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自然の光と風、
木の呼吸とあたたかさを
心とからだで感じる家。
年月が木の家に色と味をだし
愛情があふれる。

何十年後もこの家が好き。
そう言ってもらえる家を
責任と誇りをもって
一軒一軒
精魂込めて端正に造る。

今月の表紙：有限会社エムエスサービス
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掲載希望の事業所を募
集しています！
お気軽にお問合せくだ
さい！！(☎24-0123)

表紙

今月の

NO.89

pick up会員さん
掲載ご希望の方は美濃加茂商工会議所
(☎24-0123)までご連絡ください。

株式会社山千造建

●事業内容と設立
平成２１年１１月
新築・リフォーム業
木工製品の製造

を行い、家づくりの楽しさを
感じていただきながら、理想
の住まいをお客様と一緒に作
ります。

●こだわりや特徴
山千造建は、家づくり一筋
３３年の熟練した技術と、家
やそこに住む人への思いやり
を大切に、お客様の”想い”
を形にしていきます。
じっくり綿密に打ち合わせ

●今後の目標
家づくりを行う職人はだん
だんと少なくなっています。
伝統の技をしっかり伝え、
家づくりの技術が続いていく
よう新しい人材を育てていき
たいと考えています。

株式会社山千造建

●事業内容と設立
平成２４年１月１日
パワーストーンによるアク
セサリーとフラワーランプ
の販売
●こだわりや特徴
「運気アップ！」
五行を整えるブレスレット
四柱推命と九星方位気学の
知識を生かしてお客様の生年
月日から「気」の流れを整え
るパワーストーンを選び、ブ

表：山岡

千年

住

所：下米田町則光226-3

電

話：42-6161
090-1785-0726

◀家具製作に使
用する木材で
す。
一枚板を使っ
たテーブルな
どの家具・内
装もお任せく
ださい！！

NO.90

代

定 休 日：日曜日
H

P：https://www.yamasenzouken.com

▲公式インスタグラム

▲施工の一例

木花咲

レスレットやピアスなどのア
クセサリーを作成し、販売提
供しています。
お客様の中には悩みを抱え
る方も多く、それらをヒアリ
ングして四柱推命と九星方位
気学を基にアドバイスも
行っています。
自分の欠点や過度に行
き過ぎた性格が気になる
人には特にすすめ！車の
ナンバーやパスワードも
五行の吉数からお作りし
ています。

●今後の活動
コロナ禍において心の不調
を訴える人が多くいます。
悩める人と向き合い、元気
に癒してあげられるよう「元
気」と「癒し」を提供してい
きます。
◀取材時「みのか
もまちゼミ」を
開催中で、「天
然石ピアス作り
とお勧め占いア
プリの活用」の
講習が行われて
いました。

木花咲（このはなさく）

▲パワーストーンのブレスレット

代表者：長谷川 小百合
住 所：森山町5-25-22
定休日：水曜日

電 話：090-2579-1523
営業時間：9:00～17:00（完全予約制）
H P：http://www.konohanasaku.com/

わくわくみのかも令和３年12月１日号 ２

○

○
○

～年末調整・源泉所得税の納付・支払調書の提出～

○

○
○

年末調整の準備は
できていますか？

○
○ ○ ○

○

○

○

給与の年末調整後の源泉所得税納付、支払調書や市町村に提出する給与支払報告書の提出を控え、
商工会議所では下記により個別相談窓口を開設いたしますので、準備のできた方は早めにご相談くだ
さい。

★と

令和３年１２月２１日（火）～令和４年１月２０日（木）

き

午前９時～１２時、午後１時～４時
※１２月２９日～１月３日の間はお休みとさせていただきます。

２階

役員研修室

★ところ

美濃加茂商工会館

★持ち物

令和３年分の源泉徴収簿、扶養控除申告書、保険料控除申告書、
基礎控除(兼)配偶者控除等(兼)所得金額調整控除申告書
中間納付（7月納付分）の納付書、税務署より配布された封筒に入った書類一式
印鑑、筆記用具、マイナンバーカードまたは通知カード、公的な写真つき身分証明書
※控除対象者がいる場合は給与支払い報告書内に対象者のマイナンバー
を記載してください！！
※源泉徴収簿は、上期小計（１月～６月分小計）、下期小計（7月～12月分小計）
年間支給額合計を事前に計算の上ご相談下さい。
※国民年金・国民年金基金については、保険料等の支払ったことの証明書類が必要で
すので、ご用意ください。
※国民健康保険の払込額は事前にご確認をお願いします。
（市への電話での問い合わせは原則できませんのでご注意ください）

★問合せ

美濃加茂商工会議所

中小企業相談所

【年末調整の手順】

電話２４－０１２３

【入室時の注意事項】
感染症対策にご協力をお願いいたします。

①令和３年分の給与・賞与をまとめる
②各種控除額を計算し税額を算出
③給与支払い報告書を作成・提出
④税理士報酬等をまとめる
⑤支払調書を作成・提出
⑥源泉所得税を納付する

・発熱、咳等の症状が見られる場合は利用を
ご遠慮ください
・マスクを必ず着用してださい
・入口で手指消毒を行ってください
・検温（非接触）を行ってください
（37.5℃以上の方は利用をお断りさせていただきます）

消費税相談もあわせて実施いたします。
３
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○

○

日
２月４ り！
締め切

令和元年度補正予算

小規模事業者持続化補助金（一般型）（日本商工会議所）
小規模事業者が行う地道な販路開拓等の取り組みや業務効率化の取り組みに要する経費の一部を
支援します。 この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画
書を作成し、採択後、所定の補助を受けます。
対象者

小規模事業者

補助率

２/３

申込
期限

（上限５０万円）

第7回受付締切：令和4年

※特定の新規創業者は＋50万円

2月4日(金)

第８回受付締切以降：未定（決まり次第ホームページにて掲載）

詳しい内容はホームページ(https://r1.jizokukahojokin.info/)をご覧いただくか美濃加茂商工会
議所までお問合せください。（☎24-0123）
支援機関等の事業支援計画書の発行が必要となります。申請の際は余裕をもってご相談ください。

令和２年第３次補正予算（日本商工会議所）

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）
小規模事業者が感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続
を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産
プロセスの導入等に関する取り組みを支援します。
対象者

小規模事業者

補助率

３/４

申込
期限

（上限１００万円）

第５回受付締切：令和４年 １月１２日(水)
第６回受付締切：令和４年 ３月９日(水)

申請にはＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要です。（※1）
低感染リスク型ビジネス枠について詳しい内容はホームページ（https://www.jizokuka-post-corona.jp/）
にてご確認ください。

月次支援金（経済産業省）
２０２１年４月以降に実施された国の緊急事態措置、又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店
の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響により、売上が５０％以上減少した中小法人・個人事業
者等の皆様に【月次支援金】が給付されます。
給付額

中小法人等

期

１０月分

限

上限２０万円／月

・

令和3年11月1日(日)～

個人事業者等

上限１０万円／月

令和４年１月７日(金)

詳しい内容はホームページ(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)にてご確認いただ
くか、美濃加茂商工会議所までお問合せください。（☎24-0123）
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21日
12月 り！
締め切

事業再構築補助金（中小企業庁）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が
期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する
ために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すこ
とが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事
業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
対象者
補助率
補助額

中小企業(通常枠)
補助上限 100 万円～ 8,000 万円以下 補助率 ２／３
中小企業(卒業枠)
補助上限 6,000 万円超 ～１億円以下 補助率 ２／３
中堅企業(通常枠)
補助上限 100 万円～ 8,000 万円以下 補助率 １／２
中堅企業(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙV 字回復枠) 補助上限 8,000 万円超 ～１億円以下 補助率 １／２
※上記に加えて「緊急事態宣言特別枠」「最低賃金枠」「大規模賃金引上枠」もあります。

申込
期限

令和３年１２月２１日（火）１８時

申請にはＧビズＩＤプライムアカウントの取得（※1）及び「認定経営革新等支援機関による確認
書」が必要です。申請の際は余裕を持ってご相談ください。
詳しい内容はホームページ（https://jigyou-saikouchiku.go.jp/）をご確認いただくか、美濃加
茂商工会議所までお問合せください。（☎24-0123）

締め切り間近！申請をお忘れではありませんか？

広告宣伝等販売促進助成金（PR助成金その２）（美濃加茂市）
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける現下の厳しい経済状況を鑑み、事業者の皆さん行う広
告宣伝等販売促進事業に係る費用を助成します。
対象経費
助成額
申請
期限

対象経費の１０分の１０（上限１０万円）
令和４年１月３１日(月)
※事業実施後の申請となります。
令和４年１月１０日までに支払を含めた事業の
実施を完了する必要があります。

①パンフレット・ポスター・チラシ
・DM等印刷物の作成、発送
②新聞・雑誌等への折込・掲載
③ラジオ・テレビ・インターネット
等でのCMの作成及び発送
④看板・のぼり等の作成及び設置
⑤ウェブサイトの作成及び更新

あんしん助成金一般対策型（美濃加茂市）
１１月３０日までに購入及び実施が完了した経費が対象となります

皆さんが安心して市内の店舗・事業所等を利用することができるように、感染症防止のために必
要な一般的な費用を助成します。
対象経費の一例
助成額
申請
期限

対象経費の１０分の１０（上限５万円）
令和３年１２月２４日（金）
※事業実施後の申請となります。
令和３年１１月３０日までに支払を含めた事業の
実施が完了している場合は申請対象となります。

非接触体温計・非接触型対応への改修
パーテーション、アクリル板
換気対策費用（換気機能付エアコン）
空気清浄機 他
詳しくは美濃加茂市商工観光課までお
問合せください（☎25-2111）

詳しくは、美濃加茂市商工観光課（☎25-2111）または美濃加茂商工会議所（☎24-0123）までお問合せください。
※１

GビズIDプライムアカウントを未取得の方は、必ず、利用登録を行ってください。GビズIDプライムアカウントの
発行には、数週間程度時間を要しますので、お早めにご準備いただきますようお願いいたします。
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５

十一月九日、商工会館にて令和

記講習会が十一月十七日をもって

七月十四日よりスタートした簿

いながらの開催となりました。感

正副会頭、専務
商工会館
生涯学習センター 会頭

県下商工会議所・中部地方整備局との懇談会
令和３年度上半期監事会

オンライン
商工会館

６

わくわくみのかも令和３年12月１日号

簿記講習会が修了しました

十一月四日・五日の二日間、東
三年度上半期監査会を実施し、三

修了し、全二十回（四十時間）の

「一般会計、中小企業相談所特

染拡大に伴う緊急事態宣言の影響

専務
監事、専務

市との懇談会・正副会頭会議
第3回みのかもSDGｓ推進協議会

第十六回地方銀行

京ビックサイトにて「フードセレ
名の監事により事業報告・収支決

講習会には八名の参加がありまし

令和三年度
上半期監査会を実施

クション二〇二一」が開催され、
算報告について関係書類と突き合

フードセレクション二○二一

全国から三百八十八社が出展しま
た。

全で美味しい優れた食材を多くの
別会計、労働保険事業特別会計、

により、講習会の延期等を行いな

わせの上、細部まで確認を行って

バイヤーに見て、触れて、試食し
共済事業特別会計、商工会館運営

がらの開催ではありましたが、講

した。今回で十六回目の開催とな

て頂く商談会です。

特別会計、退職給与資金特別会計

師の太田公雄氏（加茂農林高等学

今年度もコロナ感染症対策を行

二日間で三千百二十一名の食品

及び特定退職金共済特別会計につ

校教諭）に多くの質問をするなど

いただきました。

バイヤーが訪れ、当所会員事業所

いて、事業及び経費収支並びに決

皆様積極的に参加されました。

る当イベントは、地域性豊かな安

より二社が出展し、自社商品を売

算書、貸借対照表、財産目録、事
業報告書等すべてについて適正か
つ正確に処理されている」と監査
報告をいただました。

ヤマキ農園は「柿や梨などのド
ライフルーツ・コンフィチュール
・梨ジュース等」を、桜井食品㈱
は、ナチュラルオーガニック食品
として「即席麺、レトルトカレー
やパン粉、小麦粉、ココア等」を
売り込みました。
各出展者とも積極的に商品をＰ
Ｒされ、商談に繋がる展示会とな
りました。

１０月１６日〜１１月１５日

事務局日誌

10月
21日
25日
11月
8日
9日

り込みました。

▲出展された桜井食品㈱（左）
とヤマキ農園（右）
いずれも美濃加茂市内企業

▲簿記講習会の様子

マップ Google
マイビジネス
Google

その情報を登録・管理

十月二十一日、商工会館にて講
坂田誠氏を迎え、

マップ・
Google

に株式会社はちえん。代表取締役

十一月八日、商工会館にて講師

グル上の情報管理が重要となる」

事業承継Ｍ＆Ａセミナーを開催

師に中小企業診断士の馬渕智幸氏

マイビジネス活用セミナー
Google
を開催しました。

と説明され、管理権限の取得方法

経営計画作成セミナーを開催

することができる。検
十月十八日・二十六日の二日間
を迎え「事業承継Ｍ＆Ａセミナー

講師より「グーグルで会社や飲

や会社情報などの入力方法を学び

活用セミナーを開催

講師に中小企業診断士の伊藤慎悟
～第三者への事業承継の対策のポ

食店の名前を検索すると、検索結

ました。

索結果に無料で最新の

氏を迎え、経営計画作成セミナー

М＆Ａとは事業承継の選択肢の

果画面の右側には、企業・店舗の

また、グーグルマイビジネスを

一日目は戦略マップ（経営計画
書）を使って経営戦略の考え方を
ーを開催しました。

作成することと同じくらいにグー

きるため、自社のホームページを

ビジネス情報を掲載することがで

学ぶとともに参加企業ごとの戦略
一つであり、第三者に自社を譲渡

基本情報・写真・地図が表示され

を実施しました。

マップを作成し、二日目は販路開
することで企業を存続することが

行うメリットとして、最初の設定

イント～」をテーマとしたセミナ

拓に必要な費用の三分の二（上限

るが、グーグルマイビジネスでは

だけでも即効果が見込めることや

きな効果が得られることなどを上

事業者持続化補助金」の申請書の
員からの昇格や外部招へいなどに

げ、セミナー終了後すぐに実行に

週一回の投稿だけでも継続して大
より就任した経営者は、自身と同

移すようお話されました。

敗事例や国のＭ＆Ａ・廃業に対す

を始め、事業承継の成功事例・失

て事業承継を余儀なくされた事例

また、突然代表者が病気で倒れ

した。

など事業承継の現状を説明されま

に挑戦する割合が高くなる」こと

間が短く、新たな取組みに積極的

も第三者承継の方が就任までの期

合が高い」ことや「同族承継より

どの第三者への承継を予定する割

じように内部昇格や外部招へいな

書き方を学びました。
戦略マップを作成することで、
自社の現状を見つめ直して再認識
し、経営戦略のブラッシュアップ
を図ることができました。

講師より「事業承継を行う企業
においては「親族」→「役員・従
業員」→「第三者」の順番で承継
順位が高く、創業者や親族から引

る支援施策について説明されまし
た。

わくわくみのかも令和３年12月１日号

７

き継いだ経営者は同族承継を予定
する割合が高い一方、役員・従業

▲Googleマイビジネスの必要性を説く坂田氏

可能となります。

▲М＆Aの事例について説明する馬渕氏

五十万円）が補助される「小規模

▲講師の伊藤慎悟氏

十月例会
～知っておきたい
社会保障の話～
十月二十一日、商工
会館にて講師に第一生
命保険㈱岐阜支社可児
営業オフィス勤務であ

るなど内容の濃い例会となりまし

参加者から積極的に質問がされ

て説明されました。

支給額及び支給要件」などについ

・公的医療保険・公的介護保険の

傷病手当金・障害年金・遺族年金

後の生活設計の為の「老齢年金・

に支え合う「社会保障制度」や今

例会では私たちの生活をお互い

ました。

話」をテーマに十月例会を開催し

迎え「知っておきたい社会保障の

り、女性会会員の田中さゆ里氏を

り
よ
だ
会
女性
た。

８
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臨時総会
十月二十一日、あじ
さいエコパークにて青
年部臨時総会を開催し
ました。
臨時総会では青年部

講師指示のもと、カメラ付きの
ドローンやプログラミングすると
その指示通りに飛ぶドローンなど
三種類の機体を実際飛ばす体験を
しました。
今回初めてドローンを操作した

