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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

pick up会員さん
NO.103
NO.103

●事業内容と設立
2017年12月13日設立
・WEBサイト制作
・システム開発
・WEBコンサルティング
・印刷物製作
●こだわりや特徴
㈱アクリアクトは美濃加茂市
内でWEB制作をしています。

株式会社アクリアクト
「ホームページはあるが上手
く活用出来ていない」「WEBを
駆使した効果的な経営方法を知
りたい」「S N Sとの向き合い
方を知りたい」…etc
まずはどうぞお気軽にお問合
せください。
人と時代に合わせたWEBコン
サルで、今を変え、未来に向き
合います。

株式会社アクリアクト

（ACREACT, inc.）

“成果をあげるH P制作”
このコンセプトをもとに様々
な業種のWEBサイト制作に携
わり十数年。
確かな実績と経営戦略に基づ
いた豊富な知識でＷＥＢに関す
る様々なお困り事をサポート致
します。

https://acreact.jp

●事業内容と設立

表：佐光 孝英

住

所：太田町2689-32

電

話：66-1152

F A X：66-1153
M a i l：info@acreact.jp

成果をあげるHP作成事例▶

NO.104

代

珈琲倶楽部ぽえむ
レトロ感のあふれる店内は、

1977年創業（昭和45年）

ジャズミュージックが心地よく

珈琲専門店（自家焙煎珈琲）

流れ、ひと時のくつろぎと安ら
ぎを満喫していただけます。

●こだわりや特徴
珈琲専門店として、「煎りた
て、挽きたて、入れたて」にこ
だわり、一杯ずつペーパードリ

珈琲倶楽部ぽえむ

ップで心をこめてお客様に提供
しています。

代

表：座馬

宏司

住

所：森山町３－１１－２０

営業時間：８時～１７時
●今後の取り組み

▲こだわりのコーヒーとケーキのセット

定休日：火曜日、水曜日

電 話：２５－０２７７
落ち着いた大人の雰囲気の
ある店として、今後も地元の
方々や珈琲好きの皆さんに生豆からハンドピックして煎りたてを
提供して参りたいと思います。

わくわくみのかも令和４年8月１日号 ２

今年は
開催！！

みのかも市民まつり

～ 出 店 （展）者 及 び イ ベ ン ト 出 演 者 ・ 展 示 者 募 集 ～
みのかも市民まつりを３年ぶりに開催します。
まつりへの出店（展）者と文化や芸術などのイベント出演者・展示者を募集します！

○とき

○ところ

１１月１２日（土）
９時～１６時
１１月１３日（日）
９時～１５時
ぎふ清流里山公園

▲過去の市民まつりの様子

○問合せ・申込みは…
８月３１日（水）までに以下の団体まで
【商工業者】
美濃加茂商工会議所 ℡（24）0123
【農 業 者】
ＪＡめぐみの ℡（28）1211
【それ以外の出店者】
市商工観光課 ℡（25）2111
【イベント出演・展示】
ぎふ清流里山公園 ℡（23）0066

○出店（展）条件
・商工業者は市内に拠点を有した美濃加茂商工会議所
の会員で、日常的に事業を営んでいること
・農業者は市内に拠点を有したＪＡめぐみのの会員で、
日常的に事業を営んでいること
・上記以外は、市内で１年以上の活動実績を持ち、か
つ共催団体を通じて申請されること
・公的機関及び公的機関が認めた団体、福祉関係団体、
社会奉仕団体
・出店（展）要項及び誓約書の事項を遵守できること
○イベント出演者・展示者条件
・市内に拠点を有し、日常的に活動している
・募集要項および誓約書の事項を遵守できる
・営利を目的としない
・個人の宣伝活動を行わない
・公共性が認められる
※詳細は市・会議所ホームページ等をご覧ください
※申し込み多数の場合は抽選となります
※募集要項と誓約書は、それぞれの申込先か、市・会議
所ホームページ等からダウンロードしてください
※新型コロナウイルス感染症対策につき、例年よりテン
トの大きさや申請数・アルコール類の禁止等の制限が
設けられます。ご理解、ご協力をお願いします。

