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☆登記手数料が安い上に，交通費も節約できて
とってもお得です！☆

☆登記手数料が安い上に，交通費も節約できて
とってもお得です！☆

地名の由来をランダムに探る
シリーズ 3 寺部

てら べ

（旧 若草町）

　御勅使川扇状地先端の釜無川の氾濫
原の平坦地にあり、平安時代後期から
鎌倉時代にかけ、寺部は加賀美庄の一
部で、かつては大安青蓮院などの大寺
の支配地であったことから、この名が付い
たといわれています。また、寺部にあった
一寺院が加賀美遠光公の孫の遠経に
よって加賀美に移され、（現在の法善護
国寺）その寺院の近くに村ができたので
寺辺といい、のちに寺部になったという説
もあります。
　当地には、国指定天然記念物として
有名な「三恵の大ケヤキ」があります。

（参考文献：山梨県の地名、中巨摩郡地名誌）

日頃の
感謝をこめて 読者プレゼントコーナー
プレゼント申込方法
住所・氏名・年齢・電話番号または感想・
情報などをご記入の上7/15までにハ
ガキ、FAX又はメールにて商工会まで
ご応募ください。
〒400-0222 南アルプス市飯野 2812
南アルプス市商工会　宛て
FAX．055-280-3731
E-mail:info@minamialps-shokokai.jp
※メールの場合は件名をプレゼント希望とし添付形式による送付は避けてください。

5名様
ハッピーパーク商品券
2,000円分

6 月号読者プレゼント当選者 （敬称略） 特産品ショップ

TEL：055-285-2088 南アルプス市徳永 410

ハッピーパーク

法務局からのお知らせです !!法務局からのお知らせです !!
インターネットでの登記事項証明書等の請求がさらにお安くなりました。

登記事項証明書等をインターネットで請求する
場合に当たってご不明な点は，下記までお問い
合わせください。 

　本年４月１日から登記手数料が改定され，登記事項証明書の発行手
数料がお安くなりましたが，ご自宅や事務所から，インターネットで例え
ば登記事項証明書の郵送による送付をご請求されますと，窓口での書
面請求に比べ100円（600円→500円，郵送料込）お安くなります。
　さらに，インターネットで請求の際，受領方法を「窓口受領」とすると
480円になります。法務局に来てから書面請求される場合と比べると，
待ち時間がない上に，手数料も20％節約できることになります。

６月２日（日）ハッピーパークにおいて、「さくらんぼ祭り
種飛ばし大会」が開催され、老若男女４００名のトップ
アスリートが飛距離を競い合った。日本一早く味わえる

「さくらんぼ」と南アルプス市の魅力をPR するため、
商工会が主催しており、今年で８回目。
この日の優勝者（一般の部）は甲斐市から参加した佐
藤久さん、飛距離は13.47mを記録した。
種飛ばしの他、「日本航空高校太鼓隊のステージ、
野菜５０円セール、市内園児のぬり絵でヨーヨープレゼント」等が催され、例年を上回る
大盛況となった。

　登記手数料は，インターネットバンキング，モ
バイルバンキングやペイジー（Ｐay-easy）対応
のＡＴＭにより納付していただくことになります。

★お支払いはインターネット・ＡＴＭなどで！★

商工業者の皆さまへ

夏季資金の準備はお済みですか。
商工会では㈱日本政策金融公庫の担当者による夏季資金相談会（一日公庫）を開催します。
ご相談は個別に行いますので秘密は守られます、安心して相談ください。

◆日時　平成25年７月10日㈬
　　　　午前10時～午後４時
◆場所　南アルプス市商工会本所（南アルプス市飯野2812）
　　　　★予約制になりますので事前に商工会までご連絡ください。　

管理職マネジメント研修のご案内

講義内容　　第１回　マネジメントは経営目的の理解から始まる
　　　　　　第２回　方針を受ける、立てる、つなぐ、擦り合せる
　　　　　　第３回　管理職の役割は

日　　時　　平成25年7月2日(火)、7月16日(火）、7月26日(金)
全 3 日間コース　※各日 13：30 ～17：00

営業員・販売員向けセミナーのご案内

日　　時　　平成25年 7 月 4 日(木)、7 月17日(水)、8 月 2 日 (金)
   全 3 日間コース※各日 13：30 ～ 16：30

講義内容　　第１回　営業員・販売員のミッション
　　　　　　第２回　営業員・販売員の戦略
　　　　　　第３回　営業員・販売員の戦術

●会　場　南アルプス市商工会本所２階大会議室　●受講料　（会員）無料（会員外）10,000 円
●定　員　20 名（定員になり次第、締切とさせていただきます）
●お申し込みは商工会まで

来季経営計画の作成と進捗管理
～方針・目標によるマネジメントの徹底法～

目標必達！

管理職に求められる「方針・目標の設定・計画化・進捗管理・改善」を推進し、成果を
あげられる力を３日間で養成します。

講　　師　　ＣＲＩ中央総研㈱　
                　専務取締役・チーフコンサルタント　高木　達也 氏

販売戦略のバイブルといわれるランチェスター戦略の第一人者が営業員・販売員が業績を
上げる方法を伝授！

講　　師　　戦国マーケティング㈱　代表取締役　福永 正文 氏

営業で勝つ！

福永　正文　氏

高木　達也　氏

消費税率８％改正に伴う実務研修会

商工会員企業受講料無料!!

