和支会
和支会では、

月

日第
3

回和子

月８ 日秋晴れの浅間高

原カントリークラブで会

て、マレットゴルフ大会も会員の皆様の
御協力により盛大に行う事が出来ました

員親睦ゴルフコンペが行わ

名と近年にない大勢の参

れました。今回は参加者が

事大変嬉しく思っております。
今後共、会員皆様方の益々のご支援ご
協力の程宜しくお願い致します。

加者で日頃の腕前を競い合
いました。終了後は「湯楽
里館」にて親睦を深め、健

い演奏を地域の皆さんにご披露いただき
ました。
また、会員相互の交流事業では、 月

日に開催され、多く参加されるようレ

なっておりますので、今回
参加できなかった会員の皆
様、次回の参加お待ちして
おります。

法人会税制改正要望
法人会は民間における税のオピニオン
リーダーを目指して様々な活動をしてい
ます。将来を見据えた税の提言活動、税
の啓発活動（講演会・研修会）、学童向

法人会東御支部では 月 日、東御市

けの租税教育活動、また、社会貢献活動

できました。また、本会との懇談会も合

ゴルフ・池の平散策・温泉で寛ぎ、を選

が主体的にボンボリの飾りつ

わせて開催され有意義なひと時を過ごし

にも積極的に取り組んでいます。

クリエーション項目を充実し、マレット

この時期に開催する予定と

今年度から厳しい財政事情

なお、金管バンド行進は、直前の雨の

闘を称えあいました。毎年

を頂く事が出来、より盛大に
和子供相撲大会が出来ました
事心より感謝申し上げます。

又来年も御寄付のご支援の程

日㈰も好天に恵まれ

宜しくお願い 致 し ま す 。
月

袮津支会
祢津支会は、主な活動項目

として、祢津祇園祭における

地域交流事業、及び支会員の
研修及び親睦交流事業があり
ます。
祢津祇園祭につきましては、

花岡市長、東御市議会依田議長を訪問し、
「法人市町村民税における標準税率採用
のお願い」等、平成 年度税の提言活動
を行いました。このような地道な活動を
通じて、徐々に税制が改善していくこと

までお問い合わせ下さい。

入会希望の方は事務局（東御市商工会）

法人会では新入会員を募集中ですので、

を期待しています。

商工会
ゴルフコンペ

択して参加いただき、楽しく親睦交流が

け、祢津小金管バンド行進誘

ました。

サービス、などを行い、祭り

導、綿あめ・ポップコーン

日の開催に伴い、支会

ため祢津公民館に会場を移し、素晴らし

の中、地域の方々からご支援

出来ました。

供相撲大会を盛大に催す事が

相撲場に於いて、第

土曜日に、和小学校グランド

16
66

10
50

4

の支援、盛り上げに貢献しま

5

支部だより
した。

12
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月

9

16

9
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7
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新会員のご紹介
信州さがみ典礼