各部会総会の開催報告

＝第十二期役員を選任＝

七月上旬に各部会総会が開催さ
れ、六部会（商業・工業・建設・

サービス・観光飲食・運輸通信）

においてすべての議案が原案通り

承認可決され、各部会より選出の

第十二期二号議員並びに正副部会

長が選任されました。

二号議員については九月に開催

される常議員会に報告され、十一

月一日より新役員による事業がス

タートします。今後は感染症対策

わくわくみのかも令和４年８月１日号

を徹底しながら、例年同様に活動

３

していけるよう取り組んでいきま

す。

▲観光飲食部会総会の様子

～簿記３級合格を目指して～

簿記講習会がはじまりました

七月六日より、商工会館にて講
師に加茂農林高等学校の太田公雄

令和四年度「岐阜県アフタ

ーコロナ・チャレンジ事業者

氏を迎え、簿記講習会を開始し、

→

応援補助金」の採択結果が発

右表のとおり

十五名の参加がありました。

●募集役柄

表されました。採択事業所及

中山道太田宿界隈

当講習会は全二十回、四十時間

●ところ

び実施事業内容は以下のとお

10月16日㊐

の日程で行われ、簿記についての

き

知識を深めながら十一月中旬に実

施される簿記検定試験三級への合

姫道中の参加者を募集します

10月16日㊐に開催する「おん祭MINOKAMO2022秋の陣
心とした姫道中の参加者を募集します。

●と

りです。 ※
順不同
①コクウ珈琲

中小規模の珈琲店のＯＥＭ

格に向けて勉強に取り組みます。

受講者は学校や仕事後の参加と

商品受注を目指した生産体

制の構築事業

験合格へ向けて熱心に取り組んで

おん祭MINOKAMO2022秋の陣

なり大変ではありますが、検定試

新規顧客獲得に向けた新パ

いました。

▲簿記の基礎を学ぶ、初回講習会の様子

②ＶＩＮＣＥＮＴ

ンフレットの作成・配布と

広報活動

現在「みのかもチャレ

ンジ事業者応援助成金」

の申請を受け付けていま

す。市内事業者が経営計画を

作成し、その計画に沿って事

業転換や業態転換、新分野・

新事業への展開などに意欲的

に取り組む際に要する経費を

補助するものです。詳細は美

濃加茂商工会議所までお問合

せください。

（締切：八月二十六日）

予算上限に達した場合、受付終了
※

お知らせ

補助金の採択結果について

令和４年度岐阜県アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金 ＝２件が採択＝

太田宿中山道まつり」の和宮を中

役柄

人数

性別

対象

審査

皇女和宮を含むお姫様

3人

女性のみ

15歳から30歳までの
未婚者

あり

裃 侍（かみしもさむらい）

8人

野袴侍（のばかまさむらい）

6人

白丁（はくちょう）

4人

大人奴（おとなやっこ）

20人

子ども奴（こどもやっこ）

6人

男女問わず
女性のみ
男女問わず

15歳以上

なし

小学3年～6年生

※「皇女和宮を含むお姫様」は、市内または加茂郡在住、在勤、在学の人、
または出身者など、この地域に関係のある方が対象です

●申

込

8月31日㊌までに直接または、右のＱＲコードから必要事項

→
→

申込専用フォーム

を入力して美濃加茂市商工観光課までお申込みください。
※審査のある役柄に応募する人は、9月11日㊐10時から生涯学習センターで行う審査会に出席してください

●問合せ

美濃加茂市商工観光課

観光振興係

☎0574-24-0123（内線253）

わくわくみのかも令和４年8月１日号

４

六月例会

～沢野都氏との座談会～

六月二十一日、商工会館

にて岐阜新聞美濃加茂総局

長 沢野都氏 を講師にお迎

えし「働く女性の本音を語

ろう座談会」と題した六月

例会を実施しました。

始めに沢野氏自身の経歴や趣味、

美濃加茂総局に赴任してから感じた

美濃加茂市の特色について等を記事

を交えて語っていただきました。

六月例会～講師例会～

六月二十三日、商工会
館にて講師例会を開催し

第一部では、青年部Ｏ

ました。

り
よ
だ
部
年
青

Ｂで税理士の西田憲幸氏
より、決算書の見方につ

いて、税理士がどの点を注視してい
るか、どのような内容が会社として

好ましいか話されました。
第二部では「金融機関が見る決算

書」と題して、東濃信用金庫古井支
店・宮田支店長にお話ししていただ

事務局日誌

その後は、座談会形式で個々の意

５

見や思いを沢野氏と共有しながら討

12日
13日
15日

き、融資などの相談を受けた際に金
融機関が決算書で注視する点などを

7日
11日

論する事ができました。

22日
23日
24日
7月
6日

参加した十四人全員の女性会員の

21日

教えていただきました。
参加部員は熱心に話を聞き、例会

６月
16日
17日

終了後にも個別で話をするなど、実
のある例会になりました。

▲講師例会の様子

声を聞くことも出来、とても有意義

な座談会となりました。
▲女性会メンバーからの問いかけに答える沢野氏

り
よ
だ
会
性
女

６月１６日〜７月１５日

美濃加茂市企業誘致推進委員会
美濃加茂市との懇談会
(公財)日本電信電話ユーザ協会美濃加茂地区協会総会
美濃加茂労務対策協議会総会
中濃税務連絡協議会定期総会
第17回特定非営利活動法人宿木通常総会
(社福)美濃加茂市社会福祉協議会評議員会
正副会頭会議・第60回通常議員総会

美濃加茂市役所
シティホテル美濃加茂
〃
生涯学習センター
みの観光ホテル
中山道会館
総合福祉会館
シティホテル美濃加茂

専務
正副会頭、専務
正副会頭、専務
会頭
会頭、専務
事務局長
専務
正副会頭、専務

岐阜県商工会議所連合会正副会頭会議
建設部会総会
商業部会・観光飲食部会総会
みのかも市民まつり第1回実行委員会
おん祭MINOKAMO2022実行委員会
サービス部会総会
リニア中央新幹線を活かした地域活性化協議会幹事会
工業部会・運輸通信部会総会

