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商工会の金融相談日

就職面接相談会 in 多可町 開催

『 一 日 公 庫 』

多可町商工会では、ハローワーク西脇・多可町と連携し、多
可町内における雇用対策の一環として、11 月 10 日（木）
多可町商工会館 2 階会議室において、『就職面接相談会 in
多可町』を開催します。
参加予約や参加費は不要です。ご家族やお知り合いの方で
仕事を探していらっしゃる方がございましたら、ぜひお声掛けくだ
さい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【日 時】11 月 10 日（木）
13:30～15:00（受付は 13:00～14:30）
【場 所】多可町商工会館 2 階会議室
【対象者】・フルタイム・パートタイムで就職を希望される方
・来春、大学・短大を卒業予定の方

『一日公庫』とは、商工会館で日本政策金融公庫の担当者
と面談していただき、即日決裁が可能となる融資相談です。
年末に向けての資金調達にぜひご利用ください。

（現在、中学・昼間高校在学中の方は対象外です）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
参加事業所は、㈱大西製作所、加美電機㈱、㈱さとう、神
栄鉄工㈱、㈱田井鉄工野間、太平金属㈱、日藤ポリゴン㈱
の 7 社です。
詳細は、兵庫労働局・多可町・多可町商工会の各ホームペ
ージに掲載しておりますのでご確認ください。

（案件により即日決裁できない場合もあります。）

【10 月 19 日現在：年利固定 1.16％～】
日時：11 月 18 日(金)11:00～
場所：多可町商工会館
【申込締切】11 月 11 日（金）
※事前の申し込みが必要ですので商工会までご連絡ください。
（担当：金高）

掛金は全額所得控除!｢経営者の退職金共済｣

小規模企業共済は、商工会へ

に契約され、残りの大部分が貯蓄積立金となるので、知らず知

小規模企業共済は、掛金が全額所得控除できる経営者の
退職金制度です。将来、廃業や役員退任等が生じたときに、
それまで積み立ててきた掛金に応じて共済金を受け取ることが
できます。
12 月末までに支払った共済掛金が、今年の控除対象額と
なるため、例年、この時期には、「前納」のお問合せを多数いた
だいております。
掛金の上限は、70,000 円ですので、今から加入いただいて
も、前納により、最大で 840,000 円(12 ヶ月分)を課税対象
所得から控除することも可能です。もちろん、状況に応じて、掛
金の額は変更可能です。
新規お申込みや前納、月額変更などご不明な点は、お気軽
に商工会までお問合せください。
また、掛金を全額経費(損金)として計上でき、取引先の倒
産時に迅速な貸付を受けられる倒産防止共済(経営セーフテ
ィ共済)も有利です。あわせてご検討ください。

らずのうちに貯蓄ができます。貯蓄積立金から、積立の範囲内

（担当：横畑）

（担当：経営支援課）

5,000 円相当の特産品をプレゼント

商工貯蓄共済キャンペーン実施中！
商工会がおすすめしている商工貯蓄共済は、「貯蓄積立」
「生命保証」「融資」の 3 つの魅力が詰まった共済制度で、多く
の方にご加入いただいております。
加入すると、毎月の掛金の一部が自動的に集団生命保険

で取り崩しができる仮払制度もご利用いただけます。
加入できる方：商工会員・家族・従業員
被 保 険 者：6～65 歳までの方
掛 金 月 額：1 口 2,000 円から
加 入 期 間：10 年または、5 年
現在、新規 5 口(10 年)または新規 10 口(5 年)にご加入
いただくと、近畿府県内から厳選された 5,000 円相当の特産
品が選べるキャンペーンを実施しています！お得なキャンペーン
の実施期間は 12 月 31 日まで！ぜひこの機会にご加入く
ださい。