東御

尊男

（祢津支会）

関口
さがみ典礼

月

日、東御市

法事センターは、昨
年
28

一台でも多くの輸入車を走らせたい。そ

思っています。この生まれ育った地元で

ている方のお手伝いが出来たらいいなと

なります。

を と 心 掛 け 、 お か げ さ ま で 開 業１ ２ 年 に

少人数で細部にもこだわった丁寧な仕事

いたしました。

ショップ「東御ワインチャペル」を開店

横の教会を改装し、レストラン兼ワイン

年以上前に玉村豊男さんが東御市

も頑張りますのでご指導の程、よろしく

リア・外構も多くなっています。その中

製 品 、 オ シ ャ レ な２ 次 製 品 等 の エ ク ス テ

次々と高評価を得ているのに、地元では

して新規就農者を迎え、できるワインも

にワイン用ブドウを植えて以来、特区と

現代は植木、石材だけでなく、アルミ

お願い致します。この度は入会させて頂

でも緑との調和お互いが引き立つ造園師

実感されていないのでは、という思いも

んな楽しい夢を持って毎日、これから先

きありがとうございます。

ならではの提案施工をしていきたいと

田中で美容室

㈲大和印刷

さんには長い間お世話になっておりまし

弊社は、パンフレット、ポスター、

下村 直幸

（田中支会）

り、宿泊できる通夜室を完備、ベッド

シールをはじめ、看板、ホームページ制

シール等は翌日納品から対応させていた

ご提案致します。また、急なご要望でも

頂けるモノ、効果的なモノを常に考え、

豊富な経験を活かし、お客様にご満足

蕎麦を打ち始めておよそ 年が経ちまし

十割蕎麦の美味しさに魅せらて初めて

した、そば茶屋さくらの吉田智子です。

この度商工会に入会させていただきま

印刷物はもちろん、看板、ホームペー

限り美味しい蕎麦を打っていきたいと思

て８年が過ぎました。素材に拘りできる

さくら

ジに関する事ならお任せください。どう

限り頑張っていきたく努力しております。

お客様一人〃が満足できるようできる

営業しております。

います。女主人の打つそば屋で小規模に

昌弘
平成 年８月２日にＪ Ａラ・ヴェリテ

石原

（田中支会）

東御ワインチャペル

ぞよろしくお願いいたします。

を開店し

た。加沢にそば茶屋

吉田 智子

（加沢支会）

そば茶屋さくら

しています。

がワイワイと集って楽しめるお店を目指

ウを作る人、醸す人、売る人、飲む人皆

る店を目指してスタートしました。ブド

あり、すべての東御ワインが買えて飲め

中曽根美容室
（田中支会）

みなさんこんにちは。

中曽根拓郎

にオープンいたしました信州玉姫殿グ
をやっている中曽根です。

美容室は僕で 代目で、商工会のみな

今後共、よろしくお願い申し上げます。

思っています。

20

だきます。

一貫体制で承っております。

作など、企画・デザイン、印刷まで社内

たがこの度、改めて僕の名で再加入させ

これからも地域に根ざして、親しまれ

ルームも二部屋ご用意いたしました。地

ご家族の想いに合わせ「その人らしさ」

るような美容室にしていきたいと思いま

て頂きました。

を形にしたお別れといつまでも心に残る

一樹

きました景楽の漆原一樹と申します。よ

このたび、商工会に入会させていただ

漆原

（和支会）

景楽

よろしくお願いします。

す。

月に一度、見学会を開催しておりますの
で、お越しいただければ幸いに存じます。

ジェイキャロット

淳一

（海野支会）

渡邉

はじめまして。本海野で自動車販売修

職種は造園業です。見た目景観がポイ

ろしくお願い致します。

はありますが会員の皆様の中で輸入車を

ントですので、景色・景観の『景』を

理をさせていただいております。早速で

乗られている方はどの位いらっしゃいま

『楽』しむ、楽しめるお庭。と書きます。

28

儀式を真心込めてお手伝いいたします。

域の皆様のお心に添えますよう社員一同

に優しく安心のバリアフリーとなってお

ループの葬祭施設です。すべてのお客様

鞍掛（元西友跡地）

12

すか？私は輸入車に乗ってみたいと思っ

20
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Ｊ Ａ 信 州 うえだ
旅 行 センター

清

（田中支会）

金井
このたび、東御市商工会へ入会させて
いただきました【Ｊ Ａ信州うえだ旅行セ
ンター】と申します。

していきたいと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

御牧原てらす

小池

淳

（北御牧支会）

初めまして「御牧原て

力を引き出せると確信しています。皆様

豊かに加工品を展開し、まだまだ潜在能

ます。

景色」づくりにスタッフと共に努めてい

常に庭の表情を追求しつつ「心地よい

サンライン沿いにラーメン店をオープン

りやすいメインメニューを提供させて頂
いています。
お客様が過ごしやすい空間、接客を心
がけ、味の向上に毎日取り組んでいます。

ます。

その他の新会員

居酒屋澤（北御牧支会）

碓氷塗装（北御牧支会）

町田

博

隆志

孝芳

荻原

碓氷

郭

酒処オレンジ（北御牧支会）

佐藤

哲雄

亮

真優

カイロプラクティック和笑癒（和支会）

オギハラ（滋野支会）

インテリアマチダ（滋野支会）

鳴澤

今後ご指導の程よろしくお願いいたし

ご指導よろしくお願いいたします。

中華そば はやつ

早津 克至

（滋野支会）

原でもとっておきの…蓼

致しました早津克至と申します。

