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味真野支所

越前市商工会だより
商工貯蓄

※詳しくは、商工会までお問い合わ
せください。

http://www.echizensi-shokokai.jp

◎記帳指導
経理事務に不安のある方に対し、記帳・簿
記に関する指導を行っています。
◎ネットde記帳
インターネットを利用して帳簿入力や集計
ができる経理システムです。いつでも・どこ
でも・誰にでも、すぐに利用できます。
◎記帳代行指導
様々な事情によりお困りの場合、商工会が
低料金で伝票入力や帳簿作成など、事業者の
記帳を代行します。

全国の伝統工芸品が福井に集結！！

近畿府県内の特産品がもらえる

商工会の会員の方だけが
加 入 で き る「 商 工 貯蓄共
済」。今ならお得なキャン
ペーン実施中です。
新規掛金10,000円/月
ご と に 、 お好 き な特 産品
（5000円相当）をプレゼ
ントいたします！

越前市菖蒲谷町第19号8番地6

●℡0778-28-1359 ●Fax0778-29-2410

商工会では、記帳、決算など経理や税務に
関する相談指導および支援を行っています。

貯蓄共済は、毎月の掛金から年1回保険料と経費（1口1,200円）
が差し引かれ、残りが積立金となり、知らず知らずのうちに貯
蓄ができます。万一の場合は、共済金と積立金が一緒に受け取
れます。
掛金は、1口2,000円または2,500円（傷害・災害入院特約付き）で、
わずかな金額から始めることができます。
また満期更新時には、健康状態に関係なく告知なしで更新加入
（同一の保険金額以内の継続）することができます。 病気などで他の保険
会社に新規加入することができなくても、この共済では更新し続
けていくことが可能です。お客様から「病気であきらめていたの
に、更新できてよかった」と言っていただきました。
健康なときは保険の有難みは分からないものです。ぜひ一度、
ご家族・従業員の方のご加入を検討してみませんか？

商工貯蓄共済新規加入キャンペーン！

白山支所

～税務・経理をサポートします～

おすすめプラン
をお作りします。
お気軽にお問い
合わせください。

☆ 辻 佳枝

越前市池泉町20字17番地1

●℡0778-27-1110 ●Fax0778-27-1192

日時：11月25日（金）～ 27日（日） 10時～17時
場所：サンドーム福井
※27日は16時まで
概要：伝統工芸の魅力に触れてみよう！
・親子で楽しめる工芸品の製作体験
・全国から集まった伝統工芸品の展示・販売
・漆器、陶器で福井のお菓子を味わうフードコート
・産地の魅力再発見バスツアー
問合先：福井県伝統工芸品
月間推進協議会 事務局
福井県産業労働部地域産業・
技術振興課
伝統工芸振興室 ☏0776-20-0377

越前市役所からのお知らせ
お問い合わせ：越前市産業政策課 ２２－３０４７

◆ ＵＩＪターン就職奨励金制度のご案内 ◆
越前市では、平成２７年４月以降に県外から転入され、市内企業に就職ま
たは市内で創業された方に奨励金を交付します。
【 交付要件 】
・県外で１年以上居住し、平成２７年４月以降に転入された方
・市内企業に採用されてから（創業してから）６か月以上経過している方
・採用時（創業時）の年齢が満４０歳未満の方
・５年以上本市に居住する意思を示した方
※就職の場合、契約期間が１年以上の継続的な形態で雇用された方
※新卒者、転勤者及び公務員として就職された方は除く
【 奨励金額 】
・１人当たり１０万円
・扶養親族等と一緒に転入された場合、扶養親族等１人当たり５万円加算
（上限：１世帯２０万円）
・創業の場合、別途１０万円加算

毎月開催

≪ろくろ体験≫

一 日 金 融 公 庫 （無料）

日本政策金融公庫の担当者による、資金繰りや
経営に関する無料の相談会を開催します。
日 時：11月18日（金）10：00 ～ 15：00
場 所：越前市商工会（相談は事前予約制）
また、商工会では無担保・無保証人・低金利の
マル経資金のご相談・斡旋を随時受け付けていま
す。平成２９年３月までは県と市が利子補給制度
を設けています。

利率：年利１. １６％（10月19日現在）
≪設備資金≫
２年間 県･市の利子補給で実質金利
％
≪運転資金≫
１年目 県･市の利子補給で実質金利０％
２年目 県の利子補給で実質金利０.６６％

商工会は行きます！聞きます！提案します！ 〜会員満足向上運動〜

０

商工会は行きます！聞きます！提案します！ 〜会員満足向上運動〜

知って得する情報
日本政策金融公庫より
☆ 印刷可能な用紙サイズ
片面：A6～A3
両面：A4、B5のみ

「国の教育ローン」のご案内
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対
象とした公的な融資制度です。
お子さま１人につき ３５０万円以内 を、固定金利
年１.９％（平成２８年５月１０日現在）で利用でき、
在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。
詳しくは「国の教育ローン」で検索していただくか、
下記のコールセンターへお問い合わせください。
【教育ローンコールセンター】0570-008656（ナビダイヤル）
または （03）5321-8656

☆ 使用料（会員価格）
1枚 2円（用紙持込）
1枚 3円（用紙なし）
使用時は、
職員にお声かけください

日本政策金融公庫 武生支店 ℡0778-23-1133
〒915-0071
越前市府中1-2-3
ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ2階

○ １１月６日（日）～２０日（日）
はながたみもみじ祭り
花筐公園
☆粟田部支部より 【ふるまい鍋】無料
１１月１３日（日） １２：００～
○ １１月１１日（金）～２０日（日）
花筐（はながたみ）絵画展 嶋会館・花筐公園
○ １１月１３日（日） 10：00～15：00
金華山感謝祭
金華山グリーンランド

新入社員定着支援セミナーの開催（無料）
≪時 期≫
≪対 象≫

平成２９年２月
入社１～３年目の社員の方
※ ご担当者もご聴講できます。

セミナーを利用して、貴事業所で長く活躍できる人材を育てましょう。
詳しくは、商工会までお問い合わせください。 （担当：三好）

林石油店 住所：越前市野岡町21-1-8

商工会お店情報★移動販売しているお店 番外編
★ 林石油店のお品書き ★
◎ 灯油の移動販売
＊配達エリア：今立・味真野地区
◎ 天ぷら油の回収（初回のみ要連絡）
＊空きボトルに入れて栓をし、灯油タ
ンクの横に置いておいてください。

◎ 月刊誌の配達（今立地区のみ）
＊ご希望の月刊誌をお届けします。

◎ 石油ファンヒーターのレンタル

電話：0778 - 43 - 7777

仕舞うとき清掃がめんどう…
箱に入れて仕舞う場所がない…
掃除しないからすぐ壊れる…

こんな方にはレンタルが便利！！
￥4,320 ／1シーズン
（期間：10/1～4/30）
◎ その他、リクエスト募集中！！

新 事務局長 長谷川作兵衛より就任挨拶

ちょこちょこ更新中！

平素は越前市商工会の事業推進にご理解とご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、細井事務局長の後任として10月1日よ
り事務局長を拝命いたしました。
微力ではありますが、会員皆様のお役に立て
るよう精一杯努めさせていただきます。
商工会では、「商工会は行きます 聞きます 提案します
～会員満足度向上運動～」をスローガンに、会員事業所への
各種支援事業に取り組み、事業所の発展はもとより、地域経
済の活性化に取り組んでいるところです。
職員一同、会員皆様を全力でご支援させていただきます。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。

女性部
だより

青年部通信
【日 時】 １１月９日（水） ９：３０～１２：３０
【場 所】 越前市商工会 味真野支所

https://www.facebook.com/shokokai.echizensi

「いいね！」を
お願いします♪

越前市商工会でフェイスブックをやっています。

イベントやお得な情報・会員情報など、旬な情報
を発信しています。
☆掲載ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

10月16日、日帰り研修
旅行に行ってきました！
（京都町屋見学と保津川下り）

お天気も良く、保津川下りは楽しい船
頭さんのお話とともに、アッと言う間で
した♪ご参加いただいた皆様、ありがと
うございました。

商工会は行きます！聞きます！提案します！

〜会員満足向上運動〜

