多可町商工会通信

みみより Information
「ドローン活用技能スクール」開校
受講生募集のご案内
様々な分野での活用が期待されている小型無人機ドローン
は、「空の産業革命」とも言われています。
新たな産業の創出や事業への活用を目的として、規制法を
学び技能に秀でた操縦者を育成するスクールが開校されます。
【日程】 1 月と 8 月を除く月初めの月曜日から開催します
直近日程 ⇒ 10 月 2 日(月)～4 日(水)
3 日間コース（座学 1 日・実技 2 日）
【実施場所】（座学）北はりま職業訓練センター
（実技）屋外：黒田庄グラウンド
屋内：黒田庄体育センター
【定員】 開催月 各 9 人
【受講料】 150,000 円（税別）
【主催】 職業訓練法人 北はりま職業訓練協会
【お問合せ】 北はりま職業訓練センター ℡0795-23-4326

ギフト・生活雑貨の日本最大の展示会「ギフ
ト・ショー」に負担少なく出展のチャンス！
パーソナルギフト・生活雑貨の国際見本市として、日本最大
の規模を誇る展示会「東京インターナショナルギフト・ショー」に、
『兵庫県ブース』で共同出展しませんか？
出展対象
生活日用品、防災用品、工具セット、キッチン用品、家電製
品、洗剤等、その他家庭日用品
応募条件
経営革新計画もしくは経営力向上計画の承認を得ている小
規模事業者または中小企業者
（経営革新計画および経営力向上計画の承認がない場合
であっても、29 年度内に承認を得ることを条件に申込可能）
出展料
150,000 円（税込）
※通常出展料の半額（119,880 円）と全体装飾料負担
額（30,120 円）
※商工会から申し込むことで、後の半分は県が負担。
※1 社あたりのコマは間口 1.8ｍ×奥行 2m の予定
申込〆切
10 月 10 日（火）
（担当：経営支援課）
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よろず支援拠点の積極活用を！
～多可町商工会が相談会場になっています～
兵庫県よろず支援拠点は、国が全国都道府県に設置した、
無料で何回でも利用できる経営相談窓口です。解決が困難な
経営課題を、専門家の支援チームがサポートします。
その相談窓口として、多可町商工会が北播磨地区のサテライ
ト相談所（毎月第 3 木曜日）になっていますので、お気軽にご
活用ください。希望の方は商工会まで。
【29 年度開催日】
9 月 21 日、10 月 19 日、11 月 16 日
12 月 21 日、1 月 18 日、2 月 15 日、3 月 15 日
（担当：経営指導員）

改正消費税法等説明会
開催のお知らせ
平成 31 年 10 月 1 日から消費税および地方消費税の税率
が 8％から 10％へ引き上げられ、この税率の引き上げと同時に
消費税の軽減税率制度が実施されることになっています。
来るべきその日のために準備しておくことや、その支援措置に
ついての説明会を開催します。
【日時】 10 月 17 日（火）13:30～
【場所】 多可町中央公民館 大会議室
【内容】 ・消費税軽減税率制度
・軽減税率対策補助金制度 など
※西脇税務署・西脇納税協会・多可町・多可町商工会が共
催で行います。お問合せは西脇税務署法人課税部門まで。
（℡22-3274）
（担当：経営支援課）

今秋のセミナーはまだまだ続きます
勉強の秋、積極的に受講ください！
すでに案内済みのものがほとんどですが、今後以下のセミナー
を開催します。送付している案内文書をご確認ください。
内容

日程

時間

IT 活用セミナー（3 日目）

9/26(火)

19:00～

創業塾（第 1 回）

9/27(水)

19:00～

プレスリリースセミナー

10/2(月)

19:00～

創業塾（第 2 回）

10/4(水)

19:00～

創業塾（第 3 回）

10/11(水)

19:00～

改正消費税法等説明会

10/17(火)

13:30～

創業塾（第 4 回）

10/18(水)

19:00～

事業承継セミナー

10/20(金)
19:00～
（担当：経営支援課）
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みみより Information
ゴルフで楽しく、旅行でおいしく
会員交流
第 2 回会員交流ゴルフ大会
【日時】 10 月 22 日(日) OUT・IN とも 9:17 スタート
【場所】 滝野カントリー倶楽部八千代コース
【資格】 会員およびその家族従業員または事業所従業員
【費用】 会費 4,000 円
プレー費 10,000 円
【おススメ！】
スポーツを通した会員交流はこの機会が唯一！
会員交流日帰りバスツアー
淡路島うずしお温泉「うめ丸」で味わう 福良 3 年とらふぐ
【日程】 11 月 12 日(日)
【場所】 淡路島
・淡路人形座
・うずしお温泉「うめ丸」
・たこせんべいの里
【おススメ！】
普段ではなかなか味わえない「ふぐ」を、ぜひご堪能ください！
※参加申込書付き案内文書は先日郵送にてお送りしていま
すので、商工会からの郵送物をご確認ください。
（担当：足立・遠藤）

商談会情報

東急ハンズとの個別商談会

東京本社新商品開発のバイヤーと兵庫県（兵庫県県民会
館）で商談できます。
【対象商材】
素材・道工具、ホビー・クラフト、インテリア、家庭用品、身の
回りの小物、ヘルス＆ビューティー、季節用品、イベント・実演
販売、体験セミナーの企画など
【スケジュール】
①応募〆切・・・10 月 18 日(水) 15：00 必着
②書類選考の結果発表・・・11 月 2 日(木)頃
③個別商談（10 社）・・・11 月 10 日(金)午後
（場所：兵庫県県民会館）
【主催】
兵庫県中小企業団体中央会
※E メールによる応募です。お問合せは商工会まで。
（担当：経営支援課 本庄）
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多可町技能功労者ならびに
優良従業員表彰式のお知らせ
【日時】
【場所】

11 月 29 日(水) 17:30～
多可町交流会館（加美区寺内）

技能功労者表彰推薦基準
同一職種に 30 年以上経験がある方で、現在もその職種
に従事し、その職種の指導的立場にあり、後進の指導・育成
に尽くした功績のある人物
優良従業員表彰推薦基準
町長表彰（同一企業に 20 年以上勤務）
商工会長表彰（同一企業に 10 年以上勤務）
詳細は後日ご案内いたしますので、該当する従業員がおられ
ましたら、推薦書をご提出ください。
なお、今回から被表彰者にかかる記念品料を推薦企業にご
負担いただきます。（担当：岸本・遠藤）

多可町の 3 つの発祥で商売繁盛！
～発祥の地めぐりスタンプラリー開催中～
多可町が誇る 3 つの発祥「山田錦」・「杉原紙」・「敬老の
日」に関係する商品・サービスを提供する店舗をめぐるスタンプ
ラリーを、9 月 1 日から来年 1 月 31
日まで開催しています。
今までのスタンプラリーの中では最多
店舗数の 40 店舗が参加し、播州百
どりをお年寄りの健康フードと位置付
けた「播州百日どりグルメフェア(16 店
舗)」も同時開催しています。
ぜひ参加者としてお楽しみください。
たかめぐり
※各種 SNS でも情報発信しています。フォローお願いします。
facebook ・・・ takameguri
Twitter
・・・ takameguri2016
Instagram ・・・ takameguri （担当：本庄・岸本）

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・近藤
【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚

