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ホームページ

青年部 facebook

「流しそうめん会場の様子」

第 14 回さくほいいずら
東町商店街を中心に開催された「さくほいい
ずら」。商工会テントではガラガラ抽選会ほか、
わたあめ販売、「流しそうめん」のふるまいも
行われ、会場に集まった人たちは大いに賑わっ
ていた。

今 号 の 内 容

令和元年度通常総会開催
長野県よりのお知らせ
新規会員紹介

雨明けが待ち遠しい日々です︒この商

今年の梅雨は︑例年になく長く︑梅

商工会員にとっても︑大いに関心があ

事業主体をどうするのかなど︑私たち

何を作ったら町の活性化になるのか︑

受けているようです︒何ができるのか︑

商工会本所２階会議室にて佐々

活用されています︒また︑事業承継に

業支援事業計画﹂等の施策も︑有効に

れ︑﹁従業員等資格取得助成事業﹂や
﹁創

木町長︑依田県議をはじめ︑多

関しても注力頂き︑多くの若者を側面

令和元年５月 日︑佐久穂町

回通常

くのご来賓を迎え︑第

昨年度は︑好調な内外の需要

中期マスタープランの着実な推進と共

本商工会は県下商工会一斉の商工会

から支えることができました︒

・人手不足を背景に設備投資が

に︑支援体制の強化を図りつつ︑会員

特に小売業者を取り巻く経営環

し か し な が ら︑ 個 々 の 事 業 者︑

また︑２年目を迎える経営発達支援計

型支援を︑より一層推進して参ります︒

捉え︑特に小規模事業者に対する伴走

画に則り︑小規模事業者の経営の持続

商業施設における集客数は減少してお

速道路に分散したことにより︑沿線の

ます︒一方︑通過する車両が国道と高

滞緩和に大きな成果があらわれており

穂高原ＩＣにより︑国道１４１号の渋

中部横断自動車道の佐久穂ＩＣと八千

出てくると思います︒結論が出せるの

ばかりなので︑これから様々な意見が

か話し合っております︒まだ始まった

つ使い方を︑佐久穂町に提言できない

ており︑商工会員や町の活性化に役立

じめ︑各委員会においても議論を始め

そこで︑商工会では総務委員会をは

化補助金交付要綱﹂も効果的に活用さ

に 加 え︑﹁ 佐 久 穂 町 小 規 模 事 業 者 持 続

要 な 課 題 と 捉 え︑ 産 業 振 興 課 中 心 に

当町では︑町内企業の人材育成を重

ことをお約束し︑上記重点方針の推進

た︒国の﹁小規模事業者持続化補助金﹂ を自覚しつつ各種施策を実施していく

様々な施策を検討・実施して頂きまし

をして参ります︒

益々密にし︑期待される商工会の役割

はじめとする関係諸機関との連携を

町当局並びに長野県商工会連合会を

的発展を支援して参ります︒

り︑他地区から佐久穂町内への流入が

かどうかわかりませんが︑意見を集約
きれば最高です︒今後の議論の行方が

された用地の活用方法が話題となって

り高速道路建設残土が運搬され︑造成

いいたします︒

議論に参加していただきますようお願

見がありましたら︑理事さんを通じて

会員の皆様におかれましては︑ご意

楽しみです︒

おります︒巷では︑道の駅であるとか

現在︑佐久穂町では外部の専門家に

な活用方法は未定とのことです︒

すが︑佐久穂町からの情報では具体的

農産物直売所であるとか噂話はありま

穂高原ＩＣの近隣に︑国土交通省によ

それから︑皆さんご承知の通り八千

増えないと︑既存施設の活性化は難し

も︑その深刻度合いを増しています︒

が見られません︒対策を講じる

境には︑相変わらず回復の兆し

大基調を維持したとのことです︒ 企業の経営課題を商工会自らの課題と

活発化し︑日本経済は︑景気拡

総会が開催されました︒

14

ご あ い さ つ

工会報がお手元に届く頃には︑さくほ
るところだと思います︒佐久穂町商工

井正隆

いいずらも終わり夏本番となっている
会でも︑理事会において議題として上

佐久穂町商工会 会長 由

ことと思います︒本年度も︑皆様の商

げられ︑当会としても今後どうあるべ

工会へのご協力をよろしくお願いいた
します︒

17

し︑商工会の統一案として町に提言で

きか検討しております︒

第14回通常総会 開催

い状況でもあります︒

さて︑昨年４月 日に開通しました
28

より活用方法についてのアドバイスを

令和元年度重点方針

⑴中期マスタープランを踏まえた経
営支援体制の有効活用

⑵地域産業活性化支援

⑶企業支援の強化と人材育成

⑷組織力・財政力の向上

⑸新規創業・経営革新支援事業の推進

⑹デマンド交通タクシー事業の推進

⑺広域連携による機能強化の推進

⑻観光開発・特産品開発事業の推進

⑼ IT 時代に対抗した情報化・機械
化の推進

⑽消費税率制度への対策とキャッ
シュレス決済導入支援
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主要事業年間スケジュール

小規模事業経営支援事業

地域総合振興事業
西支部通常総会
ツールド八ヶ岳
青年部通常総会

4月
労働保険年度更新
税務研修会

5月

（一社）佐久法人会佐久穂町支部通常総会
青色申告会通常総会
商工会通常総会
東支部通常総会
八千穂支部通常総会
女性部通常総会
町内一斉環境美化運動

持続化補助金個別相談会
源泉所得税納付指導

会員親睦ゴルフ、マレットゴルフ大会
電子工業会通常総会
佐久穂町観光協会通常総会
さくほいいずら（子どもみこし）

7月

源泉所得税納付指導
持続化補助金個別相談会
法律相談会

8月

経営講習会（創業塾）
消費税転嫁対策事業者向けセミナー

佐久穂町職場交流スポーツ大会

9月

経営講習会（創業塾）
南佐久グループ支援軽減税率対策セミナー

6月

10 月

八千穂高原紅葉祭

11 月

一日公庫

12 月

源泉所得税納付指導
法律相談会

1月

源泉所得税納付指導

2月

決算書、確定申告書等作成指導

3月

決算書、確定申告書等作成指導
経営指導員による巡回、窓口指導

随時

（金融・税務・経営革新・創業支援・
経営一般・労働・環境対応・その他）

エキスパートバンク事業
記帳機械化事業の推進
各種商工施策の普及推進

商工貯蓄共済制度加入推進

新春賀詞交歓会
先進地視察研修

雇用対策事業
各種広報、パンフレットなどの配布
各種共済制度への加入促進
会員増強

支部報告
東東 支支 部部
皆様におかれましては︑日頃より商
工会事業にご理解︑ご協力頂き︑心よ
り感謝申し上げます︒令和元年︑新し
様と盛り上げていきたいと思います︒

い時代がスタートし︑さらに会員の皆
昨年度の支部活動は︑視察研修︑職
最初にご報告したいことは︑商工貯

八千穂支部
場交流スポーツ大会への参加︑紅葉祭
蓄共済加入推進事業です︒会員減少な
様のご支援により東支部の目標 口を

ど課題もあり︑毎年心配される中︑皆

出店︑松飾注文・配布作業の四事業を
視察研修は︑富山方面へ行き︑昼食

主に行いました︒

達成できました︒毎年のお願い︑本当
また︑職場ソフトボール大会︵ブロ

は海の駅蜃気楼にて海の幸を堪能し︑

ック優勝・ 名︶や︑視察研修︵上越

にありがとうございます︒

昨年のスポーツ大会のソフトボール

埋没林博物館を見学してきました︒
では︑２戦２敗と成績は振るわなかっ

方面・ 名︶では︑お忙しい中時間を
作って参加して頂き︑本当にありがと

たですが︑
いろいろな方と交流ができ︑
楽しい一日になりました︒懇親会では

しい時間を過ごすことができました︒

うございます︒お陰様で︑今年も和や

参加者の方から﹁来年もよろしく﹂と

かに皆様と親睦を図ることができ︑楽

紅葉祭は︑黒澤酒造と山本屋糀店の

言われると︑うれしさのあまりホッと

となりました︒
甘酒を振る舞い︑来て頂いたお客さん

します︒

﹁ 来 年 は １勝 を ﹂ と 士 気 を 高 め︑ 閉 会

方には大変喜ばれました︒生姜で味の

東支部役員８名︑支部のため頑張っ
ていますが︑役員の仲間も事業者です︒

松飾は青年部の協力でどんど焼きのと

きたくお願い申し上げます︒会員あっ

いますが︑より一層バックアップを頂

お手数をお掛けすることもあるかと思

き︑回収して焼いています︒祭事も大

です︒ご意見等ございましたら︑お近

ての商工会です︒どんなことでも結構

以上が主な支部活動です︒今後も会

さい︒

くの役員または商工会までお寄せくだ
︵佐々木 太郎︶

員の皆様のご協力をよろしくお願いい
たします︒

単身の世帯⇒ ６０万円
２人以上の世帯⇒１００万円

支援金の額

長野県の「創業支援金」
の交付決定を受けている
こと
※詳細は長野県労働雇用課
雇 用 対 策 係（ ☎ 026-1357201）にご相談ください

県の運営する「マッチング
サイト
（8 月 公 開 予 定 ）に
掲載の求人（企業）
に応募
長野県内に本店を置く企
業に転職
無期の雇用契約＋ 3 ヶ月
以上の在職

平成 31 年 4 月 1 日以降、
佐久穂町に移住された方
連続して 5 年以上 東京圏、
愛知県又は大阪府に在住
か つ 連 続して 5 年 以 上、
上記地域に就労

59

創業等に関して
就業等に関して
移住等に関して

27

変化をつけた甘酒が大変好評でした︒
月には︑松飾注文と配布を行

今年は第二弾を計画中？です︒
・

対の注文がありました︒また︑

12

事にし続けていきたいと思います︒

い約

11
50

移住支援金制度のご案内
佐久穂町に移住された方、
移住をご検討の方へ

19
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県内の担い手不足対策と移住促進のため、ＵＩＪターンによる就業・創業者を支援（補助
金を支給）する制度です。佐久穂町でも、下記の要件に基づき補助金制度を実施します。

申請にあたっての要件

※申請にあたっては、書類（所定の申請書、就労証明等）の提出や手続きが必要になります。
また、当町の定める返還要件に該当した場合は、支援金の返還をしていただくことがあります。

お問い合わせ先／佐久穂町役場 産業振興課商工観光係 ☎ 88-3956（直通 八千穂庁舎）

の情報︵お知らせ︶に触れて有効活用

的に経営支援等行っています︒商工会

い限りです︒今後とも支部へのご協力

最近は若い会員さんも多く見られ嬉し

皆様には大変感謝しております︒特に

お忙しい中︑ご参加くださる会員の

ためにアピール等頑張りたいと思いま

す︒来年度は︑更に参加人数を増やす

供達が楽しむ顔が今から目に浮かびま

られていると感じています︒当日の子

をすることで︑苦労と共に充実感を得

くの部員が企画の段階から仕事の分担

作ってご協力くださる部員の皆様︑ご

りました︒何かとお忙しい中︑時間を

性部の活動もまた新たなスタートを切

平成から令和へと元号も変わり︑女

作製することができました︒また︑多

をしましょう︒商工会窓口には︑スタ
と活動に対するご意見をお願いします︒

を深め︑楽しい旅行となりました︒

ッフがいつも気持ちよく対応してくだ
身近な支部の活動から元気な佐久穂町

また︑事業以外でも商工会では積極

さいます︒ぜひ商工会にお立ち寄りく

家族の皆様に感謝申し上げます︒

女女 性性 部部

ださい︒
す︒

の手配︑会場のレイアウト︑イベント

けました︒いちから企画を考え︑飲食

青年部と町内の有志で実行委員会を設

また︑秋に開催される紅葉祭で出品

雄大に咲き揃います︒
お楽しみください︒

を潜めていますが︑秋には玉菊の花が

の花が綺麗に咲きました︒今はまだ影

ご存じの通り︑清水町交差点の花壇

の内容について検討を重ねています︒

する手作りワッフルも皆様のご期待に

昨年好評を頂いたサマーガーデンは︑

令和元年のスタートと共に︑青年部

八千穂駅前が︑昨年以上に賑わうこと

青青 年年 部部

を築いて行きましょう︒ ︵東城 隆介︶

今年度も各事業︑お知り合いや従業
員︑家族の皆さんをお誘いの上︑楽し
い活動ができ︑さらに会員の輪が広が
るよう頑張っていきますので︑どうぞ
よろしくお願い致します︒
︵友野 博文︶
長となりました佐藤成暁と申します︒

西支部の一年は春︑諏訪神社のボン

青年部の部長になるチャンスを頂くこ

動をしてきました︒そして︑佐久穂町

いつしか青年部に入部をして仲間と活

きるのだと思います︒部員減少の波が

業主である私達だからこそ行う事がで

動を企画運営できる事です︒これは事

佐久穂町青年部の魅力は︑多くの活

が︑年間の活動内容です︒その中で本

流︑視察研修や講演会への参加協力等

他にもイベントのお手伝いや地域交

女性部は︑この二大看板を主に部員

沿える品を提供できるよう準備中です︒

ボリ飾り付けから始まります︒満開の

とができ︑ワクワクすると共に気が引

年度は︑他町村女性部との交流会をし

なる様に頑張りたいと思います︒

が今の目標で︑佐久穂の夏の風物詩に
年︑

歳で地元に帰省し︑親元で大工の道

桜が咲き誇る諏訪神社の夜をボンボリ

押し寄せていますが︑一人一人が活動

に入りました︒あっという間の

︵雪洞と書くそうです︶の灯りで彩り

き締まる思いです︒２年間どうぞよろ

西西 支支 部部

ます︒地元では花見にＢＢＱにと楽し

しくお願いします︒
したいと考えております︒チャレンジ

今年の青年部は︑チャレンジの年に

す︒

に部長として考えていきたいと思いま

がら︑達成感や充実感を得られるよう

に対しての思いを今まで以上に高めな

で視野も広く︑

齢層も幅広いの

ています︒女性部は︑姑︑嫁︑子と年

たいとの案が挙がり︑部会で話し合っ

全員で取り組んでいます︒

んでいて︑地域のレクリエーションに
夏には毎年好成績を収めています職

の一つとして︑青年部の３つのメイン

貢献できていると自負しています︒
場交流スポーツ大会に参加しました︒

受けながら部を

お互いに刺激を

活動﹁子供みこし・サマーガーデン・
最後に︑皆様には青年部活動にご理
太陽の下流す汗︑終わった後の楽しい
お酒と︑健康的な一日を過ごしました︒ 紅葉祭﹂に３名の委員長を設けました︒ 解を頂き誠にありがとうございます︒

盛り上げてくれ

これにより︑部員一人一人が活動を考

の協賛を皆様の青年部への期待と感じ︑

部をよろしくお

本年度も女性

ています︒
本年度も部員全員で佐久穂町を盛り上

願いいたします︒

心からお礼を申し上げます︒この多く

また︑例年と変わらない協賛を頂き︑

まだ紅葉には少し早い秋の八千穂高

︵佐藤 成暁︶

げられるように頑張りたいと思います︒

ンジできたと感じています︒
子供みこしでは︑委員長を中心に補

︵今井 ひでみ︶

修作業をして︑新しく２基のお神輿を

原
﹁紅葉祭﹂
で豚汁の振る舞いを担当し︑ える事ができ︑継続がメインだった活
大勢のお客様に喜んでいただけました︒ 動がブラッシュアップへとシフトチェ
恒例の研修旅行は 月に︑日光・華
名で行ってきました︒普段

10

は接する機会のない会員さんとも交流

厳の滝へ

16

新潟県政記念館にて

20

20
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長野県のマッチングサイトに
求人を掲載しませんか !!
８月５日
求人掲載
開始！

掲載無料

民間求人サイト
と連携し
広く情報発信

長野県への移住者には最大 100 万円を支給！
長野家では、今年度から、市町村と共同で、東京圏（埼玉県、千葉県、
東京都及び神奈川県）、愛知県又は大阪府から県内に移住し、県が開設・
運営するマッチングサイトに掲載する求人に応募して採用された方に、
移住支援金（最大 100 万円）を支給する制度を開始します。
このマッチングサイトに求人広告を掲載する企業等を募集しています。
求人広告の掲載は無料ですが、予め登録が必要になります。
東京圏や愛知県、大阪府からの採用をお考えの企業等の皆様には、登録
をお勧めします。

