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わくわくみのかも令和４年10月１日号 ２

おん祭MINOKAMO
2022～秋の陣～を開催します
市内中山道太田宿にて３年ぶりに「おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ２０２２～秋の陣～中山道太田宿まつり」が
開催されます。開催に先立ち、９月１１日に開催された審査会にて「姫道中」に参加する姫役５名が決定し

「姫道中」の姫役五名が決定

ました！十四代将軍徳川家茂に嫁いだ主役の皇女和宮には、市内在住の山田碧海さんが選ばれました。

▲姫役に選ばれた、（前列左から）五十姫役・大塚友貴さん、皇女和宮役・山田碧海さん、比ノ宮役・泉愛梨さん
（後列左から）楽宮役・西田季七子さん、真ノ宮役・斉藤雅亜沙さん

おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ
～夏の陣～

復幸ライト義援金を
ウクライナへ

八月六日に開催された「おん祭Ｍ

ＩＮＯＫＡＭＯ～夏の陣～」にて、

ウクライナへの支援活動として当所

青年部が「復幸ライト義援金」を企

画し、実施しました。

集まった義援金十七万七百七十八

円につきましては、九月十四日に岐

阜県庁へ伺い「ウクライナ避難民支

援金」として寄付をさせていただき

ました。

わくわくみのかも令和４年10月１日号

義援金へのご協力をいただきまし

３

た皆様、ありがとうございました。

▲岐阜県庁を訪れました

小規模事業者持続化補助金事業＜一般型＞第８回締切分

会費（後期分）納入のお願い
１０月２８日㊎は、商工会議所の後期分の口
座振替日ですので指定口座の残高確認をお願い
致します。
指定口座の変更または新たに口座振替をご希
望の方は、１０月１４日㊎までに商工会議所窓

リアル展示会：11月16日㊌➡11月18日㊎
オンライン展示会：11月 1日㊋➡11月30日㊌

当所からは６事業所が出展します
ＶＩＮＣＥＮＴ

口にてお手続きをお願い致します。

ＩｍａｇｅＣｒａｆｔ株式会社

なお口座振替を利用していない方

セブン工業株式会社

の納入期限につきましては
１０月３１日㊊が期限です。
振込または窓口までご持
参くださいますようお願い致します。

アイテック株式会社
日本ポリ鉢販売株式会社
ワン・イレブン株式会社

「中小企業１１９専門家派遣事業のご案内」
中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための経営相談と専門家派遣事業です。
事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、支援機関が専門家を派遣して課題解決
をサポートします。
経営課題の解決で悩んだときは、まず支援機関に相談してください。
支援機関は、皆様のお悩みに対する回答をするだけでなく、解決の難しい課題も中小企業
１１９に登録されている専門家に支援を依頼することができます。中小企業の経営に関わ
る各分野の専門家が、課題解決に向けたお手伝いをします。
詳細は 中小企業１１９ホームページをご確認ください。 https://chusho119.go.jp/