（担当：山下）

日本初！ラベンダーの香りがする自動販売機

「La・Vender」設置場所募集！
多可町では、町の特産である「ラベンダー」を PR するため、
ラベンダーパーク多可が飲料メーカーとタイアップし、ボタンを押す
とラベンダーの香りがする自動販売機『La・Vender(ラ・ベンダー)』
を開発しました。そこで、この『La・Vender』を設置していただけ
る事業所を募集します！
詳しくは、多可町役場地域振興課（℡ 32-4779）へご
連絡ください。お申込みにつきましては、一旦 11 月 11 日(金)
を締切とさせていただきますが、12 月以降の設置も可能ですの
で、まずはお問い合わせください。
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「むらからまちから館」
平成 28 年度下期出展者募集！
「むらからまちから館」は、全国商工会連合会が東京(有楽
町)で運営する日本全国の中小企業の地域特産品を扱うアン
テナショップで、日本唯一の公設地域総合専門館です。平成
28 年度下期「47 都道府県 6 ヶ月間出展コーナー」の出展者
を募集しております。貴店の特産品を、全国に向けて PR してみ
ませんか？
――――――――――――――――――――――――
出展期間：平成 28 年 12 月～平成 29 年 5 月
申込締切：11 月 10 日（木）
選定基準：地域の資源・技術を活用した特産品であること、
期間中継続して供給できる特産品であること 等
出 展 料 ：5,000 円/月
手 数 料 ：税抜売上高×15％×1.08
――――――――――――――――――――――――
出展に関して詳しくは、商工会までお問い合わせください。
※「47 都道府県コーナー＜1 ヶ月間の出展＞」「地酒コーナー」
「販売催事コーナー」への申込みは随時受け付けております
ので、お気軽にご相談ください。
（担当：山下）

第 11 回多可町ふるさと産業展に
出展しました！
11 月 3 日、第 11 回多可町ふるさと産業展が開催されまし
た。 ダンスパフォーマンスや播州織のファッションショーなどのステ
ージイベントのほか、会場にはたくさんの模擬店も並び、多くの
方で賑わっていました。商工会からは、下記の通り出展しており
ました。ご来場いただき、ありがとうございました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＊商工会・多可グルメ研究会：百日どりからあげ販売＊
ジューシーなからあげで、町特産の百日どりを PR しました。
＊青年部：多可町オリジナルハンバーガー・ポテト販売＊
多可町産にこだわった味わい深いハンバーガーは、大好評に
つき午前中に完売しました。次の機会をお楽しみに！
＊女性部：さつまいもスティック・フランクフルト販売＊
あつあつホクホクのさつまいもスティックは、子供からお年寄りま
で大人気でした！
＊未来創造実践部：多可スイーツ販売＊
昨年のスイーツコンテストで最優秀賞に輝いた『千ヶ峰の雪』。
町内の飲食店でオリジナルスイーツをご用意していますので、
買い損ねた方はぜひお店でご賞味ください！
＊繊維部会：播州織シャツの展示＊
上田安子服飾専門学校の生徒が製作した播州織シャツを
展示します。パリコレ「TRANOI」に出品した素晴らしい作
品、見ていただけましたか？
＊仕事百科事典プロジェクト：多可町のしごと紹介＊
多可のしごとの魅力を綴る 10 のストーリーを紹介しました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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お子様の教育資金を
『国の教育ローン』がサポートします
日本政策金融公庫の『国の教育ローン』は、高校、大学等へ
の入学時・在学中にかかる費用（入学金、授業料、アパート
の家賃等）を対象とした公的な融資制度です。
【融 資 額 】

お子さま１人につき 350 万円以内

【金

年 1.90％(11 月 10 日～1.81％)

利】

固定金利
【返済期間】

15 年以内

【返済方法】

毎月元利均等返済

【保

(公財)教育資金融資保証基金

証】

詳しくは、ＨＰ(「国の教育ローン」で検索)または、教育ローン
コールセンター(TEL:03-5321-8656)までお問合せください。
先日発行いたしました広報紙『はばたき』vol.14 の青年部新
入部員紹介の記事につきまして、誤りがありました。心よりお詫
びを申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。
[誤] 吉川英利 ㈱吉川商店（加美区熊野部）
[正] 吉川英利 ㈲吉川商店（加美区寺内）

11 月の予定
1～30 日
3日
6～7 日
8～9 日
9日
11 日
18 日
18 日
24～25 日
25 日
29 日

（主な予定のみをピックアップしています）

「播州百日どり」グルメフェア開催
第 11 回多可町ふるさと産業展
加美町エコーシール会視察研修
青年部・女性部全国組織化 50 周年記念大会
第１回会員親睦ゴルフ大会
プレスリリースの作り方セミナー
女性部視察研修
一日公庫
事業所定期健康診断
理事会
第１回会員親睦旅行

職員コラム

深まる秋を楽しみながらも、年末･年始に向

けた準備を始める時期となりました。今回の紙面でも、資金繰
りや小規模企業共済など年末に多いご相談の情報を掲載して
おります。秋の夜長にじっくりとお読みいただき、不明な点、ご相
談等ございましたら、ご相談ください。(経営支援課:横畑)

各種お問合せ
〒679-1113 多可郡多可町中区中村町 125-1
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
【事 務 局 長 】 原田
【経営支援課】 後藤・金高・本庄・横畑・山下
【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚

