
焼津商工会議所ってどんなところ？
焼津商工会議所は、昭和26年9月に設立さ
れました。商工会議所の生みの親である
渋沢栄一の「企業と社会を結ぶ」という精神
を原点に、地域事業所のサポーターとして
市内商工業の振興発展に努めると共に、地
域の商工業者の代表として行政をはじめ関
係諸団体への働きかけを行っています。
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※可能な方は、安全確保行動の後に、避難、安否確認、情報収集などの訓練もお願いします。

焼津市シェイクアウト訓練
1分間の市内一斉行動訓練

～自分の命は自分で守る　地震発生時の安全確保行動～
予 告

9月27日（木）午前10時～ 
それぞれの職場、学校、自宅など

３つの安全確保行動（１分間）
の実施

　シェイクアウト訓練とは、地震発生時に、机の下
に入るなど、自分の身を守るために安全確保行動「ま
ず低く、頭を守り、動かない」を身につける訓練です。
　従来の防災訓練と異なり、一つの会場に集まり、
実施するものではなく、それぞれの職場、学校、自
宅などで行うものです。
　７月１日から９月26日まで市ホームページ、
FAX等で登録を受け付けます。登録方法等は広報
やいづでお知らせします。
　訓練に関するお問い合わせは、焼津市地域防災課
（☎054-623-2554）までお願いします。

昨年の訓練の様子（㈱赤阪鐵工所）

日　時

場　所

内　容

小さな企業でもできる「売上を上げる」仕組みづくり
第1弾　平成30年6月22日（金）
　　　　『「心の時代」にモノを売る方法』
　　　　講師：小 阪  裕 司 氏（オラクルひと・しくみ研究所　代表／博士（情報学））

第2弾　平成30年7月19日（木）
　　　『立地に関係なく「この店で買いたい」と来店してもらえる

　　　　4つのアピールポイントの見つけ方』
　　　　講師：山 田  文 美 氏（㈱ごえん　代表取締役）

■会　場／BiViキャン（BiVi藤枝1F）
■時　間／いずれも14:00～16:00
■定　員／いずれも100名（定員超過した場合は抽選）
■参加費／2講座の金額になります（1講座でも同額です）
　　　　　主催団体会員　2,000円（お一人）
　　　　　非会員　　　 10,000円（お一人）
■申 込 締 切／6月11日（月）
■お問い合わせ先／焼津商工会議所　TEL 628-6251
【志太経営塾】
主催：藤枝商工会議所・島田商工会議所・焼津商工会議所
　　　岡部町商工会・島田市商工会・大井川商工会

平成30年度 小規模企業経営力向上事業費補助金
「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指して行う工夫・改善による
新たな取組に要する経費を助成します。

経営セミナー開催

簿記特集

選べる学習スタイ
ル！

事業主様へ

取引先の！就職希望先の！企業を見る目が劇的に変わる！
第150回 日商簿記 11月18日（日） インターネット　9月 3日（月）～10月20日（土）

当 所 窓 口　9月10日（月）～10月19日（金）
受付
期間（1級～3級）

会員サービス課

学習倶楽部　主要コンテンツ

1．簿記の基本から学べる解説動画、学習用
スマホアプリの紹介

2．最近出題されていないタイプの演習問題
3．学生のための四季報の読み方

～簿記3級　独学者応援！～　
～プロの講師がお手伝い！～

資格の大原 焼津商工会議所×

登録
無料

今スグに確かめてください！あなたの会社が当所会員事業所であれば、
名古屋大原学園　静岡校との共催講座を是非ご利用ください。（従業
員やご家族も対象）

1．対象講座の受講料10％OFF
2．入学金免除

対象講座にかかるお問い合わせ 「資格の大原」静岡校　054-264-0050

メンバーズ特典

日商簿記 担当

会員
限定

小規模事業者経営改善資金を
ご利用ください

マル経の通称で小規模事業者の皆様に

ご利用されている国の経営改善資金は、

商工会議所が推薦審査を行い

最大2,000万円まで無担保・無保証人・

固定金利で借りられる融資制度です。

さらに商工会議所と焼津市から金利の

一部を利子補給してもらえる、

小規模事業者の「相棒」です。

担当：中小企業相談所

　　　☎６２８－６２５１

補　助
対象者

補　助
対象事業

補助の
内　容

申　請
手　続

小規模企業（ただし、過去に経営革新計画の承認を受けた企業、及び当該小規
模企業経営力向上事業費補助金を受けた企業は除きます。）

以下の要件のすべてを満たすもの
１．自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの 
２．新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの
３．経営革新計画の承認取得を目指す３年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの

・補 助 率　2/3 以内
・限 度 額　50万円
・対象経費　開発費、機械装置等費（ITソフトウェア含む）、広報費、委託費ほか

・申請期間／平成30年５月１日～平成30年６月30日（6月30日消印有効）
・申 請 先／焼津商工会議所　中小企業相談所
　※当所で受付可能な対象企業は、旧焼津市内に本社所在地がある方に限られます。　　　