平成25年７月23日㈫
午後２時～午後5時

南アルプス市商工会本所
２階「大会議室」

消費税価格転嫁の対策セミナー開催！
　消費税増税法案が国会で成立し、平成26年4月に消費税が8％に
なることがほぼ確実となっています。
　そこで、消費税の仕組みなどを理解した上で、消費税率アップに対
しスムーズに価格転嫁ができるよう専門家を招いて改正消費税のセミ
ナーを開催致します。

講　　師
税　　理　　士　古 島 麻生子 氏

中小企業診断士　藤 原 範 夫 氏

商工会までお問い合せ下さい。

５Ｓ＝整理・整頓・清潔・清掃・躾で作業アップ

＊昨年度５Ｓに取組んだオーフジ電興㈱と
　㈱山十産業の実践活動の発表もあります！

　これからの時代に勝ち残る為には、経営環境の変化に適合した力強
い組織をつくる事が重要です。５Ｓを業務改善のツールとして活用
し、企業の経営基盤の強化に繋げましょう！
　５Ｓ実践活動に取組んでいる企業の事例を紹介しながら５Ｓ活動
を分かりやすく解説する研修会を開催致します。
　お申し込みは商工会まで。

日　時　　　平成25年７月17日㈬　午後７時～午後９時
会　場　　　南アルプス市商工会本所２階「大会議室」
講　師　　　ハートメック　中澤輝幸　先生
テーマ　　　 「５Ｓ活動導入で、従業員の成長と利益創出！」

商工会主催の事業のお問い合せ・お申し込みは
南アルプス市商工会までご連絡ください。 TEL.055-280-3730  FAX.055-280-3731

ご案内
　商工会員の皆様が、経営に役立つ各種資格を積極的に取得していただく

ことを目的に助成金を交付いたします。

対象資格
　各種機関が実施する商工業に関してのあらゆる資格が対象となります。
　（例　玉掛・クレーン・パソコン・簿記検定等）※試験の合否は問いません。

助成内容
１対　象　者　商工会員・会員事業所の従業員（家族従業員も含む）

２助　成　金　1名につき３,０００円（但し費用3,000円以下の時は同
額）

３申 請 限 度　年間1企業3人まで、年間1人1回まで

　　　　　　　平成25年4月1日から平成26年2月28日までに実施さ

れた試験、講習会

４申請締切日　平成26年３月10日（月）まで

５申 請 方 法　申請書、受験・受講内容のわかる

書類、受講料領収書のコピーを

商工会へ提出（※申請者ご本人の

印鑑をご持参ください）

お問い合せ　荊沢祭委員会　市川 TEL055-282-1410

人手が必要です。
みなさんも神輿に踊りにふるって参加して、

一緒に楽しみましょう！

★お支払いはインターネット・ＡＴＭなどで！★

資格取得助成金制度のお知らせ資格取得助成金制度のお知らせ資格取得助成金制度のお知らせ資格取得助成金制度のお知らせ

商工会に加入しませんか？商工会に加入しませんか？

荊沢宿夏祭り
荊沢から日本を元気に！みんなでワイワイ阿波踊り！

～ばらざわじゅくなつまつり～

ランチェスター戦略講座

☆事業資金が調達しやすい
国の制度資金など各種事業融資を斡旋

☆帳簿のつけ方から決算までお手伝い
パソコンによる記帳代行・決算まで
サポート

☆労働保険の手続きも手間いらず
労働保険事務代行ならおまかせください

☆企業の情報化についてもおまかせ
パソコン検定や各種ＩＴ講習会の開催
など情報化もおまかせ　簡単に作れる
ホームページを無料で利用できます

☆経営の悩みをすっきり解決
常駐の経営アドバイザーや弁護士・税理
士など専門家の相談が無料です

☆万が一に備えての共済も充実
事業運営に商工貯蓄共済などの各種共済
制度がフォロー

☆資格取得助成金制度をご活用ください！
役員・従業員が事業に係る資格を取得
した事業所に助成します

商工会加入のメリット

園児渾身のぬり絵作品は　特産品ショップハッピーパーク（徳永410）
特設ギャラリーにて7月１５日（月）まで展示中です!

