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長泉町合同新春賀詞交歓会を開催
　１月21日㈬「新春賀詞交歓会」を沼津
法人会長泉支部及び長泉青色申告会、長
泉町いずみ会、沼津食品衛生協会長泉支
部の各団体の皆様とともに、東レ総合研
修センターにて盛大に開催いたしました。
　遠藤町長、溝口町議会議長をはじめ多
くの来賓の方が訪れ、各会の会員と総勢
１４０名の方々が参加されました。
　新春講演会では、吉本興業の芸人「カ
ズ＆アイ」さんが「カズ＆アイの人脈は宝」
と題して静岡へ来てからの人間関係につ
いて面白おかしく語ってくれました。
　また、お笑いライブの招待券の当たる
抽選会を軽快な語り口で行うなどにぎや
かな講演となりました。
　懇談会では、普段会う機会の少ない各
会の皆様との垣根を越えた交流ができ、
盛況のうちに閉会いたしました。
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2 月 10 日㈫
　18時 30 分から、沼津信用金庫長泉北支
店２階会議室にて、フリーアナウンサー　
小久保春代氏を講師に迎え、「その日の疲
れはその日のうちに　～仕事への活力と疲
労からの脱出～」をテーマに講演が行なわ
れました。
　講演終了後、長泉なめり駅南側にありま
すイタリアンレ
ストランＰａｓ
ｔａｍａｎで講
師を交えて会員
交流会を開催し
ました。

セミナー内容
１　身体的不調の取り除き方
２　疲れを残さない為の健康的な運動
　�などを実際に受講者も体を動かしながら
わかりやすく教えていただきました。

12 月 18 日㈭
　㈱山本工務の山本里奈さんを講師に、お
正月を迎えるアートフラワーの講習会を開
催しました。
　お正月用の小物や、干支の羊の飾りなど
も材料に、かわいらしく華やかな作品がで
きました。参加者の皆様からは、「玄関先や、
事務所のカウンターに飾るものができた」
と、とても喜ばれました。

1 月 27 日㈫
　清水町のホテルエルムリージェンシーに
て富士駿東地区の８商工会の商業部会連絡
会が開催され、各商工会より商業振興事業
の発表が行われるとともに、研修会が開催
されました。
　研修会は「ご当地グルメでまちおこし」
をテーマに食による地域振興策の事例を研
修しました。

清水町・長泉町役員交流会
2月 12 日㈭
　清水町の寿海つばさにて両商業部会役員
交流会が開催されました。
　各商工会より商業振興事業を報告し活発
な意見交換を行い、今後の商業振興の参考
となりました。

長泉町商工会青年部では現在部員を募集しています。
対象　45歳以下の経営者・後継者等
※�また、46 歳以上の方及び女性は賛助部員とし
て加入可！

会費　年間 10,000 円

青年部ってどんな組織？
　経営者・後継者としての資質向上と、地域の商
工業の総合的な改善発達を図り、あわせて地域社
会に広く貢献するための活動を行っています。現
在部員 20名で活動をしています。
　　
主な青年部活動は？？
◦毎月1回（第2水曜日）定例部会
◦講習・研修会
◦後継者向け婚活イベント
◦世界ジオパーク候補地清掃活動(鮎壷の滝等)
◦近隣地域との連携事業（交流会・勉強会等）
◦�地域イベントの開催・参加（わくわくまつり・
さくらフェスタ等）

◦�その他、部員のニーズに合わせた事業展開を
行っています

　　清水町商工会工業部会
       との合同講演会

女性部講習会

　地区連商業部会開催

　青年部員に
加入しませんか？？

工業部会

より

女性部
より

商業部会

より

青年部
より
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第３回カツコン結果報告
　長泉あしたかつ推進協議会では、地元ご当地グルメの長泉
あしたかつを使った料理コンテスト（「カツコン」）を開催し
ました。
　第３回の開催となる今回も、前年同様受験生の応援団をコ
ンセプトに、丼、サンドウィッチ、バーガー、定食など長泉
あしたかつを使った各店舗のオリジナリティーのある様々な
メニューがエントリーされました。
　また、沼津市立今沢中学校の美術の授業で地場産業支援ポ
スターを制作している中で、あしたかつをテーマにした作品
も寄せられました。
　日頃の腕前を競う１４店舗に前年を大幅に上回る票が投じられました。開票の結果入賞し
たのは次のとおりです。

○ゴールドグランプリ
　ベーカリーレストランストーリーズ
　　「オリジナルあしたかつセット」

○シルバーグランプリ
　喫茶あしたか「あしたかギュッバーガー」

○ブロンズグランプリ
　焼きとりてっちゃん「長泉あしたかつ丼」

ゴールドグランプリ

シルバーグランプリ ブロンズグランプリ

一人親方の労災保険のご案内
　労災保険は業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不
幸にも死亡された場合に加入者や遺族の方に必要な給付を行なう制度です。
　本来は適用除外である、労働者を使用しないで事業を行なう建設業（大工、左官、とびな
ど）の方でも、認可を受けた団体に加入をすることにより、この労災保険に特別加入するこ
とが出来ます。国で取り扱っている保険でもあり、元請事業所から下請事業所への加入が強
く求められるケースが多々見受けられますので、ぜひご加入をお勧め致します。

保険料等について
　加入時に給付基礎日額を3,500～25,000円の範囲で選択していただき、年間の保険料と補償
額が自動的に決定されます。
※�非会員の方については、加入時に会員になっていただきます。別途、年間事務費、商工会
費がかかります。

※お問い合わせは長泉町商工会　一人親方労災保険組合（986-0685）まで。
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平成 27年度　各種技能講習年間予定表
講習科目 日　　　　　程 会　　　　場