当所HP　http://yaizucci.or.jpにある補助事業の手引き、要綱、申請書類を
ご使用ください。わからないことは、お問い合わせください。

担当：中小企業相談所

申　込
受付中
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アクサ生命保険株式会社
静岡支社  藤枝営業所
〒426-0025  藤枝市藤枝4-7-16 3F
TEL 054-644-7835

当商工会議所では国の認定を受けて特定認証業務を行っている民間電子認証局の「㈱帝
国データバンク」と、「セコムトラストシステムズ㈱」の取次業務を行っています。当商工会
議所会員であれば、次のような割引制度があります。是非ご利用ください。

国税電子申告・電子納税（ｅ-Tax）、地方税ポータルシステムなどにツカエル！

①TDB電子認証サービスTypeＡ（ICカードタイプ）

会員サービス課 TEL 628-6251

通常価格より2,000円割引帝国データバンク

①セコムパスポート　for G-ID[一般向け証明書]（ダウンロードタイプ）
②セコムパスポート　for G-ID[行政書士電子証明書]（ダウンロードタイプ）

通常価格より２年版－2,000円割引、３年版－3,000円割引

セコムトラストシステムズ

担　当

電子証明制度の割引サービスをご存知ですか⁉

帝国データバンク セコムトラストシステムズ

【各社詳細はこちらから】

初級複式簿記講習会（実務簿記）開催
■日　　時／平成30年6月4日（月）・6日（水）2日間　両日とも13：30～16：30
■会　　場／焼津商工会議所会館　2F会議室
■講　　師／東海税理士会　藤枝支部　税理士　平井寛子　氏
■受 講 料／当所会員事業所の方　 1,000円
　（テキスト代込）　  非会員事業所の方　　6,000 円
■持ち物／筆記用具　計算機
■定　　員／20名（先着順）※定員になり次第締切り
■締 切 り／5月29日（火）17：00まで
■お申込み／担当：中小企業相談所　628-6251　お気軽にお問合せください

平成30年度
静岡県優秀技能者被表彰候補者について

県では、広く社会一般に技能尊重気運を高揚し、技能者の社会的地位及び
技能水準の向上を図るため、昭和44年度から県内の優れた
技能者を表彰する静岡県技能者功労表彰を実施しています。

「技能の程度が極めて優れていて、県内で第一人者と
目されている」など要件がいくつかありますので、問い
合わせてください。TEL 628-6251
　当所締切 6/20（水）

講座開催

事業主様へ

募集中

簿記の仕組
みや基礎知

識を学びた
い！

仕訳、転記
などの仕方

を知りたい
！

将来的に会
計ソフト利

用したい！

参加者募集中！
締切り迫る！

焼津水産ブランド
是非ご利用ください！！

購入いただけます
富士山静岡空港の旅客ターミナルビルの増築・改修工事に伴い、2 階売店

のｆ-air も店舗移動になりました。店舗は仮店舗であり、ターミナル完成時
には旧ｆ-air の通路を挟んだ場所となります（以前静岡茶の試飲がされてい
た場所）。
旧店舗でも焼津水産ブランドの棚を設置してきまし

たが、仮店舗ではレジ脇にブランド棚を設置していた
だき、多くの方の目に焼津水産ブランド商品、焼津水
産ブランドマークがふれることになりました。
富士山静岡空港に行かれましたら、是非焼津水産ブ

ランドコーナーにお立ち寄りください。

展示PR中です

新認定！！

焼津さかなセンター・JR焼津駅インフォメーション横
地場産品展示コーナー
「焼津水産ブランド認定商品のご紹介！！」
現在、焼津の魅力ある水産加工品を「焼津水産ブランド」として 28 社 53 商
品と 4 月より学生特別枠として認定されました焼津水産高等学校の 1 商品を含
む、全54商品が認定されています。
焼津さかなセンターでは（一社）焼津市観光協会様ブースの一画にて12商品を、

また JR 焼津駅ではインフォメーシ
ョンセンター横の地場産品コーナ
ーにて 3 カ月ごと 2 商品ずつご紹
介していきます。
各施設ご利用の際、お立ち寄り
の際はしばし足を止めてご覧くだ
さい。

■さば切身／株式会社あまる齋藤商店
■ふんわり、しっとり。伊達巻スイーツシリーズ
（クリームチーズ、静岡抹茶、チョコレート）
／有限会社丸生食品
■かつお角煮シリーズ（通常、辛口）・
まぐろ角煮／山上水産株式会社

〈学生特別枠〉
■びんながまぐろ油漬シリーズ（ソリッド、フレーク）
／静岡県立焼津水産高等学校

H30年4月から2年間

〈JR焼津駅地場産品展示コーナー〉

〈さかなセンター観光協会ブース〉

水産ブランド新ＨＰ

新規認定を受けた事業所・学生枠の方々
（写真右より齋藤智美様、松本一幸様、村上昇様、清水愛斗様）

現在は「やいちゃんなると」（㈱ヤマト村松商店）
「かつおパワースティック」（㈱新丸正）


