個別相談会（一日公庫）
・プレミアム商品券販売
・経営講習会　　・経営計画作成支援セミナー

8月 ・入善ふるさと七夕まつり（8/5〜7）

9月
・愛の献血
・交通安全運動に協力（女性部）
・商工会長杯ゴルフ大会（9/24）

10月 ・経営講習会（広域） ・商工フェアまつりんぴっく2016（10/8）
・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）

3月 ・記帳指導会　　・税務個別指導
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　伝統ある入善町商工同友会の新会長に選出されました前田でございます。
　我々、商工同友会は入善町商工会また、商工会青年部と同様に全国で一番最初に
結成された商工同友会であり、その会員数は60余名という大所帯であります。
　この伝統を重んじて親商工会の一助となりますよう精進いたしますので、皆様の
入善町商工同友会へのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

同友会新会長挨拶 会長　　前田　茂樹

　4月8日（金）第10回入善桜まつりが開催されました。
　今年は例年よりも桜の開花が早く、入善の桜の名
所も次々と見ごろをむかえ、うるおい館の特設会
場も春爛漫の風情の中、歌手の沢田美紀さんの歌謡
ショーや、筝曲演奏等が行われました。飲食店組合
お花見牡蠣弁当は大きな牡蠣フライや旬の食材で
ぎっしりと彩られ、ボリューム満点。各テーブルは
楽しい会話と入善グルメ、美味しいお酒で多いに盛
り上がりました。

　今年は、にゅうぜんフラワーロード20周
年記念の年でした。JAみな穂農業倉庫周
辺の圃場を会場に、4月9日〜4月30日まで
の期間に開催されました。
　期間中は県内客のみならず、北陸新幹線
で来場される方や、外国人観光客も大幅に
増加し賑わいました。また、記念イベント
として、夜間のチューリップ畑ライトアッ
プも行われ、幻想的な景色に多くの方が感
動されていました。

第10回入善桜まつり

にゅうぜんフラワーロード2016

4月8日（金）うるおい館

4月9日（土）〜30日（土）

通 常 総 会　4月27日（水）うるおい館

◆同友会 事業報告

　入善町商工同友会（松田学会長）では、4月27日に通常総会を開催し、本年度の役員改選と事業計画等
を決定しました。
　新会長に　前田茂樹氏、副会長に渡辺誠治氏、藤井原氏、中山立氏を選出しました。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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唐辛子の定植作業　5月26日（木）定植作業　　6月14日（火）支柱立て作業

健康ウォーク＆清掃ボランティア　6月8日（水）花月公園〜水の小径

全国統一事業「“絆”感謝運動」　6月8日（水）

◆青年部 事業報告

◆女性部 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8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。
　昨年までの舟見の耕作放棄地から移動し、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、入善高校農業課の生徒、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、本年度企画の新
商品などの、「からうま」な商品が登場する予定です。

　「商工会の日」恒例ボランティア活動として、花月公園から
水の小径にかけて、健康ウォークをかねながら、除草や缶拾い
などを行いました。
　天候にも恵まれて、部員一同汗をかきながらの作業になりまし
た。地域の情報交換や、タイムリーな話題のことなど、おしゃべり
に花を咲かせながらも、充実した時間を過ごしました。女性部
は、今年も様々な活動を実行していきたいと思います。

　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。

　聖水を充填した特殊ビームガンを装備し、冥界より現れしゴースト＆モンスターと戦い生き残
れ!!  絶体絶命のゴースト＆モンスターアトラクション☆
　生き残った者は、希望の丘から生まれ変わりのウォータースライダーにライドオン。
　挑戦者求ム。集え勇者達よ!!。

　伝統の入善音頭をアレンジし老若男女が唄って踊れる、入善音頭街流し新バージョンが完成しま
した。伝統の踊りでもよし、新バージョンの踊りでもよし、参加して楽しめる入善ふるさと七夕ま
つりを目指します。まずは入善音頭街流し競演会・表彰式前に大発表!!!
　新バージョン入善音頭、練習会も開催します。参加者大募集!!!
「踊る入善に見る入善、みんな仲間や、踊らな損ソン」
練習日時、参加など詳しくは商工会青年部事務局（TEL 0765-72-0163）まで。

○おばけウォーズ（仮）＆ウォータースライダー
　〜ミッションインポッシブル　不可能な特殊任務を遂行せよ!!〜

○街流し新バージョンの発表

七

夕

ま

つ

り

告

知
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第13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2016

【主　　催】　入善町商工会
【開 催 日】　平成28年9月24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

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。

今年の開催日は10月8日（土）に決定

　昨年の入善ふるさと七夕まつりに行った「ジャンボール三世の絵画コンテスト」応
募総数285件と大変好評をいただきました。おかげさまで今年も開催する運びとなり
ました。今年もテーマは「ジャンボール三世の夏休み」です。もちろん昨年と変わら
ず入選者には豪華賞品を準備しております！
　みなさんの沢山のご応募お待ちしております。

【応 募 要 項】『ジャンボ〜ル三世の夏休み』というテーマで絵を描いていただきます

【募 集 資 格】制限なし（ジャンボ〜ル三世をご存じの方ならだれでも）

【応募作品数】一人1作品とします

【募 集 期 間】7月22日（金）締切（応募先まで郵送あるいは提出してください）

【提示場所および期間】場所　うるおい館　　期間　平成28年8月5日〜平成28年8月7日迄

【使用画材・手法】自由です（デジタル作成の場合は規定サイズの用紙にプリントアウトしたものでご応募
　　　　　　　　ください）

【作 品 規 定】平面に限る　サイズ：八つ切り用紙又はB4
　　　　　　　　�下記の①〜④を明記した応募票（様式任意）を作品の裏面に必ず貼り付けて下さい
　　　　　　　　①氏名　②年齢、男女別、学年　③学校名　④連絡先（自宅、学校、教室）
　　　　　　　　※応募用紙が貼られてないものは失格となりますのでご注意ください
　　　　　　　　※�学校や絵画教室などの団体で作品を一括して応募する場合は募集区別の名簿（団体

名・応募者名）と管理者の連絡先を必ず添えてください

【入賞者等の発表と表彰】�平成28年8月5日頃、発表予定です。入賞者には事前に電話・郵便で通知するほか商工会の
ホームページで発表する予定です（入賞者は8月6日に七夕まつりメイン会場にて表彰します）

【応　募　先】入膳5232-5��入善町商工会（同友会）「ジャンボ〜ル三世」絵画コンテスト係
　　　　　　　　TEL�0765-72-0163

ジャンボ〜ル三世の夏休み 絵画コンテスト
「ジャンボ〜ル三世」の夏休みをあなたも書いてみませんか？
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　プロフェッショナルな140名の専門家登録中！中小・小規模事業者の皆様を支援するために様々
な専門家派遣制度がありますので、ご活用ください。

上記の他に「受発注システムの改修等」に対する補助もあります。
詳しくは中小企業庁軽減税率対策補助金ホームページ（＊1）をご確認ください。�（＊1）http://kzt-hojo.jp/

※上記の他、ミラサポや公益財団法人富山県新世紀産業機構の専門家派遣もあります。

平成28年度に活用できる専門家派遣制度

　軽減税率制度（複数税率）に対応するために新規にレジを導入したり、既存レジを改修するなど
の取組みを補助します。

専門家派遣事業

ご存知ですか？

●　●　●　施 策 情 報　●　●　●

専門家を活用して将来を見据え早めの対策をしてみませんか？

補助金活用で「レジ」導入チャンスです！！

専門家派遣制度 内　　容 対象者・派遣回数

エキスパート
バンク

専門的な技術や技能について事業者の要請に応じて専
門家を派遣し、具体的、実践的な課題に対して適切な
指導・助言を行います。

対象：小規模事業者等
派遣回数：5回まで
※1回目は無料。2回目以降5
回目まで各1万円の負担

地域活性化
アドバイザー事業

地域資源の活用による新商品開発やブランド化・事業
化、特産品開発、観光戦略、他地域との交流事業、イ
ベント事業等の専門家を派遣します。

対象：商工会等
派遣回数：5回まで無料

街おこし
指導事業

組織・団体の強化、経営の近代化等経営意欲のある中小
小売商業者等の団体を指導対象とし、特に各種商業関
係助成事業を実施している地域へ専門家を派遣します。

対象：団体等複数企業
派遣回数：5回まで無料

特産品
クリニック事業

特産品のクリニックでは、商品改良やパッケージデザ
イン等の改良などを行い、消費者ニーズに合った特産
品づくりを進めるに当たり専門家を派遣します。

対象：小規模事業者等
派遣回数：3回まで無料

特産品等
海外展開支援事業

特産品などの自社開発商品を海外において販売・生産
することを検討している小規模事業者等の海外展開に
関する課題に対応するため専門家を派遣します。

対象：小規模事業者等
派遣回数：3回まで無料

対象者
複数税率への対応が必要な中小企業・小規
模事業者等

補助率
原則 2/3
※3万円未満の機器1台のみ導入の場合は3/4
※タブレット端末などの汎用端末は1/2

補助上限

レジ1台あたり20万円
機器の設置やマスタ設定費用は別途1台あ
たり20万円を加算
1事業者あたり200万円を上限

補助対象

・レジ本体（POSレジ含む）
　※対象機種はホームページ（＊1）で公表済みの型番に限定

・レジ付属機器等
　 （バーコードリーダー、キャッシュドロワー、カスタ

マーディスプレイ、クレジットカード決済端末、電子
マネーリーダー、レシートプリンタ等）

・機器設置に要する費用、商品マスタ設定費用等
　平成29年3月31日までに導入・改修が完了すること

申請方法 機器導入・改修後に申請
ホームページ（＊1）より様式をダウンロードしてください

申請期限 平成29年5月31日まで
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旬彩きらり コスモ21店

（紹介）平成28年3月に上
飯野地区からコスモ21へと
場所を移し、じゅのん食堂
（コスモ21店）としてオー
プンしました。

（紹介）入善町元気な商店街再生事業補助金を活用し、商店街中央駐車場向か
いに「鳥善」が平成28年4月にオープンしました。
（想い）みんなが気軽に来られるお店づくりにしたいという想いで営業して
います。
（特長）焼き鳥は全品100円、サイドメニューも低価格にて提供しています。
また、入善町で唯一ホッピーが飲めるお店です。お持ち帰りもでき、天気が晴
れた日には、店外にも飲食スペースを用意しています。

（紹介）入善コスモ21内に
「旬彩きらり」が平成28
年1月15日にオープンし
ました。
（想い）入善町できらりと
光るお店になりたいとの（想い）お客様に安心と安全、そして健康を届けた

い。という想いから材料は国産のものを使用し、味
噌や醤油も無添加のものを使用しています。
（特長）お客様に満足していただくために、手作
りにこだわり、スープも自家製。また、麺をラー
メンの種類に合わせて太さ等に変化をつけてい
ます。お弁当やオードブルも予約にて承っていま
す。また、依頼があれば移動販売車でどこにでも
駆けつけます。

想いから、手作り感、ヘルシーさにこだわった
惣菜を製造販売しています。
（特長）小分けパック詰めの手作り和惣菜、お
弁当、また、ご予算、ご要望に応じたオードブ
ルなどお客様にご満足いただけるお料理を心掛
けています。

コスモ21内　TEL 74−9111
開店時間　11:00〜20:00（ラストオーダー19:30）
定休日　水曜日、コスモ21の定休日

入膳　　　TEL 72−1722
開店時間　日〜木16:00〜23:00、金・土16:00〜24:00　  定休日　毎週月曜日

コスモ21内　TEL 74−9189
開店時間　10:00〜19:00
定休日　コスモ21の定休日

新店舗紹介

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、今年度も入善町活性化プレミアム商品券を販
売します。

購入方法は官製往復はがきに必要事項をご記入の上、7月
15日（金）（消印有効）までに入善町商工会にお申し込みと
なります。（申込み多数の場合は抽選）

お一人様3万円を限度額とし、7月30日（土）〜8月3日（水）
の5日間、うるおい館、コスモ21（土・日のみ）にて販売します。

〜額面1,000円の商品券、11枚（11,000円）を10,000円で販売〜

入善フラワーロード、桜まつりも終わり、夏本番
の七夕まつりが近づいてきます。今年度は子供達が
楽しめる企画を考えているようです。夏の夜をお子
さん、お孫さんと楽しんでいただけたらと思います。

さて、今年度職員の人事異動もあり、今後広報に
も素敵な風を吹かせていただき、ホットな情報を皆
様にお届け出来ればと思っています。合わせてホー
ムページも見ていただければ幸いです。

編集
後記

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