はじめまして私は昨年 月初頭に浅間

Ｒ券・航空券の予約、手配から海外旅行
科から北アルプス、浅間

らす」です。絶景の御牧

まで各種旅行をご案内させていただいて
までほぼ２７０度のパノラマが楽しめる

Ｊ Ａ信州うえだ旅行センターでは、Ｊ

おります。会員の皆様方のご出張や親睦
場所に、ちょっと洒落た建物を作り、

年前に宿を始めました。宿といっても、

中華そばという老若男女の皆様に分か

旅行、研修旅行、忘新年会などございま
したらお気軽にお声を掛けてください。

室、最大 人の小さな小さな宿で

客室

す。ふれこみは「週一組」ですが、それ

若輩者ですが、若い人間の感覚を取り

詳しくは「国の教育ローン」で検索していただくか、

旅の想い出づくりのお手伝いをさせてい

でもお食事のお客様を合わせ、この 年

込んで新しいスタイルを東御に持ちこめ

ることができます。

ただければ幸いです。

で４００人もの方にお越しいただきまし

たらと考えております。
何とぞ、宜しくお願い致します。

㈱楽月園
荻原 博行

（滋野支会）

下記のコールセンターへお問い合わせください。

た。御牧原ファンを増やすべく頑張りま
す。どうぞよろしくお願いします。

東御こもだ果樹園

央

現在の庭造りは昭和の時代とはかなり

現在）で利用でき、在学期間内は利息のみのご返済とす

今後お世話になりますが、よろしくお
願いいたします。

（田中支会）

智恵

菰田

（祢津支会）

庭造りをしています㈱楽月園の荻原博

たんだ！」と悔しくなるほどの美味しさ

違います。伝統的日本庭園の技術・技法

キャッチフレーズの一つは「かわいい」

〔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

ウォールナッツ不動産

宮下
月に東御市常田で不動産業

東御のぶどうを初めて食べた時、「何

に感動し、『東御のぶどうの味をもっと

を駆使し、そこに平成の時代を表現する

行と申します。

私はお客様の笑顔が見たい、喜んでい

沢山の人に伝えたい。』と思い、ぶどう

で今までこんな美味いものをしらなかっ

ただきたい、その思いで開業いたしまし

ことにあります。ちなみに、現在の庭の
いたしました。東御のぶどうは生食用に

た。
売主様、買主様の立場に立ち、誠心誠

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象

9

です。

とした公的な融資制度です。お子さま１人につき350万

1

とどまらず、今まで以上バリエーション

4

意、お客様に寄り添える不動産屋を目指

国の教育ローン（日本政策金融公庫）のご案内

information

5

栽培の道へ進み平成 年 月に新規就農

入会させていただきました。

この度、開業と同時に東御市商工会に

産です。

を開業いたしましたウォールナッツ不動

平成 年
9

1

1
27
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円以内を、固定金利（年1.81％
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若年者の技能取得に向けた講座を実施しています
若年者の人材育成、技能継承、基本技能取得中小企業や団体の要請に応じて、
「ものづくりマイスター」を派遣し、
実技指導を行っています。

ものづくりマイスターはどんな人？

・若手社員の技能のレベルアップを図りたい。
・社内に指導できる者がいない。
・社内に指導者はいるが、指導する時間がない。
・外部研修等は費用が掛かる。
・社内に指導マニュアルがない。
・人材育成に使える場所や施設がない。

【いずれかに該当】
特級・一級・単一等級技能士・
技能五輪全国大会（金・銀・銅）
上記と同等の技能を有する方

技能の承継
後継者の育成
に意欲的な活
動 の 意 思・能
力がある方

ものづくり
マイスター

こんな場合にはぜひ活用を！

費用は？

実務経験
１５年以上

無料です!

・マイスター派遣（１日／年間20回まで）の費
用は当協会が負担します。
・実技指導で必要な材料も一定の範囲で支援しま
す。

いつでも下記にお問合せください。

長野県職業能力開発協会技能振興センター

TEL:026-234-9050 E-mail:ginou@navada.or.jp ホームページ

http://waza-museum.jp/

申告書は国税庁ホームページで
作成できます！

国税庁ホームページ
ムページ

www.nta.go.jp

సᡂ儗兠儮兠

「確定申告コーナー」のメリット

１ 申告会場に行かなくても！ 2 24時間利用できる！

確定申告期間中は、いつでもご
利用できます。

申告書作成から提出までの流れ
①
②
「作成コーナー」
へアクセス

ご自宅等のパソコンで

సᡂ儗兠儮兠

᳨⣴

申告書を作成

画面の案内に従い金額
等を入力し、申告書等
を作成。

3 自動計算機能だから

税制改正に対応！電卓いら
ずです。
下書き用に印刷しても
申告書作成
コーナー
いいし、検算にも便利

ですね。

③

申告書を提出

書面提出 印刷して郵送等で提出。
e-Tax 事前準備が必要です。

▼▼

作成した申告書等は印刷し、税務署
に郵送することで、申告会場に行か
ずに申告を行うことができます。

᳨⣴

詳しくは国税庁ＨＰをご覧ください。

〜商工会からのお知らせ〜

◦決算・申告相談をされる方は事前にご予約をお願いします。
◦記帳代行をされている方は、お早めに資料の提出をお願いします。

