
10月1日より
消費税10％への引き上げに合わせ、軽減税率制度　が実施されます
軽減税率制度に対応したレジを導入する場合、消費税軽減税率対策補助金を活用しましょう。

イベント名 開催場所 開 催 日 時　　間 商工会地区

南砺市イベント情報 ※詳細については、最寄りの商工会事務所までお問い合わせ下さい。
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1.21％
お知らせ

日本政策金融公庫の制度資金

●支払利息の2/3以内（24ヶ月）が南砺市より利子補給されます。

融資限度額
2,000万円

マル経利率の

年利率

※令和元年7月25日現在

頭の体操 　スタートから水を注ぎ、
2つに分岐する部分では、
水量が半分になります。Ａ

のバケツの水が４リットルのとき、Ｃのバ
ケツの水の量は、何リットルでしょう？

住所、氏名、年齢、事業所名、回答を明記の上、下記の住所
までお葉書にて、ご応募下さい。〆切は、8月末日消印有効。
南砺市商工会　〒939-1576 南砺市やかた324

応募方法

当選者は発送をもってかえさせて頂きます。当選者は発送をもってかえさせて頂きます。
第52号　頭の体操クイズの答え 13

正解者の中から抽選の上、なんと共通商品券
3,000円分を3名の方にプレゼント致します。

最寄りの商工会事務所へ気軽にご相談ください最寄りの商工会事務所へ気軽にご相談ください

A

４リットル ？リットル

スタート

B C D

 

会　　場　　市の里ギャラリー１号館（南砺市福野（上町）1535）
開催期間　　8/22（木）～9/3（火）  ※水曜休館
開館時間　　13:00～17:00
出展作家　　時女信子、林正伸、作農啓一、池田芳信

市の里ギャラリー刻－Ⅱ展

●軽減税率制度とは
　消費税10％引き上げ時に、食料品などを消費税8％に据え置く制度です。

●軽減税率制度の対象品目
　①飲食料品（お酒、外食サービスを除く）
　②週2回以上発行される新聞（定期購読）

消費税軽減税率対策補助金
　中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金の概要

　Ａ型　複数税対応レジの導入等支援
　●複数税率対応レジの導入・改修等支援
　●対象者：軽減税率への対応が必要な中小企業・小規模事業者
　●補助率：原則3/4
　　※3万円未満のレジを1台のみ購入の場合4/5補助
　●補助上限：1台あたり20万円、券売機20万円
　　※新たに行う商品マスタの設定や設置等に要する費用がある場合は、
　　　上記にプラス20万円
　　　なお、複数台導入する場合は1事業者あたり200万円が上限
　
　補助金申請受付期限：2019年12月16日
　事 業 完 了 期 限：2019年  9月30日
　レジの導入・改修、支払いが完了していること

　Ｂ型（受注発注システムの改修等支援）、Ｃ型（請求書管理システムの改修等支
援）については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

消費税軽減税率対策補助金について

Commerce and industry association NANTO CITYCommerce and industry association NANTO CITY
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　南砺市商工会福野支部では、6月10日の『商
工会の日』にちなみ、6月9日（日）朝6時より清
掃奉仕活動を実施しました。南砺市商工会館
周辺の草むしり、花壇の清掃、福野駅前から
商工会館までのゴミ拾いなど商工会役職員、
青年部・女性部員ら60人が汗を流しました。

　青年部・女性部合同で、「商工会の日」及び
青年部全国統一”絆”感謝運動の一環として、６
月７日（金）福光会館にて、献血活動を実施しま
した。
　献血活動には、約２０名
の方にご協力をいただきま
した。

◆女性部シナプソロジー講習会
　　　～いつまでも生き生きとした女性部へ～　6月6日(木)
　南砺市井波社会体育館のスポーツスタジオを利用し、女性部員26名の
参加で、初めて「シナプソロジー講習会」を開催しました。
　シナプソロジーとは、「２つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」
等といった普段慣れない動きで脳を適度に混乱させ、さらに効果的な刺激を与えることで、脳の機能が高め
られると考えられています。
　講師に㈱ライフフィットの和田千恵子氏をお迎えし、座学研修では血管・血流の大切さをご指導頂きました。
　また、実技では脳のシナプソロジーの活性化体験とラジオ体操で血流アップさせる動きのポイントや呼吸法、
緩急をつけることの大切さを楽しみながら学びました。

◆女性部視察研修　6月16日(日)～17日(月)
　女性部員26名の参加で京都府・兵庫県方面へと出発しました。
　一日目は、京都府与謝野町商工会女性部の『おもてなし交流事業』として、昼