補助金の 採 択 結 果 に つ い て

令和元年度補正予算・令和

三年度補正予算小規模事業者

持続化補助金第八回（ 一般型）

受付締切分の採択結果が発表

されました。採択事業所及び

実施事業内容は以下のとおり

です。

ＶＩＮＣＥＮＴ

・メンテナンス事業へ本格的

参入のための冊子作成・配

布と環境整備

採択された事業者は経営計

画に基づき事業を実施し、補

助金の交付を受けることとな

ります。

小規模事業者持続化補助金

は、事業者が取り組む販路開

拓等に係る経費の一部を補助

するものです。今後も引き続

き公募を予定しております。

第十回受付締切：十二月上旬

第十一回受付締切：二月下旬

詳細は美濃加茂商工会議所

にお尋ねいただくか、小規模

事業者持続化補助金のホーム

ぺージにてご確認ください。

１０月２８日（金)は会費の口座振替日です

ＩоＴ導入実践塾

カデミー非常勤講師の市野昌宏氏

くみアカデミーにて国際たくみア

八月二十五日、岐阜県立国際た

主任の芝川真貴氏を講師に迎え、

海上日動火災保険㈱美濃加茂支社

日（第二部）、商工会館にて東京

八月三十日（第一部）と九月六

事業継続力強化計画
策定セミナーを開催

を講師に迎え「ＩｏＴ導入実践塾
事業継続力強化計画策定セミナー

企業は早急に計画策定をしなけれ

第二部では講師と参加者のマン

開発者を目指してほしい」と述べ

法を学び、職場で使えるシステム

した。講師からは「プログラム方

者同士で無線を使い対戦を行いま

ーム」をプログラミングし、参加

に応用課題として「じゃんけんゲ

戦しました。基本操作を行った後

聞き、実際にプログラミングに挑

作成しました。

企業ごとに想定して

ら災害による影響を

備等、様々な視点か

対応、平時からの準

水災・感染症の初動

関する観点、地震・

観点、建物・設備に

から、人員に関する
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＝入門編・実践編＝を開催

＝入門編＝」を開催し、九月七日

イフライン等被害は計り知れない

ばならないと話され、実際に災害
を想定したシミュレーションを行

為の方針・体制・手順を示した計

ツーマンにて、災害時の対応を事

いました。

画が事業継続計画（ＢＣＰ）であ

業所ごとの事情に合わせて計画書

られました。

事業活動の概要、災害の被害想定

事業継続強化に取り組む目的、

に落とし込みました。

り、昨今の自然災害が多い中で、

可能な限り短い期間で復旧させる

災害等で事業活動が中断しても

と説明されました。

べられ、建物被害や人的被害、ラ

等のリスクや被害想定について述

第一部では岐阜県における地震

及び個別相談会を開催しました。

まりました。

講師から「ＩｏＴとは、インタ
ーネットとは無縁だった家電・自
動車・家具などのモノが通信機能
をもつことにより、情報収集が可
能となる仕組みである」と述べら
れ、実際に企業がＩｏＴを導入し
た事例の説明を受けました。
次に、マイクロビットの概要を

岐阜県警察官友の会中濃支部定期総会
岐阜県下商工会議所専務理事会議
みのかもハーフマラソン大会実行委員会
市との懇談会・正副会頭会議

関商工会議所
オンライン
プラザちゅうたい
商工会館

会頭、佐合副会頭、専務
事務局長
会頭、専務
正副会頭、専務

日本商工会議所創立100周年記念第135回通常会員総会

帝国ホテル

会頭、専務

９月
15日

８月１６日〜９月１５日

事務局日誌

８月
25日
25日
29日

から全四回シリーズの実践編が始

▲IoTの概要について解説する市野氏

▲災害対策の必要性について説明する芝川氏

０円で欲しい人材を引き寄せる！

九月五日から商工会館にて、㈱岐阜県商品開発研究所代表取締役・林弘之

商品開発・
販路開拓とプレスリリースの実践講座を開講

九月七日、商工会館にてウエル

氏を講師に迎え、自社商品を通じて新たな販路開拓の進め方を学ぶ「商品開

求人票の作り方セミナー

ズ社会保険労務士事務所代表の五

発・販路開拓とプレスリリースの実践講座」全四回シリーズが始まりました。

扱商品やサービス、参加した動機
について発表を行いました。

▲プレスリリースの基本から解説する林氏

十川将史を講師に迎え、求人票の

講師より「企
画開発は、実際
に商品にできる
か市場商流など
を検討しながら
販売、展開を想
定した開発を行う必要があり、販
売した商品は、売れた・売れなか
ったに関わらず検証することが大
切である。売れない商品も視点を
変えると売れるようになる」と述
べられ、講師が携わった洋菓子店
の実例を交えながら詳しく説明さ
れました。
その後、参加者全員の企業の取

クショップを企画して商品化を考

の事業の話など交流が行われ、有意

県外の青年部部員と名刺交換や単会

大会後には、懇親会も設えられ、

会場が大変賑わっていました。

ましたが、登録者は二千人を超え各

加者が市内各所に分かれる形となり

テライト会場の設営をするなど、参

の密集を防ぐため、メイン会場とサ

今回は、現地参加の場合も参加者

十四名の部員が参加しました。

濃加茂からはオンライン参加も含め

鈴鹿大会が開催され、美

場に、東海ブロック大会

イホール鈴鹿をメイン会

市内にあるイスのサンケ

九月三日、三重県鈴鹿

九月例会
～東海ブロック大会
鈴鹿大会～

り
よ
だ
部
年
青

義な時間となりました。

▲現地にて参加した青年部メンバー

作り方セミナーを開催しました。

ハローワークの職員から求職者
を紹介してもらうコツや、求人票

受けながら自社の求人票を見てみ

えていきたい」との声がありまし

参加者からは「具体的な事例を

た。また、求人票主要七項目の解

ると、修正が必要な部分がたくさ

た。

の作り方をお弁当作りになぞらえ

説と効果的な記載例を紹介され、

んあり、改善点がよくわかった」

十一月九日に、受講者から選定

聞けてよかった」「これからワー

講義の最後には、ハローワーク求

などの声があり、今回学んだ内容

された企業がプレス発表会に臨み

てわかりやすく説明いただきまし

人システムの便利機能について解

を今後も社内にて活用していただ

ます。

説されました。

けるセミナーとなりました。

受講者の方からは「セミナーを

わくわくみのかも令和４年10月１日号
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▲事例を交えて求人票について説明する五十川氏

「一つのジャンルを
コンプリートするという“尖り方」
「オタクの基本はリストを埋めること」という言葉があり

たり定期的に仕入れたりすることで原価を下げたいと考える

ます。ある分野でマニアになるような人は、自分の好きなも

でしょう。売れるかどうか分からない在庫を少量ずつ多品目

のや、手に入りやすいものだけで満足できず、その分野の全

で持つのは基本的にプロなら避けたい方向です。

てをコンプリート（完全制覇）しないではいられない、とい

先ほど紹介した一つの銘柄は４合瓶単位で仕入れて売るの

う意味です。若者に限らず、所得が伸びない時代の消費スタ

も、こうしたリスクを減らす工夫ですが、ほかにも提供する

イルとして特にこだわりのないところは節約し、好きな分野

単位を小さくして、できるだけ多くの銘柄を満遍なく試して

にはお金を使う、一人の中で二極分化の傾向が出ています。

もらい、在庫の偏りを減らすようにしています。日本酒にこ

東京・築地にクニザケ屋（ＫＵＮＩＺＡＫＥ－ＹＡ）という

だわる居酒屋でよくあるのは、1合(１８０ｍｌ)単位や、そ

小さな立ち飲みショットバーがあります。この店は47都道府

の半分の5勺(90ｍｌ)が入るグラスで提供する方法です。何

県の地酒が必ずそろっているというコンセプトが売りです。

人かでシェアする場合は、２合単位で出す場合もあります。

お客さんは「今日は〇〇県と〇〇県」といった具合に注文し

クニザケ屋では、立ち飲みの一人客が多いため、提供は５

ます。ただし各地全ての有名銘柄を網羅しているわけではな

勺のグラス単位ですが、さらに小さい60ｍｌのグラスでも提

く、１県に一つの銘柄は有名・無名を問わずマスターの考え

供しています。自分が知らない地域の知らない銘柄を少しず

でそろえていて、それが随時入れ替わる仕組みです。おつま

つ試してみたいという客も多く、この方が量より種類という

みも全国各地から日本酒に合うものが10種類ほど提供されま

ニーズに合っています。

す。

こうして47都道府県を完全制覇するというコンセプトの店

小さな個人経営の店なのでたくさんの在庫を持てません。

が実現しました。立ち飲みの気軽さと、いろいろな地域の日

それぞれ４合瓶（７２０ｍｌ）単位で冷蔵庫に入れて管理し

本酒を経験できるということで、特に日本酒に興味を持ち始

て提供し、一つの銘柄がなくなれば、また次の銘柄の瓶に入

めた女性客に人気の店になっています。

れ替えるといった具合です。この店は、もともと旅行マニア
だったマスターが各地を旅するうちに出合ったお酒を紹介し
たいということから、脱サラして始めました。今でも、月に
１度は定期的に全国各地を旅して酒蔵を訪問したり、地方の
酒屋さんを巡ったりすることで、東京ではなかなかお目にか
かれない銘柄の地酒を仕入れて提供しています。
「47都道府県のお酒を必ず置く店」というのは、ある意味
自身がマニアであり、飲食業の素人の発想だから実現できた
コンセプトともいえそうです。まず、飲食店の経営を普通に
考えれば、安定して売れて利益率の高い商品だけを、まとめ

渡辺和博／わたなべ・かずひろ
日経BP総研マーケティング戦略研究所 上席研究員
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

９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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10月の商工会議所カレンダー
月

日
２

３

〇当所青年部創立
30周年記念式典
講演会・懇親会

９

10
スポーツの日

16

17

23

24

〇第226回珠算検定

〇事業承継M＆A
セミナー

30

火

水

木

金
７

８

○従業員健康診断
１日目

○従業員健康診断
２日目
○簿記講習会

○ECサイトの始め
方セミナー

〇よろず支援

〇みのかも
創業塾④

14

15 〇みのかも

４

５

11 〇各種専門家

31

６

12

13

土

個別相談（経営） ○ライフスタイル講座
〇ライフスタイル講座 ～百寿者に学ぶ
～ナチュラルローズ
健康づくり～
せっけんを作ろう♪～ ○簿記講習会

〇各種専門家
山の日
個別相談（経営）

18

20 〇DXセミナー 21
〇ライフスタイル講座 ○よろず支援
～腸内環境と日本人の
カラダについて～
〇各種専門家個別相談（経営）

19

〇ライフスタイル講座
～秋の練りきり作り体験～
〇各種専門家
個別相談（労務）

〇おん祭MINOKAMO
～秋の陣中山道
まつり～

営業日 お休み

25

11/1

○プレスリリース
セミナー
〇各種専門家
個別相談（税務）

26

27

○簿記講習会

〇各種専門家
個別相談（経営）

２

第11期役員議員
任期満了

３

○簿記講習会

文化の日

〇よろず支援
○ライフスタイル講座
～ヘッドマッサージ～

創業塾⑤
○ライフスタイル講座
～「聴く」コミュニケー
ション講座～

22

28 ○よろず支援 29
○正副会頭会議
〇みのかも
第14回臨時議員総会
創業塾⑥
○ライフスタイル講座
～若見えメイクテクニックをマスターしよう～
４

５

〇よろず支援

〇ライフスタイル講座
～手書きのメッセージ
カード作成～Xmasリース
を作りましょう～

※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

１０月

１２日(水)
勝野

１０時〜１２時

森

竜也 中小企業診断士

１９日(水) １０時〜１３時
日本政策金融公庫

２０日(木)

開催日時

７日、１４日、２１日、２８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
２１日(金) １０時〜１２時
１８日(金) １０時〜１２時

開催日時
相談員

９日(水)

１１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

１６日(水)

１０時〜１２時

８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

４日、１１日、１８日、２５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10月1日号

１2