した。

をできたことは良い経験になりま

もしれませんが、実物に触れ操作

方も多く、各事業所での事業への

臨時総会に引き続き、講師に

して十一月例会を開催しました。

自社のＰＲに役立てよう！」と題

ーンを最大限活用出来る方法は？

利用となるとまだ想像できないか

▲青年部臨時総会の様子

株式会社・代表取締役
SKYTUNE
岡田充貴氏と辻覚氏を迎え「ドロ

十一月例会～講師例会～

上程し承認されました。

度三役の選出についての二議案を

在籍年齢を延長する議案と、次年

り
よ
だ
部
年
青

▲ドローンの動きをプログラミングし、操作する青年部員

▲笑顔で質問に答える田中氏

あじさい共済

いつでも、なんでも、どんなときでも！

配当金のお知らせ

お気軽に
ご相談ください

多くの事業所にご加入いただいておりま
す生命共済制度「あじさい共済」の今年度
配当金が決定いたしました。
皆様のご協力の賜物と厚くお礼申し上げ
ます。

一口あたり

中小企業相談所の相談内容

１１．４２円

（一口：保険金５０万円、掛金８００円）
※６１歳以上の被保険者については、配当金額が異なります

金

融…運転資金・設備資金を借りた
いとき
税 務…税金の計算や青色申告をした
いとき
経 理…帳簿のつけ方が分からないとき
経 営…経営診断、店舗診断、など
労 働…労働法規、労働保険、賃金等
その他…法律、特許、創業など
中小企業相談所

TEL:0574-24-0123

【振込日】

令和３年１２月２０日(月)
ご不明点や振込先の変更がありましたら、商工会
議所共済担当までご連絡ください。☎24-0123

★ご加入いただいております皆様へ郵送しました
「配当金支払明細書」記載の金額を引き落とし
口座に振り込ませていただきます。

小規模事業者経営改善資金融資制度

マル経融資制度
新型コロナウイルス対策マル経も！
最大
２，０００万円
まで融資可能！

貸付
金利

1.21％

（令和3年11月1日現在）

低金利

無担保・
無保証人

返済
期間

運転
資金

で受けられる
融資制度！

７年

（措置期間１年以内）

設備
資金

10年

（措置期間２年以内）

マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を応援するために、美濃加茂商工会
議所の推薦により、無担保・無保証人・低金利で融資を受けられる国（日本政策金融公庫）の公的融
資制度です。詳しくは美濃加茂商工会議所（☎24-0123）までお問合せ下さい。

９
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「ノンアル、ローアル飲料が
もたらす変化」
コロナ禍の緊急事態宣言によって全国の広いエリアの飲食

