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商工会法施行 50 周年記念
商工貯蓄共済キャンペーン目標達成！！
貯蓄共済 … 276 口、医療保障特約 … 58 件
8 月 1 日〜31 日の 1 ヶ月間にわたり商工会法施行 50 周年を記念して行った「商工貯蓄共
済キャンペーン」は、目標 150 口を大幅に超える 276 口を獲得し、無事終了しました。
このキャンペーンは 6 月に行った「かがやき・火災共済加入促進キャンペーン」に続く
第 2 弾で、商工会の正規事業として認められた、貯蓄・保障・融資あっせんが一体となっ
た商工会員のための制度「商工貯蓄共済」の加入推進を目的としています。
この度、商工貯蓄共済に以下の新しい内容が加わり、多様なニーズに対応できる制度を
紹介しながら加入推進を行いました。
□ 新たな４つの安心サービス（追加保険料は不要）
①リビングニーズ特約（商工貯蓄共済に付加、余命６ヶ月以内と判断される場合、生
きている間に保険金が受け取れる、中途付加も可能）
②疾病傷害による保険料払込免除特約（医療保障特約型に付加）
③骨髄移植給付（医療保障特約型に付加）
④指定代理請求制度（商工貯蓄共済、医療保障特約型に付加、途中付加も可能）
□ 医療保障特約型基本入院給付金日額が５千円から１万円に拡大
今年の夏は異常な暑さに見舞われ、推進も思うように進み
にくい中、役職員が協力して取り組んだ結果、素晴らしい成
果を上げることが出来ました。
これも加入して頂いた会員の皆様のご理解とご協力の賜物
と役職員一同厚く御礼申しあげます。

９月は商工会会員の増強運動に取組みます!!
江田島市商工会では、会員の高齢化や売上の減少・将来が見えないこと等を理由とした廃業・脱会、新規開
業者が僅少、本店が地域外の事業者の市内への出店と加入拒否 等により会員の暫減傾向が続いております。
一方、地域が高齢化する中で、防災・防犯、環境保全など地域社会における生活環境の維持・向上等に向けた
取組の必要性についての認識が高まっていますが、地域社会に密着した会員が一致団結して地域を守り、さら
に地域コミュニティの担い手としての果たす役割への期待は高いものがあり、商工会としても是非ともこれに応え
て参りたいと考えます。このためには、商工会の組織強化が不可欠で、元気な会員の育成と合わせ、会員を１社
1 店でも増やしていくことが必要であり、今年度から９月と２月を会員増強加入促進月間として「会員増強」に向け
取組むこととしております。
会員さんの周りで、商工会への未加入の事業者の方がおられれば是非事務局までお知らせください。商工会
の概要説明や加入のメリットについて記載したパンフレットも用意しており、早速加入のお願いに参ります。また、
その時は、当該地域の理事さん方にも御協力をいただきたいと思います。

青年部クリーンアップ全国大会実施報告
全国商工会青年部連合会が『商工会法施行５０周年』を記念

して企画した全国統一事業「クリーンアップ全国大会」が 8 月
26 日夕、全国各地の商工会地域で一斉展開されました。

日

頃お世話になっている地域社会への恩返しの気持ちを込めて、
北は北海道から南は沖縄県まで、１,７９５商工会青年部それ
ぞれの該当区域一帯で約５万人規模の清掃活動が展開された
ものです。クリーンアップ全国大会は、
『商工会法』が施行さ
れて５０周年目に当たる今年、商工会青年部の成長と発展を支
え続けてきた地域社会への感謝の気持ちを今一度新たにし、その思いを身近にできる地域社会貢献とい
う形で示そうと企画されたもの。
『ありがとう。そして、これからも…』をテーマに、同日・同時刻、全
国の商工会青年部員が各地元で一斉に清掃活動を行うことで、商工会青年部がこれから先も地域ととも
に歩み続けていく決意に変わりないことを示す狙いがありました。
26 日午後 6 時より江田島市青年部員が長瀬海岸(能美町中町)を揃いのジャンパーを着て、目を凝らし
ながら海辺に落ちているペットボトルやプラスチック片
等のごみを丹念に拾う作業を約１時間にわたり繰り返し
ました。海辺が終わると海道に移動し、植え込みに捨てら
れたタバコの吸い殻を拾ったりするなど、残暑厳しい夕暮
れの中で暑さも忘れ、清掃活動に汗を流しました。活動後
三奈戸部長は「我々は商工会青年部の一員であると同時に、
この市の一員でもある。活動の場でもある地域に少しは地
域貢献が出来、さらに青年部の士気を高める活動になっ
た。
」と話していた。

商工会のなんでも無料相談
開催日時：平成２２年９月１４日（火）午前１０～午後４時
相談時間：１人４０分以内
定

員：先着 10 名様まで

場

所：江田島市商工会 本所会議室

担

当：行政書士・社会保険労務士・経営指導員など
専門家等による税務・労務・融資・I T・法律など経営全般にわた
る基本知識及び手続きなどの無料相談会を開催します。
例えば、次のような問題でお困りの方は、是非ご相談ください。













民法・商法等
相続・不動産登記・債権回収・損害賠償など民事・刑事にわたる法律
特許・意匠・商標権の登録
税 務
所得税・法人税・消費税・相続税など国税・地方税に関すること
労働・年金
雇用調整助成金他各種助成金の相談・就業規則作成、改正相談・労働保険及び社会保険諸法
令に基づく各種書類作成相談・従業員の労務管理、労働問題紛争の未然防止相談・その他労働
に関する件
融 資
日本政策生活金融公庫のセイフティーネット資金など公的資金の紹介及びセイフティー保証枠な
ど保証協会の保証に関すること
創業・経営革新
新規開業や事業転換・新分野進出のための事業計画、公的資金、税務、労務などの全般の相談
販売促進
地元特産品・新商品の開発のための技術指導・デザイン・販路開拓・流通ルートの相談・斡旋
店舗レイアウトや販売促進方法
事務代行
法人設立・入札参加申請書類、建設業登録、風俗営業登録、外国人登録など官庁への提出書類

〔主催〕 江田島市商工会

〔主催〕 広島県商工会連合会：中小企業応援センター

★お申し込みは FAX・郵送又は電話で
江田島市商工会 TEL 42-0168 FAX 42-2853 まで下記のとおり「相談希望
時間・相談内容・事業所名等」を商工会までご連絡ください。

商 工 会 な ん で も 無 料 相 談 申 込 書
相談希望時間
事業所名
ＴＥＬ

午前・午後

（主な事柄を簡単に）

時

相談内容

《中小企業産業財産権制度活用支援事業》

アイデア

デザイン

ネーミング

アイデアを権利化するには？他人にマネされないか心配・・・
そんな時は、発明相談会でお気軽にご相談ください。
産業財産権制度（特許・実用新案・意匠・商標）に詳しい
相談担当者が、無料で個別にご相談に応じます！！

会

場

：

江田島市商工会 （江田島市江田島町小用２−１７−１）

相談担当

：

知的財産専門相談員

日

：

平成２２年９月１４日(火) 13：00〜16：00

時

お問合せ・お申込み ：

事前予約制です

江田島市商工会までお電話または FAX にてお申し込みください。

TEL：
FAX：
発明相談会申込用紙
相談日

０８２３−４２−２８５３

（H２２年度 中小企業産業財産権出願等支援事業）
希望
時間

H２２年９月１４日

氏名
住所
（所在地）

０８２３−４２−０１６８

時頃

会社名

TEL：

（

）

相談内容

主催 ： 特許庁

共催： 江田島市商工会
〔広島県商工会連合会〕中小企業応援センター

協力 ： 日本弁理士会中国支部
実施 ： （社）発明協会広島県支部 広島市中区千田町 3-13-11 TEL：082-241-3940
＊お申し込みに際し、ご提供頂きました個人情報に関わる事項については当協会の「個人情報保護法に関する基本方針」（詳し
くは当協会ホームページ（http://www.jiii.or.jp）をご覧ください）により遵守致します。

「ネットｄe 記帳」は、全国商工会連合会が運営するインターネットを利用した経理システムです。

の利用メリット

①8 万～10 万円の節税！！
青色申告特別控除 65 万円の適用が可能です。

②融資がスムーズに

③指導員による分析表の作成及び経営相談
商工会が入力操作・決算指導・財務分析など全面的に
バックアップいたします。

毎月の経営状態がタイムリーでわかり、融資に必要な
試算表ができます。

④税制改正等に伴うソフトのバージョンアップなど面
倒な作業が不要です。
⑤インターネット経由なので「いつでもどこからでも」
簡単操作、入力と同時に結果がすぐ見られます。

利用料金
「入力する時間がない」
、
「面倒だ」と思われる方は、ご希望により入力代行（有料）いたします。
「データ入力」の代行を希望する方・・・

年間 60,000 円（月 5,000 円）

江田島市商品券

30,000 円分プレゼント

※建設業対応オプション料は別途
「データ入力」は自分でしたい方・・・

年間 31,500 円

江田島市商品券

15,000 円分プレゼント

※建設業対応オプション料は別途

※その他、ご不明な点がございましたら商工会へご連絡下さい。

『事業資金は、制度融資のご活用を！！』（最新金利情報）
時代は超低金利時代。事業資金の手当は、低利で有利な制度融資をご活用ください。
以下のような制度融資の斡旋をしております。
事業資金のご融資または、借換え希望の方は、お早めに商工会へお問い合わせください。

平成 22 年 8 月 27 日現在

◆主な制度融資一覧表◆
名
称
商工貯蓄共済制度
融資

融資限度額
１,５００万円
掛金の口数により異な
ります

返済期間
利
率
備
考
７年以内 ２．６７５％ 保証料含む
変動金利

国民金融公庫
普通貸付
経営改善貸付
国の教育ﾛｰﾝ

４,８００万円
１,５００万円
２００万円

10 年以内
７年以内
８年以内

２．１５％
１．８５％ ←無担保無保証
２．７５％

県費預託融資
小規模融資
経営安定資金

１,２５０万円
７,０００万円

６年以内
10 年以内

２．０７％ 保証料含む
３．１２％ 保証料含む

経営改善貸付は、従業員 20 人（小売・サービス業は 5 人）以下の事業主が対象で、決定まで約 1 ヶ月か
かります。
保証協会の保証料が弾力適用となりましたので、上記一覧表には基準となる保証料を含めて、表示してあ
りますが、企業の財務内容により 0.45〜1.90％の幅で区分適用となります。
（詳しくは、商工会へお問い合わせください。）

今後の行事予定
年月日

行

事

内

容

平成２２年
8月31日 商工貯蓄共済キャンペーン終了
9月2・3日 中国・四国ブロック商工会女性部交流会（部員研修）
5日
８日
14日
19日
26日
28日
10月3日
5日

芸南西地域青年部家族会
容器包装リサイクル業務研修会
無料なんでも相談
第43回えたじまポートプラザ
役員会・青年部親睦ゴルフ大会
カード事業第1回代表者会議
共済加入者対象商工会員日帰り旅行
商工会法施行50周年記念広島大会

場

所

等

山口市
江田島乗馬クラブ
岡山商工会議所
本所会議室
小用みなと公園
郷原カントリークラブ
広島エアポートホテル
国営備北丘陵公園他
国際会議場