第 1回フォークリフト
運転技能講習

学科：4月18日㈯
実技：4月19日㈰、25日㈯、26日㈰

駿東地域職業訓練センター

第 2回フォークリフト
運転技能講習

学科：9月12日㈯
実技：9月13日㈰、19日㈯、20日㈰

駿東地域職業訓練センター

第 3回フォークリフト
運転技能講習

学科：1月16日㈯
実技：1月17日㈰、23日㈯、24日㈰

駿東地域職業訓練センター

第 1回玉掛け技能講習
学科：5月23日㈯、24日㈰
実技：5月30日㈯※予備日31日㈰

駿東地域職業訓練センター

第 2回玉掛け技能講習
学科：10月24日㈯、25日㈰
実技：10月31日㈯※予備日11月1日㈰

駿東地域職業訓練センター

小型移動式クレーン
運転技能講習

学科：6月28日㈰、7月4日㈯
実技：7月5日㈰

駿東地域職業訓練センター

職長・安全衛生責任
者教育【建設業対象】

学科：6月13日㈯、14日㈰ 駿東地域職業訓練センター

クレーン運転特別教育
学科：7月25日㈯
実技：7月26日㈰

駿東地域職業訓練センター

ガス溶接技能講習
学科：9月5日㈯
実技：9月6日㈰

駿東地域職業訓練センター

車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘
削用）運転技能講習

学科：10月3日㈯、4日㈰
実技：10月10日㈯、11日㈰、12日㈷、
　　　17日㈯※17日は午前中のみ

学科：駿東地域職業訓練センター
実技：JA御殿場種豚センター跡地

車両系建設機械（解
体用）運転技能講習

学科：10月17日㈯※13時～
実技：10月18日㈰

学科：駿東地域職業訓練センター
実技：JA御殿場種豚センター跡地

高所作業車運転技能講習
学科：1月30日㈯
実技：1月31日㈰

駿東地域職業訓練センター

携帯用丸のこ盤安全衛
生教育（午前）　粉じ
ん作業特別教育（午後）

学科：3月6日㈰ 駿東地域職業訓練センター

※玉掛け技能講習の実技は定員 30 名。それ以上になった場合は予備日を使用致します。
※講習料金につきましてはお問い合わせください。
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平成 27 年度長泉町商工会通常総会開催のお知らせ
日　時　5 月 22 日㈮　午後２時より
会　場　コミュニティながいずみ
内　容　第一部　優良従業員表彰式、第二部　通常総会
　　　　第三部　交流会
　　　　なお、出欠席に関する通知は５月上旬に発送いたします。

　通常総会の席上で表彰を受ける優良従業員を募集しています。
　会員の皆様の事業所で長年働いておられる従業員の方々を対象に、毎年優良従業員の表彰
を行っています。優秀な従業員の方々の長年のご労苦に応えるため、この機会を活用してみ
てはいかがでしょうか。
　詳しくは、商工会事務局までお問い合わせください。

平成27 年４月１日から平成28 年３月31 日までの
雇用保険料率は、平成26 年度と変わらず次のとおりです。

（平成27 年度 雇用保険料率表）

負担者 
事業の 
種類 

① 
労働者負担
（失業等給付の 

保険料率のみ） 

② ①＋② 
雇用保険料率 事業主負担 

失業等給付の 

保険料率 

雇用保険二事業の

保険料率 

一般の事業 5/1000  8. 5/1000 5/1000 3.5/1000 13. 5/1000 

農林水産 
清酒製造の事業 6/1000  9. 5/1000 6/1000 3.5/1000 15. 5/1000 

建設の事業 6/1000 10. 5/1000 6/1000 4.5/1000 16. 5/1000 

厚生労働省／都道府県労働局／公共職業安定所（ハローワーク） 

平成27 年度の雇用保険料率
前年度から変更はありません
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　内職発注希望事業所の皆様、商工会では内職紹介窓口を開設しております。
現在２５０名ほどの登録者がおりますので内職発注の希望があれば即対応できます。

営業時間８：30～17：15

〒 411-0943　駿東郡長泉町下土狩 973-38
ＴＥＬ　０５５－９８６－０６８５
ＦＡＸ　０５５－９８６－３０９２
Ｗｅｂ　http://japan.nagaizumi-sci.org/
E-mail　sci@nagaizumi-sci.org

長泉町商工会

内職に関するお知らせ

エコキャップ回収実績報告
収 集 累 計 個 数　　460,814 個
	 	 	 　		　（Ｈ 27.3.31 現在）

ワクチン累計相当数　　535.8 人分
累計CO２削減効果　　3,375kg

ご協力ありがとう
ございました。

　みなさん元気ですかー！ !
　今年、１月１０日に、富士スピードウェイで開催された「富士７時間耐久レース　
ママチャリグランプリ」に参加してきました。
　若い世代に人気のない建設業ですが、１０年２０年後の職人を育てる為には、若者
たちに、建設業界に興味を持ってもらいたい！！
　そう願って、建設機械装備の自転車でアピールしてきました。（結果　参加チーム
1411 チーム　順位 1037 位）
　土木工事・下水道・造成工事・舗装・
エクステリア・ゴミ片付け　困ったこと
があったら何でもお気軽にご相談くださ
い。

企 業 紹 介

〒 411-0934  静岡県駿東郡長泉町下長窪 406-1
ＴＥＬ：055-960-9151・ＦＡＸ：055-960-9152

E-mail: yamada-taka@ceres.ocn.ne.jp
http://www.yamadadoken.com/

有限会社

山田土建