さて、ノンアル、ローアル飲料のニーズが定着すると、世

店で、酒類の提供自粛が求められたことから、酒類の代替え

の中の消費スタイルはどのような変化が起きるのでしょう。

としてノンアルコール飲料が売れました。宣言は解除になり

まず飲食店はこれまでのお客さんに加えて「飲まない人」に

ましたが、ノンアルコールとローアルコール飲料の定着と拡

対するメニューやサービスの充実を迫られるでしょう。ノン

大はこの先も続きそうです。

アル、ローアル飲料も味が良くなったことで、お酒の代用品

アサヒビールが発売したアルコール０.５％の「ビアリー」

という扱いから、一つの商品としてのジャンルへと変わるで

は今年３月に地域限定で販売された後、６月から全国の主要

しょう。「酒場」の在り方も、アルコールを摂取するという

コンビニエンスストアやスーパーで売られるようになり、新

目的は薄らぎ、よりコミュニケーションやグルメを追求する

しいジャンルをつくったヒット商品となりました。従来のノ

場へと変貌しそうです。

ンアルコールビールは、その製造過程にアルコールが介在し

また「飲み」のシーン自体も広がりを見せるでしょう。車

ませんが、これは通常のビールと同じように酵母で麦芽を発

の運転前もそうですが、スポーツの前や最中、やや背徳感が

酵させた後、アルコール分を除去しているそうです。

あった休日の「朝飲み」「昼飲み」などが、癒やしの状況と

実は、こうしたノンアル、ローアル飲料のヒットは米国で

して注目されそうです。また、社員食堂や学食といったこれ

は先駆けて起きています。ハイネケンやバドワイザーのブラ

までアルコールがそぐわない場所でも状況によっては許され

ンドで知られるビール会社アンハイザー・ブッシュ・インベ

るようになるかもしれません。

ブがノンアル、ローアル飲料を発売し、売り上げを大きく伸

一方で、これまでは「酔った勢い」ということで社会が許

ばしています。消費者の健康志向の高まりや、そもそも酔う

容していたことが許されなくなります。飲み会では、飲まな

こと自体が格好悪いとされる価値観が広まっていることなど

い人が混在していても楽しめるルールとマナーが形成されそ

が背景にあります。

うです。ノンアル、ローアル飲料の選択肢が普通になれば、

これまでノンアルやローアル飲料は、車の運転やアレルギ
ーの対策など、本当は飲みたいのに飲めなくて仕方なく選ぶ

飲み会嫌いの職場の若者も参加してくれるようになるかもし
れません。

ものでした。しかし製法の進化で各段に味が良くなったこと

渡辺和博／わたなべ・かずひろ

で、積極的に選んでもおかしくない選択肢に変わったことも

日経BP総研マーケティング戦略研究所 上席研究員

大きな要因です。
私も自宅でのオンライン飲み会など、時間制限のない会で
はノンアルやローアル飲料を選ぶことが多いです。引き続き
仕事もできるし、翌日のコンディションも悪くならないから
です。

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員
１９８６年筑波大学大学院理工学修士課程修了。同年、
日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジネス、
日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ
分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の商工会
議所などで地域振興や特産品開発のための講演・コ
ンサルを実施。消費者起点のものづくりをテーマに地
域発のヒット商品育成を支援している。

現在の金融状況

１１月１日現在の金利は次の通りです。

★日本政策金融公庫☆

限度額

金利

経営改善貸付 ２０００万円 １．2１％
(返済期間：運転７年、設備１０年以内)

★市内金融機関☆

県小口融資 ２０００万円 ０.８０％

(返済期間：運転７年、設備１０年以内)

市小口融資 ２０００万円 ０.７５％

(返済期間：運転10年、設備10年以内)
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営業日 お休み

１２月の商工会議所カレンダー
月

日
11/28

29

火

水

30

木

12/1

土

金

２

３

４

〇よろず支援

５

６

７

８

９

10

○補助金申請
個別相談会

12

13

14

15

16

〇金融・創業経営
革新個別相談

19

20

21

27

28

〇税務個別相談

〇大掃除
仕事納め

17

〇正副会頭会議
第194回常議員会
法律個別相談

22

23

〇年末調整窓口
スタート
（1/21まで）

26

11

○よろず支援

24

○補助金申請
個別相談会

29

18

○よろず支援

30

25

○よろず支援

31

1/1

今年の通常営業は12月28日までです。
29日から１月３日まではお休みいたします。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、変更となる場合がございます。最新の情報は美濃加茂商工会議所までお問合せください。

商工専門相談窓口相談のご案内 ます。３日営業日前までにお電話にてご予約ください。
専門スタッフが無料相談（秘密厳守）にて応じており

相談内容
税務相談
創業・経営計画相談
金融相談
雇用・労務相談
法律相談
よろずビジネス相談

補助金申請に向けた
個別相談会

開催日時
相談員

開催日時
相談員
開催日時
相談員

２７日(月)

１３時〜１５時

水野

輝彦 中小企業診断士

１５日(水)

１０時〜１２時

日本政策金融公庫

開催日時

１６日(木)

開催日時

３日、１０日、１７日、２４日
１３時〜１７時

相談員

相談員
開催日時
相談員

２４日(月)

１月

１３時〜１５時

安田 昌孝 税理士
昌孝 税理士
２６日(月) ３時〜１５時
１９日(水) １０時〜１２時
１５日(水) １０時〜１２時
安田

開催日時
相談員

１２月

１０時〜１２時

川島 和男 弁護士

６日
（月） １３時〜１６時
２３日(木) １３時〜１６時

【ホームページ】

https://www.cci.minokamo.gifu.jp/

輝彦 中小企業診断士

１９日(水)

１０時〜１２時

１１日(火)

１０時〜１２時

日本政策金融公庫

清水清隆

社会保険労務士

７日、１４日、２１日、２８日
１３時〜１７時

よろず支援コーディネーター

馬渕

水野

智幸 中小企業診断士

よろず支援コーディネーター
６日
（木） １３時〜１６時
馬渕

智幸 中小企業診断士

【E-mail】

info@cci.minokamo.gifu.jp
わくわくみのかも令和３年12月1日号 12

