
 

 

 

 

 
今年度、役員の任期満了を迎え、新役員体制となりました。会長

には株式会社スター精機の名取元秀氏、副会長には有限会社角大工

務店の名取徹氏、同じくゴコー電工株式会社の五味寛二氏がそれぞ

れ選任されました。この他理事、監事も選任され、新体制のもと３

年間の任期が始まりました。 

新役員は次のとおり。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この厳しい経済状態の中、富士見

町商工会の会長を仰せつかって早７

ヶ月が過ぎました。３年前に工業部

会長として籍を置きましたが、当時

としてはたいしたこともできないま

ま、日々過ぎていきました。しかしな

がら、今回はいきなり先頭に立たな

ければならない状況の中で、何の知識もなく、どんなことをやれば

いいのかもわかりません。 

そこでより広い範囲からの情報を得て現状を把握するために、副

会長を建設部会、工業部会からそれぞれ推薦させていただきました。

また商業部会から総務部長を推薦し、４人体制でスタートしました。

わたしの初心表明は『現場主義』です。幹部４人体制により幅広い

範囲からの情報を収集し、活力ある商工会活動にしていこうと思っ

ています。 

また『亀のようでもいい、じっくり考えよう』で始まりました。

県や南信地区などからの指導に伴う活動や補助金の為の活動、前年

からの継続事業なども大切ですが、単会として何をするかが大切だ

と思います。小規模企業にとってはアベノミクスの効果もなくチャ

イナリスクが起き、景気が下降線になっている今日ですが、せめて

会員様一人一人が手をつなぎ、地域の為に活躍できることを願うわ

けです。 

最後に一つ余計なことを申し上げます。稲盛和夫(京セラ会長)の

盛和塾の中に「利他の心」と言う言葉が多く出てきます。自己中心

で私欲を肥やすのでなく、人の為に得になることは何かと言ってい

ます。殺伐とした世の中ですが、少しでも自分を振り返ることが出

来ればいいと思っています。今後とも多くのお力をお願いしまして

就任の挨拶といたします。 
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役員改選により新会長・新副会長を選任 名取元秀新会長あいさつ 

 

会 長 名取元秀 （株）スター精機 

副会長 名取 徹 （有）角大工務店 

    五味寛二  ゴコー電工（株） 

監 事 平出富保  平出電気（有）   

    三井新成 （株）三井精工 

理 事 上原一芳 （有）イチジュウ      商業部会長  

    小林浩一  諏訪ビルサッシ工業（株） 工業部会長 

    小林一典 （株）ケーツー       建設部会長 

    塩崎和彦 （株）塩崎         商業副部会長 

    田中 勉 （有）富士甲金物店     商業副部会長 

北原洋一 （株）ケントク       工業副部会長 

    野口 玲  武蔵野通工（株）     工業副部会長 

今井正和  今井建設（株）      建設副部会長 

    山本 潔 （有）山本管工事      建設副部会長 

    久保田勇美（有）久保田クリーニング商会 

    名取 勇 （有）福寿屋 

    佐々木仁志 大石屋肉店 

    永井照二 （有）オオイシ 

    坂本辰美  Cafe DanDan 

    西村 章 （株）ニシムラ 

    武井正文 （株）メック 

    樋口修一 （有）樋口金型 

    五味 優 （有）ミサヤマ 

    小林延常 （株）富士精機製作所 

    柳沢 寛 （有）柳沢土木 

    牛山弘通 （有）カネニ 

    雨宮一也 （株）雨宮興業 

    窪田順一 （株）リビングクボタ 

    伊藤大輔  サロン・ド・ジュネ      青年部長 

    中山いく江（有）マルヤス電気富士見店 女性部長 

 

 

 

 

＜女性部コーナー＞   

銀座 NAGANO視察研修 

 女性部は去る１０月１６日東京方面 銀座 NAGANO、浅草寺、帝国ホテルでのバイキングにと総勢 22名で行っていきました。あいにくの雨模様で

はありましたが、バスの中から和気あいあいで楽しい一日でした。 

 銀座NAGANOでは担当の方が、アンテナショップの役割のお話の中で、大変盛況で毎月色々イベントが計画されていて、 

この日もお料理の勉強をしており大勢に来ていただいているとのことでした。県内の物産も所狭しと並べられおり、多く人が 

カゴを手に買い物をしていました。また、ここは立地が良く人気があるアンテナショップとのことでした。部員の皆さんもワ 

インやお酒の試飲に盛り上がっていましたよ。 

帝国ホテルではバイキングを皆とっても楽しみにしていて、少し場違いかもと感じながら、でもゆったりとしたテーブルで 

色んなお料理やデザートを堪能してきました。 

ヨーガ教室へのお誘い 

 6月よりヨーガを坂本悦子先生（日本ヨーガ禅道友会）のご指導のもと、商工会で毎月第 1火曜日、第 2金曜日の 2回、午後 6時 30分より行って

います。ヨーガは呼吸や姿勢を意識し無理や無駄なく「痛」と「快」の間で心身の緊張をほぐして筋力を作るらしいです。会員の皆さんも一緒にやって

みませんか？お友達お誘いあってお出かけください。１回５００円ご持参お願いいたします。心よりお待ちしております。 

 

＜青年部コーナー＞   

青年部では９月１９日に原村商工会青年部と 

合同で松本山雅 FCサッカークリニックを開催 

しました。当日は町内を中心に子どもたちが 

６０名集まり、選手と一緒に練習やミニゲーム 

をしました。普段、選手と接することのない 

子どもたちは熱心にサッカーに取り組んでいました。 

また、青年部員の熱い応援も子どもたちに届いていました。 

〈今後の予定〉 

平成 28年 2月 6日（土）スノーボード教室 

 

 



 

 

 

 

1981年よりお隣の白州町で天然石の研磨・加工の会社としてや

っておりましたが、2008年に天然石の原石やアクセサリーを扱う

専門店として『石の花』をオープンし富士見町にお世話になってお

ります。 場所はあぐりモ

ール富士見店の反対側栂

沢団地の中です。自分好み

のブレスレットを作成し

たり、数珠の仕立てや切れ

てしまったブレスレット

の修理もお受けしており

ます。  

 また、ホームページもありますのでご覧ください。 

 

 

 

 

～小規模事業者持続化補助金～ 

 小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が商工会の助言を

受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費

用の２／３（上限５０万円）を国が補助する制度です。 

 小規模事業者とは常時使用する従業員が２０名以下の事業所で

す。但し、小売業、卸売業、サービス業（宿泊業除く）は５名以下

となります。 

 また、次の取り組みをすれば上限が１００万円になります。 

 ① 雇用を増加させる取り組み 

 ② 従業員の処遇改善の取り組み 

 ③ 買い物弱者対策の取り組み 

 ＜事例 町内の美容室が PRチラシを入れた＞ 

 社長は３０代。母親が経営していた美容室を最近譲り受けました。近年売

上高も停滞しており、また顧客が母親世代（６０代以上）のため、年々固定

客が減少していました。そのため社長には３０代から４０代の女性を取り込

みたい思いがありました。 

そこでこの補助金を利用してダメージの少ないパーマやカラーを売り出し

たチラシを作ることを考えました。その結果、約１０万円の補助金を手にす

ることができました。チラシの効果は絶大で計４回新聞折り込みを入れまし

た。 

社長曰く『従来は特に何もしなくて、お客を待っているだけであったが、

このチラシを入れたことで約４０名の新規顧客の獲得につながった。当然コ

ストはかかるが、補助金があったので非常に助かった。これにより売上が増

えたことは事実であるが、何よりも経営計画を作成することで頭の中が整理

できた。普段は漠然と考えていることを文字やグラフに落とし込むことで、

会社の強みや弱みを再認識できる。この計画はどんなに小さな企業でも必要

であることを改めて認識した』と言っています。 

これまでの実績として、町内企業 17社が補助金を獲得し、金額

にして 1社あたり平均 30万円いただいております。平成２８年度

については４月以降順次募集が始まる予定です。 

 

～マイナンバー制度～ 

平成２８年１月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイ

ナンバーが必要になります。マイナンバーは「社会保障」、「税」、「災

害対策」の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でし

か使用することはできません。 

すでに通知カードがお手元に届いていると思います。①そのカー

ドは捨てないこと、②安易に個人番号を他人に教えないことが大切

です。 

 登場する者と利用する場面は次の図のとおり 

 番号の流れは「個人」⇒「民間事業者」⇒「官庁」の流れで一方

通行です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、マイナンバーを取り扱う者（企業

等）は４つのルールを守らなければなり

ません。 

① 取得・利用・提供のルール 

 「社会保障」、「税」、「災害対策」でのみ

で使われ、それ以外では「取れない」、「使

えない」、「渡せない」となっています。 

② 保管・廃棄のルール 

 必要がある場合だけ保管し、必要がなく

なったら廃棄しなければなりません。 

③ 委託のルール 

④ 安全管理措置のルール 

 

 

＜創業塾セミナー＞ 

 第 1回 12月 14 日（月）から来年 2月にかけて計 8回開催。 

＜新年交歓会＞ 

日時 平成２８年１月８日（金）午後 3時より 

場所 富士見町商工会館 

会員紹介１ 天然石工房「石の花」 

 

経営 One Point  

 

お知らせ（今後の予定） 
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本 人 

・会社役員 

・個人事業主 

・従業員 

扶養家族 

・会社役員の配偶者や

扶養家族 

・個人事業主の配偶者

や扶養家族 

・従業員の配偶者や
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日
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企業等 

・会社役員 

・個人事業者 

・事務取扱担当者 

＜会社の立場でマ

イナンバーの事務

を行なう者＞ 

民間事業者 

・税務署 

・町役場 

・年金事務所 

・ハローワーク 

行政機関 

行政機関 

個人番号 

個

人

番
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＜編集後記＞ 

久しぶりの広報誌発行となりました。会員の皆様方に有意義な情報をお届けできますよう紙面も工夫してみましたがいかがだったでしょうか？「こ

んなこと教えて？」「商工会って何してるの？」などのご要望にお応えできるような紙面づくりに努めてまいりたいと思いますので、皆様方のご意見・

ご要望をお待ちしております。また、広報部では現在会員情報網（e-mail 等）の整備をしております。商工会ホームページから様式をダウンロード

できます。広報誌に限らず会員の皆様方のお役にたてる様々な情報を発信して参りますので今後ともよろしくお願いいたします。  商工会広報部 

 

店頭で『商工会報を見た』と言った方にはお買い上げ商品を 1 割引き

します。またストラップも付けちゃいます！ 