とは？
マッチングサイト

移住支援金の支援対象求人を掲載する
ため、県が開設・運営するサイト。
東京圏、愛知県又は大阪府から移住し、
マッチングサイトに掲載する求人に応
募して就業された方には、最大 100
万円の伊従支援金が市町村から支給
されます。

対象法人の要件
マッチングサイトに求人を掲載する企業等は、以
下のすべてを満たす必要があります。
官公庁等ではないこと
資本金又は出資金の額が 10 億円以上の法人で
ないこと
みなし大企業でないこと
本店所在地が長野県内にある法人であること
雇用保険の適用事業主であること
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律に定める風俗営業者でないこと
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関
係を有する法人でないこと
県税の未納がないこと

掲載する求人の要件
⬅詳細については
県のホームページ、又は
「長野県 移住支援金」
で検索

雇用形態は、週 20 時間以上の無期雇用である
こと
勤務地は、東京圏以外の地域であること
長期雇用を前提とする求人であること

問い合わせ先／長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係 TEL026-235-7201

商工会報

（7）

商工会以外の活動・事業所の PR・お得な情報 などなど
掲載記事を募集しています。詳しくは商工会まで。

さ く ほ

佐久穂町では町内での起業・創業者を応援します!!
本セミナーを受講し、佐久穂町商工会の支援のもと創業計画書を策定して、佐久穂町から「特定
創業支援を受けた創業者」として認定を受けた上で佐久穂町内において創業する方、若しくは同
認定を受けた創業後 5 年以内の方には、下記の特典と町独自の補助金があります。

１）登記にかかる登録免許税の軽減（創業者又は創業後 5 年を経過していない個人）
２）創業関連保証の枠が拡充＋対象期間の前倒し
※各種優遇措置等は変更
３）新創業融資制度（日本政策金融公庫）での優遇
になる場合があります
ので、最新の情報はお
４）厚労省の実施する生涯現役起業支援助成金の対象者に該当

㹄㸿㹖㸸㸫
㹄㸿㹖㸸㸫
㹄㸿㹖㸸㸫

㹒㹃㹊
㹒㹃㹊
㹒㹃㹊  
㹄㸿㹖
㹄㸿㹖
㹄㸿㹖  
 

佐久穂町の創業関連補助金制度の概要
名

称

内

容

補助金額等

空き店舗等
賃料補助

空き店舗や空き家を借りて創業する場合に
賃料の一部を補助します。

・創業の日から５年間
・賃料月額の ¹⁄₃ 以内、上限３万円

空き店舗等
改修費用補助

空き店舗や空き家で創業する場合に、改修
費用の一部を補助します。

・対象経費の ¹⁄₂ 以内
・上限 30 万円（１回限り）

初期投資
支援事業

新規で店舗等を建設し創業する場合の設備
等の導入に係る経費の一部を補助します。

・対象経費の ¹⁄₂ 以内、上限 30 万円（１回限り）とし、地方税法（昭和 25 年
法律第 226 号）第 341 条第１項第４号に規定する償却資産を対象とする。

※創業計画書をはじめとする各種書類の提出、商工会への加入と推薦が必要になります。
また本補助金は遡及しての適用・交付は出来ませんのでご了承ください。

佐久穂町民以外の方の受講も歓迎いたします！

裏面も
ご覧下さい

受講生募集

ཧຍ⏦㎸᭩㸦ษࡾྲྀࡽࡎࡇࡢࡲࡲ㹄㸿㹖ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸧
 
※詳しくは商工会までお問い合わせください。
ཧຍ⏦㎸᭩㸦ษࡾྲྀࡽࡎࡇࡢࡲࡲ㹄㸿㹖ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸧
ཧຍ⏦㎸᭩㸦ษࡾྲྀࡽࡎࡇࡢࡲࡲ㹄㸿㹖ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸧
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創業塾

主催／佐久穂町商工会 （本所☎ 86-2275 支所☎ 88-2215)