食交流会で地元の旬の食材を使ったランチビュッフェ
を共に頂きながら、昨年度部員増強運動で全国３位
になられた加入推進方法等をご説明下さいました。
　食後、「道の駅シルクのまちかや」へ移動し、好き
な色の糸がセットされた織り機の前に座り、シルクコースターの織り方を女性部
員の方々にご指導頂きました。
　南砺市と同じ織物の町の与謝野町商工会女性部の皆さんが着物や法被姿で
お迎え下さり、私達の短い滞在時間に合わせてご提案されたプランの素晴らし
い対応を学ばせて頂きました。
　また、お楽しみの城崎温泉では外湯めぐりで日頃の疲れを癒して来ました。
　二日目は、引揚とシベリア抑留の史実を後世に伝える”ユネスコ世界記憶遺
産”に登録された貴重な施設「舞鶴引揚記念館」や「引揚桟橋」を見学しました。
今回の研修で、改めて平和の尊さを考えさせられる感慨深い研修になりました。

令和元年度　通常総会　開催
　6月6日（木）利賀村地区：北原荘にて、市商工同友会通常総会を開催した。開会に伴い、野村守同友
会長が開会の挨拶を行い、ご来賓としてご臨席いただいた野原利賀村副支部長、北清事務局長に感謝の意
を述べられた。続いて議事に入り、第1号議案　平成30年度事業報告並びに収支決算書承認の件、第2号
議案　任期満了に伴う役員改選の件、第3号議案　令和元年度事業計画（案）収支予算書（案）並びに会
費賦課徴収方法決定の件が、説明、報告され異議なく承認。（新役員は下記の通り）議事終了後、新役員
より就任の挨拶等を行い、閉会した。その後、ご来賓を交え懇親会を開催し、各地区の情報交換を行うなど、
親睦を深めた。

【 新役員 】
会　長　野村　　守　【再任】（富山県商工同友会副会長）
副会長　広田　正敏　【新任】（井波商工同友会長）
理　事　山本　　均　【再任】（福光商工同友会長）
理　事　武田　　彰　【新任】（城端商工同友会長）
理　事　滝本　新士　【新任】（五箇山商工同友会長）
理　事　関　　弘幸　【新任】（利賀村商工同友会長）
監　事　嶋田　仁司　【新任】（福野商工同友会長）

7月17日（水）
　南砺市商工会青年部福野支部の中谷昌
裕君が、「青年部活動を通して繋がる地域
の輪」というテーマで商工会青年部主張
発表県大会に出場しました。
　ユカタ・デ・ダンスの実行委員長とし
て学んだことを社業で生かしつつ、地域
の未来のため、子どもたちにとって希望あ
ふれる街になるよう、これからも青年部活
動を取り組んでいきたいと主張しました。
　中谷君は、南砺市代表として力強く主
張発表し、優秀賞を受賞しました。

福光支部

青年部活動報告

福野支部

商工会の日活動

同友会活動報告

女性部活動報告
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　7月20日（土）～ 10月20日（日）の期間、第7回まちゼミを開
催しています。（48事業所、53講座）
　各講座への申込は、各個店へご連絡下さい。
各講座情報は、南砺市商工会のホームページや
Facebook「なんとまちゼミ」にも掲載してい
ます！！　
　皆様、この機会に是非ご参加下さい。
　お一人様お気軽にいくつでも受講可能です。