岐阜グランドホテル
料理旅館福美
シティホテル美濃加茂
商工会館
〃
昇月
瑞浪商工会議所
シティホテル美濃加茂

正副会頭、専務
佐合副会頭
則竹副会頭
会頭、専務
会頭、専務
森副会頭
専務
板津副会頭

わくわくみのかも令和４年８月１日号

「ありふれた食材の
新たな可能性に注目」
先日、滋賀県の近江八幡市を訪ねてきました。琵琶湖南岸

の「豆腐バー」があります。豆腐はもともと低カロリーで高

に位置し、「三方よし」で知られる近江商人のふるさとであ

タンパクの食品です。この特徴を打ち出して、食べ応えを出

り、織田信長が築いた安土城もあります。

すためにあえて硬くし、フィットネスクラブやジムなどで食

食べ物としては「近江牛」や「近江ちゃんぽん」が有名で

器や調味料がなくても食べられるように、形状や味付けを工

すが、最近徐々に知られるようになった地元のソウルフード

夫しました。豆腐バーは発売から1年でコンビニを中心に

に「赤こんにゃく」があります。

1000万本を売るヒット商品となりました。

その名の通り、赤いこんにゃくで、こんにゃくを三二酸化

かまぼこなどの練り物も低カロリー・高タンパクです。神

鉄（俗称：べんがら）という食品添加物で赤く染めたこんに

奈川県小田原市の老舗「鈴廣」は、サッカー日本代表の長友

ゃくです。その由来は「派手好きの信長が好んだから」など

佑都選手とコラボレーションして、健康志向が強く、体を鍛

諸説あります。地元のスーパーでは普通に売られているもの

える人向けに新たな商品コンセプトを提案し始めています。

ですが、外からの目にはとても珍しく映りました。聞けば、

日本の伝統的な食習慣には、発酵食品や魚由来のオメガ３

これをごま油と塩だれを合わせて、まるでレバ刺しのように

脂肪酸など最近の健康食のトレンドを先取りしているような

食べる商品も販売されているそうです。

ものがたくさんあります。すでに定着している食材や食品を

厚生労働省の調査によると、国内の20～40代の女性の多く

別のターゲットや消費シーンに向けて応用できる可能性はい

が鉄分不足の状態です。日常の食事の中で十分に鉄分を摂取

ろいろあると思います。その際には、現時点からの発想では

するのはなかなか難しいようです。赤こんにゃくは日常的に

なく、「上流のものづくり」と「下流の売り方・伝え方」を

食べられる食材の中では鉄分の含有量は目立って多いです。

逆算してブラッシュアップしていくと、新しい時代に合った

カロリーが少なく食物繊維も多いため、健康機能性の面から

伝統食品の新しいヒットが生まれる可能性は高いでしょう。

もっと注目されてよい食品なのに、まだそうなっていないの
にはさまざまな理由があると考えられます。一つはサイズや

渡辺和博／わたなべ・かずひろ

パッケージ形状などが、健康志向で鉄分補給を求めている女

日経BP総研マーケティング戦略研究所 上席研究員

性の生活シーンとニーズに合致した商品としてつくり込まれ
ていないこと。次に、健康機能重視のニーズがあるユーザー
に、商品の情報が十分に届く方策が整備されていないこと。
調理法の情報提供や、機能性の検証といったことも必要でし
ょう。
日常的に消費される食品の健康機能性に注目して、ターゲ
ットや消費シーンを変えてヒットした事例に、「アサヒコ」

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

７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 １．２２％
(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)

わくわくみのかも令和４年８月１日号

８

８月の商工会議所カレンダー
月

日
31

8/1

営業日 お休み

火

水

２

木

３

４

○簿記講習会

７

14

21

28

８

15

22

29

９

土

金
５

６

〇よろず支援

〇おん祭
～夏の陣～

13

10

11

12

○簿記講習会
○税務個別相談

山の日

〇よろず支援
〇各種専門家
個別相談（経営）

16

17

18

〇各種専門家
個別相談（経営）

○簿記講習会
○金融個別相談
〇各種専門家
個別相談（税務）

○法律個別相談
〇各種専門家
個別相談（経営）

20

19
○よろず支援

23

24

25

〇各種専門家
個別相談（労務）
○創業・経営革新
個別相談

○簿記講習会

○ＩｏＴ導入
実践塾入門編
〇各種専門家
個別相談（経営）

○よろず支援

26

30

31

9/1

２

○事業継続力
強化計画策定
セミナー第１部

○簿記講習会

27

３

〇よろず支援

※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

開催日時
相談員

開催日時
相談員
開催日時
相談員

開催日時
相談員

８月

１０日(水)
勝野

１０時〜１２時

森

竜也 中小企業診断士

１７日(水) １０時〜１２時
日本政策金融公庫

１８日(木)

開催日時

５日、１２日、１９日、２６日
１３時〜１７時

相談員

１０時〜１２時

高司 税理士
勝野 高司 税理士
２６日(月) ３時〜１５時
２３日(火) １０時〜１２時
１６日(金) １０時〜１２時

開催日時
相談員

１４日(水)

９月

１０時〜１２時

川島 和男 弁護士

よろず支援コーディネーター

【ホームページ】

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

森

竜也 中小企業診断士

２１日(水)

１０時〜１２時

１３日(火)

１０時〜１２時

日本政策金融公庫

中嶋

妙子

社会保険労務士

２日、９日、１６日、３０日
１３時〜１７時

よろず支援コーディネーター

【E-mail】

info@cci.minokamo.gifu.jp
わくわくみのかも令和４年８月1日号

１０