会

　場

日

　時

南アルプス警察署から警察官採用のお知らせ

第２回山梨県警察官
　　採用試験を行います

平
成
25
年
度

◆警察官A
採用予定人員
　男性　１３名程度
　武道指導（男性）２名程度
　女性　２名程度
◆申込書配布開始日
平成25年7月5日㈮

◆第一次試験日
平成25年9月22日㈰

◆受付期間
平成25年7月29日㈪から
平成25年8月23日㈮

◆警察官B
採用予定人員
　男性　２０名程度
　女性　２名程度

試験に関するお問い合せ・受験申込書請求先

南アルプス警察署または市内各駐在所
電話 055-282-0110 ㈹

【ハッピーパーク商品券】
近藤啓子　三椚佐恵子　今井温子　金丸莉子　土屋邦子

会　員　募　集
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し、企業の経営基盤の強化に繋げましょう！
　５Ｓ実践活動に取組んでいる企業の事例を紹介しながら５Ｓ活動
を分かりやすく解説する研修会を開催致します。
　お申し込みは商工会まで。

日　時　　　平成25年７月17日㈬　午後７時～午後９時
会　場　　　南アルプス市商工会本所２階「大会議室」
講　師　　　ハートメック　中澤輝幸　先生
テーマ　　　 「５Ｓ活動導入で、従業員の成長と利益創出！」

商工会主催の事業のお問い合せ・お申し込みは
南アルプス市商工会までご連絡ください。 TEL.055-280-3730  FAX.055-280-3731

ご案内
　商工会員の皆様が、経営に役立つ各種資格を積極的に取得していただく

ことを目的に助成金を交付いたします。

対象資格
　各種機関が実施する商工業に関してのあらゆる資格が対象となります。
　（例　玉掛・クレーン・パソコン・簿記検定等）※試験の合否は問いません。

助成内容
１対　象　者　商工会員・会員事業所の従業員（家族従業員も含む）

２助　成　金　1名につき３,０００円（但し費用3,000円以下の時は同
額）

３申 請 限 度　年間1企業3人まで、年間1人1回まで

　　　　　　　平成25年4月1日から平成26年2月28日までに実施さ

れた試験、講習会

４申請締切日　平成26年３月10日（月）まで

５申 請 方 法　申請書、受験・受講内容のわかる

書類、受講料領収書のコピーを

商工会へ提出（※申請者ご本人の

印鑑をご持参ください）

お問い合せ　荊沢祭委員会　市川 TEL055-282-1410

人手が必要です。
みなさんも神輿に踊りにふるって参加して、

一緒に楽しみましょう！

★お支払いはインターネット・ＡＴＭなどで！★

資格取得助成金制度のお知らせ資格取得助成金制度のお知らせ資格取得助成金制度のお知らせ資格取得助成金制度のお知らせ

商工会に加入しませんか？商工会に加入しませんか？

荊沢宿夏祭り
荊沢から日本を元気に！みんなでワイワイ阿波踊り！

～ばらざわじゅくなつまつり～

ランチェスター戦略講座

☆事業資金が調達しやすい
国の制度資金など各種事業融資を斡旋

☆帳簿のつけ方から決算までお手伝い
パソコンによる記帳代行・決算まで
サポート

☆労働保険の手続きも手間いらず
労働保険事務代行ならおまかせください

☆企業の情報化についてもおまかせ
パソコン検定や各種ＩＴ講習会の開催
など情報化もおまかせ　簡単に作れる
ホームページを無料で利用できます

☆経営の悩みをすっきり解決
常駐の経営アドバイザーや弁護士・税理
士など専門家の相談が無料です

☆万が一に備えての共済も充実
事業運営に商工貯蓄共済などの各種共済
制度がフォロー

☆資格取得助成金制度をご活用ください！
役員・従業員が事業に係る資格を取得
した事業所に助成します

商工会加入のメリット

園児渾身のぬり絵作品は　特産品ショップハッピーパーク（徳永410）
特設ギャラリーにて7月１５日（月）まで展示中です!

会

　場

日

　時

南アルプス警察署から警察官採用のお知らせ

第２回山梨県警察官
　　採用試験を行います

平
成
25
年
度

◆警察官A
採用予定人員
　男性　１３名程度
　武道指導（男性）２名程度
　女性　２名程度
◆申込書配布開始日
平成25年7月5日㈮

◆第一次試験日
平成25年9月22日㈰

◆受付期間
平成25年7月29日㈪から
平成25年8月23日㈮

◆警察官B
採用予定人員
　男性　２０名程度
　女性　２名程度

試験に関するお問い合せ・受験申込書請求先

南アルプス警察署または市内各駐在所
電話 055-282-0110 ㈹

【ハッピーパーク商品券】
近藤啓子　三椚佐恵子　今井温子　金丸莉子　土屋邦子

会　員　募　集