第7回得する街のゼミナールゼミ
まち
なんとまちゼミの会開催中

第11回 会員交流大会第11回 会員交流大会
南砺市商工会

第11回　　　　　　　　商工会親睦
ゴルフ大会の日程について
　　　　　　　　商工会親睦
ゴルフ大会の日程について

南砺市「ワンストップ経営相談会」のお知らせ南砺市「ワンストップ経営相談会」のお知らせ

13：00～17：00

令和元年度

小規模企業等の経営上の諸問題解決のため、専門家による
必要な助言や支援を行う相談会を開催します。

令和元年 9月18日（水）
令和２年 1月22日（水）　

開催日時

場　所 南砺市商工会館　南砺市やかた324

相談
無料

1時間ごとの個別相談形式 事前予約制

南 砺 市 商 工 会お問合せ

申込期限
８月16日㊎

なんとまちゼミ
フェイスブックＱＲコード

なんとまちゼミ
フェイスブックＱＲコード

フェイスブック
でも

情報発信してい
ます

場　所

参加資格

トナミロイヤルゴルフ倶楽部
南砺市井口字小山13-1
TEL0763-62-3955
南砺市商工会員及び家族、
従業員並びに商工会長が
認めた者

日　時 令和元年9月 5日（木）
8：00 スタート
OUT・IN 同時スタート（雨天決行）

記念講演

11月11日（月）15：00～令和元年

ヘリオス（大会・記念講演）
ア・ミューホール（交流パーティー）

15：50頃～

「岐路に立つ日本」
テーマ

講　師

山口 真由 氏
元財務官僚、ニューヨーク州弁護士

日時

場所

17：40頃～ 交流パーティー

経営、会計税務、労務、金融、
法律、知財、創業 など

弁護士、税理士、社会保険労務士、
中小企業診断士、知財活用支援員、
日本政策金融公庫、南砺市、
富山県商工会連合会、南砺市商工会 他

相談内容

専門家

キャッシュレス決済お店最前線

㈲ かじわ屋
中村 和靖

南砺市福光 6780-1

0763-52-0066

https://www.kajiwaya.com/

8 時～ 19時

火曜日

代 表

住 所

電 話

ホームページ

営業時間

定 休 日

　当店は、福光商店街の中心部に立地する明治2年創業の老舗和菓子店。
人気商品の「南砺バームークーヘン木楽里」は、第 9 回ニッポン全国
ご当地おやつランキングで第 4位に輝いた。
　お客さんは高齢の方が多く、会計は現金が主流であったが、物は試し
とクレジットカード決済を導入した。現在若い方を中心に、クレジット
カードを利用いただいている。
　クレジットカード決済の場合、現金よりも会計の手間が省け、数え間
違えなどのリスクも減ったことで、お客さんとのやりとりもスムーズに
なった。クレジットカードの利用客は全体の1割程度であるが、外国人
や若者といった今後の利用客の増加を見込んでいる。

着物レンタル・お着付処 月や
三谷千津子
南砺市井波 3036　彌右衛門屋（齋藤家）内
080-2961-1929
みたに美容室
https://mitani.toyama.jp/
10 時～ 17時
水曜日

代 表
住 所
電 話
プロデュース
ホームページ
営業時間
定 休 日

　井波地区の八日町に店を構え、着物のレンタルや着付けを行ってい
る。外国人や若者の来店も多く、現金以外での支払いを希望するお客さ
んが増加してきたことや、アンティーク着物などを販売する際に現金だ
けだと不便と感じたことから、キャッシュレス決済の導入に踏み切った。
　オーナーの三谷氏は、もともとネットの利用に不安があり、うまく使
いこなせるかという心配もあったが、設置・設定は全て業者に任せ、ス
ムーズに利用を開始することができた。5月にクレジットカード決済、
翌月にはスマホ決済を導入。利用するお客さんも徐々に増えており、こ
れからの利用客の増加に期待する。

受講料

無 料
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各講座情報は、南砺市商工会のホームページや
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中小企業診断士、知財活用支援員、
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南砺市福光 6780-1
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とクレジットカード決済を導入した。現在若い方を中心に、クレジット
カードを利用いただいている。
　クレジットカード決済の場合、現金よりも会計の手間が省け、数え間
違えなどのリスクも減ったことで、お客さんとのやりとりもスムーズに
なった。クレジットカードの利用客は全体の1割程度であるが、外国人
や若者といった今後の利用客の増加を見込んでいる。

着物レンタル・お着付処 月や
三谷千津子
南砺市井波 3036　彌右衛門屋（齋藤家）内
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　井波地区の八日町に店を構え、着物のレンタルや着付けを行ってい
る。外国人や若者の来店も多く、現金以外での支払いを希望するお客さ
んが増加してきたことや、アンティーク着物などを販売する際に現金だ
けだと不便と感じたことから、キャッシュレス決済の導入に踏み切った。
　オーナーの三谷氏は、もともとネットの利用に不安があり、うまく使
いこなせるかという心配もあったが、設置・設定は全て業者に任せ、ス
ムーズに利用を開始することができた。5月にクレジットカード決済、
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れからの利用客の増加に期待する。

受講料
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10月1日より
消費税10％への引き上げに合わせ、軽減税率制度　が実施されます
軽減税率制度に対応したレジを導入する場合、消費税軽減税率対策補助金を活用しましょう。