問い合わせください。

࠙  ദࠚ⮻⏣⏫ၟᕤ ᑠᾏ⏫ၟᕤ ༡┦ᮌᮧၟᕤ ┦ᮌᮧၟᕤ

商工会さんのおかげで

【講師プロフィール】 有限会社テイクスペース代表取締役
大学卒業後、食品メーカーの営業経験を経て、コンビニ経営、移動販売車、レンタ
ルボックスショップの経営など様々な事業にチャレンジ、現在も自ら小売サービス業を
経営している。こうした事業経験を活かし、これまで 1000 社以上の中小企業の支援をおこなってきた。
現在は、全国の商店街を対象とした活性化計画だけでなく個店 （小売・サービス業）の売上向上支援、全国各
地で創業塾に携わり創業やコミュニティ/ ソーシャルビジネスなど社会貢献企業を支援している。
【著書】 フランチャイズ入門 （共著 同友館） フランチャイズマニュアル作成ガイド（共著 同友館） 地域の美味し
いものづくり（共著 同友館） など

起業や独立︑商売に興味があ
る方や経営について知りたい方
を募集します
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氏

佐久穂町
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晋

佐久穂町商工会員にしてもらって︑
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もう忘れるばかりの年月が過ぎました︒
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受講料／無 料
定 員／２０名（先着順）
講 師／中小企業診断士 竹林
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開発を考えている方など、創業に興味をお持ちの方
・事業承継により新たに代表に就任された方
・創業後５年未満の方
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間／18:00 〜 21:00（個別相談会は 10:00 〜 17:00）

場 所／佐久穂町商工会本所（TEL ８６−２２７５）
対象者／・サラリーマン、学生、主婦、団塊の世代、農林漁業者で加工品
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私はずっと個人事業で仕事をしてき



ましたものですから︑営業︑ＰＲ活動

時

ࡇ

ᑠᓥᏕᏊẶ

はできませんでした︒



けれども︑まさに商工会さんのおか

ᆋྸٟ
ᆋྸٟ
ᆋྸٟ



げで︑幾たりの顧客を持つことができ
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ࡓ

いまでもそのお客さんの仕事が絶え

創業塾：令和元年 8/20 ㈫ 27 ㈫
9/3 ㈫ 10 ㈫ 17 ㈫（全 5 回）
個別相談会：9/24 ㈫
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ࡲ

ました︒

★「起業したいけど何から手を付ければいいの？」
えから経
経営者としての心構
★「今までの経験を生かして独立・開業したい」
販売 促進
営計 画の 立て 方、
★「事業承継をしたので経営者としてやるべきことを学びたい」 の考 え方、資 金計 画など創
な知 識に
践的
★「すでに開業しているけどビジネスプランを見つめなおしたい」 業に 役立 つ実
できます。
ついて幅広く学習
★「経営の基本を身につけ、
人脈を広げる場が欲しい」

યী峘உು峒峔峵ৱમઽૐ岶ਏ峒峔峴峨峃岞

ࡌ

ることなく︑今少しの年月は生きがい

夢の実現への第一歩を！
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をもって生きられそうです︒

５日間の集中講座と個別相談会で
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それは楽なこととはいえませんが︑

ちょっとでも老後というものを遅らせ
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られるのではないかと考えているとこ

ろです︒

また︑いまひとつその時期になると

本当にありがたく助かっていること

が︑年に一度の確定申告です︒

昔は︑税務署に出向いたり︑町の申

告相談にでかけたり︒それよりもっと

難儀な税務申告書を作ったりと憂鬱に

なったものでしたが︑もう随分な年︑

そんなこともなく自分の責務のところ

だけで︑あとは職員さんのお助けです

小池 治生

んなりと済ますことができてしまいま

す︒

小池製作所

いましばらくこのままが続きますよ

うに︒

会員コミュニティスペース

ْૹੵভવଯ୲ॢঝشউٓೄઘ૨ৌੁ७ॼش㻌
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八千穂山荘

ながら山荘を経営します︒不慣れなこ

お問い合わせは商工会へ

栁澤 栄助
はじめまして︑八千穂山荘オーナー
の栁澤です︒今年の５月︑令和の幕開
けと共に佐久穂町へ移り住み︑前オー
ナーの跡を継いで山荘を経営すること

対価をいただくことはもちろん︑お

とも多く不安もありますが︑﹁何をして

50万円
25万円

会員紹介

晋

〜よろしく お 願 い し ま す 〜

アドバンス㈱
鷲尾
私は長年勤め人として生活していま

となりました︒

高原スキー場の運営および駒出池キャ
したので︑山荘で接客をしてお客様か

この度２０１９年４月より︑八千穂
ンプ場の指定管理を行うこととなりま
ら直接対価をいただくことは初めての

客様からの﹁料理美味しかったよ﹂
﹁あ

経験です︒

ー客離れという時代の流れもあるなか︑

りがとう﹂という言葉に︑日々ありが

昨今の長く続く暖冬の影響や︑スキ

したアドバンス株式会社です︒

八千穂高原スキー場の雪質の良さやス
たさを感じています︒

また︑夏場のキャンプ場運営を一緒

100万円

1〜20口
1〜12口
1〜20口
1〜20口

13〜20口

6〜39歳
40〜46歳
47〜54歳
55〜65歳

満 期 時：満期時には、10年間の貯蓄積立金元利合計をお
返しします。
中途解約時：中途で解約される場合は、それまでの貯蓄積立
金元利合計をお返しします。

告知書扱

Ⅵ 貯蓄積立金の返戻

タッフの温かさ︑そしてなによりお客

また︑慣れない山荘経営をなんとか

に行うことで︑一年を通しての雇用の

もいい︑何もしなくてもいい﹂をテー

今後とも何かとお世話になるかと存

生命事故
の保障

保険金
診査医又は健
診通知書他扱 （１口当たり）

契約年齢

貯蓄積立金は、銀行の1年定期預金扱いで複利となります。

Ⅸ 加入口数と診査区分（契約内容により告知書扱から変更あり）

Ⅲ 加入期間 10 年間
Ⅳ 加入口数 被保険者 1 人につき 20 口まで（1 口 2,000 円）
Ⅴ 貯蓄積立金および利息

加入口数１口につき100万円以内とし、加入口数
に応じ最高2,000万円までの利用ができます。
（ただし、商工会等での審査があります）

商工会の会員・家族・従業員で5歳7カ月から65歳6カ月まで
の健康な方

Ⅷ 融資

Ⅱ 生命保障の対象となる人（被保険者）

毎年決算状況に応じ、納付保険料の一部が積立てら
れ、満期時等に返戻されます。

商工会の会員・家族・従業員

Ⅶ 加入者配当金の返戻

Ⅰ 加入できる人（加入者＝積立をする人）

様に愛されているスキー場であること
を実感し︑私どもの力を発揮させてい

えに佐久穂町の皆様に温かく︑親切に

スタートすることができたのは︑ひと
接していただいているおかけです︒

ただければと思う所存です︒
弊社グループでは日本全国にわたる

私どもはこれから︑佐久穂町民とし

スキー場運営実績を持っており︑この
八千穂高原においてもいかんなく発揮

確保や︑弊社の一番の得意分野でもあ

マに︑温かで家のようにくつろげる山

じますが︑よろしくお願い申し上げま

三つの特色を組み合わせた商工会員のための共済制度です。

入の契
の保
は、既加
それまで
○更新と
則として
原
く
な
です。
に関係
きる制度
健康状態
を継続で
障
保
で
範囲内
険金額の

容が継続
の保障内
１ 現在
は不要！
！
や診査等
更新可能
２ 告知
の方でも
中
院
入
や
時、
になった
３ 病気
約が満期

資金の
貯蓄
融資の
あっせん

させていただければと思っております︒ て初めて八千穂高原の四季を肌で感じ

る集客力で︑佐久穂町の魅力をより多

荘を作っていきたいと思います︒
ヒーを飲みに︑ちょっと休憩しに︑な

どうぞ皆様も︑世間話をしに︑コー

くの方にＰＲできるよう尽力させてい
スキー場運営のプロとキャンプ場運

ただきます︒

久穂町の皆様と共に精一杯盛り上げて

す︒

どお気軽に遊びに来てください︒

まいります︒どうぞよろしくお願い致

営のプロを配置し︑
商工会員の皆様︑
佐

します︒

！
できます
更新契約
ットは…
リ
メ
の
そ
可能！
この制度は

（8）

さ く ほ
商工会報

令和元年 . 8. 1

商工貯蓄共済 ひとつの掛金で
三つの備え