イベント名 開催場所 開 催 日 時　　間 商工会地区

南砺市イベント情報 ※詳細については、最寄りの商工会事務所までお問い合わせ下さい。

南砺市園芸植物園

南砺市園芸植物園

8/10（土）

8/10（土）

16：00～ 福野地区

16：00～

8/23　19：00～23：50
8/24　11：00～23：50
8/25　11：00～18：00

9/14　13:00～22:00頃まで
9/15 　 8:30～22:30頃まで

(23日)10:00～22:00頃まで
(24日)14:00～21:30頃まで

13:30～14:30

福野地区

ユカタ・デ・ダンス

いなみ国際木彫刻キャンプ2019

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2019

第9回シアター・オリンピックス

もみじに舞う　こきりこ

第69回城端むぎや祭

赤祖父レイクサイドパーク
雨天時：井口小学校体育館 8/4（日） 16：00～ 井口地区つばきの郷赤祖父夏まつり

福野中心市街地 8/3（土） 18：45～ 福野地区福野夜店（人寄せ石フェスタ）

五箇山地区

五箇山地区

井波地区

井波地区

利賀村地区

福野地区

五箇山地区

五箇山地区

五箇山地区

五箇山地区

城端地区

福野ビッグ夏の市
（ユカタ・デ・ダンス同時開催）

相倉合掌造り集落

井波芸術の森公園

利賀芸術公園

福野文化創造センター
ヘリオス

上梨　白山宮

城端市街地一円

相倉合掌造り集落

井波中心市街地一円

下梨地主神社境内

上梨白山宮境内

道の駅たいら
「五箇山和紙の里」

8/12（月）～14（水）

8/18（日）～30（金）

8/23（金）～9/23（月）

8/23（金）～25（日）

9/1（日）～4（水）

9/14（土）～15（日）

9/14（土）～16（月）

9/21（土）～23（月・祝）

9/23（月）～24（火）

9/25日（水）～26（木）

9/28（土）～29（日）

日没～21:00

日没～21:00

10:00～16:00

12:00～22:00頃まで

公演の演目により

ー

ー

相倉合掌造り集落ライトアップ
「万緑にたたずむ日本の原風景」

相倉合掌造り集落ライトアップ
「初秋の山里に浮かぶ日本の原風景」

まちなみアートinいなみ

五箇山麦屋まつり

こきりこ祭り

五箇山和紙まつり

1.21％
お知らせ

日本政策金融公庫の制度資金

●支払利息の2/3以内（24ヶ月）が南砺市より利子補給されます。

融資限度額
2,000万円

マル経利率の

年利率

※令和元年7月25日現在

頭の体操 　スタートから水を注ぎ、
2つに分岐する部分では、
水量が半分になります。Ａ

のバケツの水が４リットルのとき、Ｃのバ
ケツの水の量は、何リットルでしょう？

住所、氏名、年齢、事業所名、回答を明記の上、下記の住所
までお葉書にて、ご応募下さい。〆切は、8月末日消印有効。
南砺市商工会　〒939-1576 南砺市やかた324

応募方法

当選者は発送をもってかえさせて頂きます。当選者は発送をもってかえさせて頂きます。
第52号　頭の体操クイズの答え 13

正解者の中から抽選の上、なんと共通商品券
3,000円分を3名の方にプレゼント致します。

最寄りの商工会事務所へ気軽にご相談ください最寄りの商工会事務所へ気軽にご相談ください

A

４リットル ？リットル

スタート

B C D

 

会　　場　　市の里ギャラリー１号館（南砺市福野（上町）1535）
開催期間　　8/22（木）～9/3（火）  ※水曜休館
開館時間　　13:00～17:00
出展作家　　時女信子、林正伸、作農啓一、池田芳信

市の里ギャラリー刻－Ⅱ展

●軽減税率制度とは
　消費税10％引き上げ時に、食料品などを消費税8％に据え置く制度です。

●軽減税率制度の対象品目
　①飲食料品（お酒、外食サービスを除く）
　②週2回以上発行される新聞（定期購読）

消費税軽減税率対策補助金
　中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金の概要

　Ａ型　複数税対応レジの導入等支援
　●複数税率対応レジの導入・改修等支援
　●対象者：軽減税率への対応が必要な中小企業・小規模事業者
　●補助率：原則3/4
　　※3万円未満のレジを1台のみ購入の場合4/5補助
　●補助上限：1台あたり20万円、券売機20万円
　　※新たに行う商品マスタの設定や設置等に要する費用がある場合は、
　　　上記にプラス20万円
　　　なお、複数台導入する場合は1事業者あたり200万円が上限
　
　補助金申請受付期限：2019年12月16日
　事 業 完 了 期 限：2019年  9月30日
　レジの導入・改修、支払いが完了していること

　Ｂ型（受注発注システムの改修等支援）、Ｃ型（請求書管理システムの改修等支
援）については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

消費税軽減税率対策補助金について

Commerce and industry association NANTO CITYCommerce and industry association NANTO CITY
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