１９２１年、一宮商工会議所は「一宮商業会議所」として創立され
ました。初代会頭には小島太左エ門氏が就任します。その後名古屋
商業会議所旧議事堂を買い入れ、本所の事務局を移転しました。

主な出来事
1919

◁小島太左エ門初代会頭

発起認可申請書を提出
一宮商業会議所設立認可

1921

小島太左エ門会頭、森吉兵
衛副会頭ほか７名の常議員を
選出

1922

全国商業会議所連合会加入

1924

現在の所報にあたる「月報」を
発刊

1928

名称を「一宮商工会議所」と
改称

△初代会館

◁市内繊維産業の著しい発展がみられます

P2

常議員会・臨時議員総会を開催

P4

新型コロナウイルス感染症支援関連情報

P9

高岡商工会議所 情報交流コーナー

公式 Web サイト

進めます。
次世代産業の創出については、スタートアップ
支援に係る最初の取組として、
「ビジネスプランコ
ンテスト」の開催に取組みます。

常議員会・臨時議員総会を開催
令和 3 年度の事業計画、収支予算を決定
（3/22）

100 周年記念事業では、11 月の記念式典を始め、
記念誌の作成や、るるぶ一宮版の発行、その他各種
事業について、同じく 100 周年を迎える一宮市と

◁
挨
拶
を
す
る
豊
島
会
頭

共催の形が取れるものは共催として取組んでまい
ります。
また当日は、議員代表者変更並びに常議員の選
任を行いました。併せて鈴弥株式会社の鈴木清治
様より、同法人の代表者を退くことから議員辞任
の申出がございました。収支予算並びに議員代表
者の変更、常議員の選任については以下の通りで

3 月 22 日、本所 3 階大ホールにて、常議員会・

す。

臨時議員総会を開催し、令和 3 年度の事業計画及

■議員代表者の変更(敬称略)

び収支予算の承認を頂きました。

事業所名
東邦ガス株式会社
一宮事業所
ユニー株式会社
テラスウォーク一宮･
アピタ一宮店

今年度は、中小企業の支援・育成、地域経済の活
性化、地方創生と交流人口の増加を 3 本柱として
おりますが、それぞれ「コロナ対策支援」
「次世代
産業の創出」
「会議所創立 100 周年事業」の 3 つに

前任

後任

松岡 泰憲

山下 貴稔

浅野 克宏

井戸 新二

特に重点を置いて事業を進めてまいります。
コロナ対策支援では、引続き国の助成金等に係

■常議員の選任(敬称略)

る申請支援を迅速に行うことは勿論、IT ツールを

事業所名
東邦ガス株式会社 一宮事業所
株式会社滝善

活用した非対面型のビジネスモデル構築の支援を

一宮商工会議所 令和３年度 収支予算(主要会計のみ抜粋)
本年度予算額

前年度予算額

差

異

氏名
山下 貴稔
滝 善藏

（単位：円）
増 加 率(％)

計 157,442,000 137,941,000

19,501,000

中 小 企 業 相 談 所 110,624,000 110,910,000

△286,000

△0.3
△6.5

一

般

庁
特

共

舎
定

商

済

会

管
工

事

業

14.1

理

87,900,000

94,000,000

△6,100,000

者

6,400,000

6,205,000

195,000

業

29,002,000

22,502,000

6,500,000

28.9

370,171,000 368,321,000

1,850,000

0.5

特定退職金共済 事業

青年部卒業例会を開催(3/18)
3 月 18 日、本所にて青年部の卒業例会を開催し
ました。
本所の青年部は 50 歳定年
制としており、当日は、出席
者の間隔をあけ、時間を短
縮した形で開催し、8 名の青
年部会員の卒業を祝いまし
た。
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3.2

会員懇親会を開催(３/9)
3 月 9 日、本所にて会員懇親会を開催しました。
当日は新型コロナウイルス感染症対策のため、通
常の飲食を伴う懇親会はやめ、バイオリニストの
村上はるか氏を招き、生演奏を楽しみ懇親を深め
る会としました。
さらにハイブリッド形式での開催とし、オンラ
インで懇親会に参加する会員もみられました。

２０２０年度 産業観光プロモーション調査事業 調査内容について
本所では 2016 年から 5 年間、一宮の産業や文化を活かして観光振興を図る「一宮市産業観光
プロモーション調査事業」を一宮市から受託し取り組んでまいりました。
今回、今年度の取り組んだ事業について報告をいたします。

人材交流事業
～観光担い手人材の交流とマインドの醸成～

プロモーション事業
～ウェブプロモーションの具体的事業展開、並びに市内外への情報展開の拡充～
観光情報サイト POP138 についてトップページの改修、スマート
フォン対応化し、より利便性の高い Web サイトにアップデートを

トライアル事業

～具体的事業の展開を通じた観光コンテンツのブラッシュアップ～
市内高等学校等と共同で、尾州織物を使用した衣装を販売するオンライン
サイトを開設しました。また売り上げを市内繊維産業、ならびに若手クリエ
イターの育成を目的に（一社）尾西繊維協会に寄付を行いました。
5 年間の調査事業では「調査素材（DB）の観光コンテンツ化」、
「観光情報サイト POP138 やユー
チューブ一宮観光チャンネルの波及効果検証」、
「トライアルツアー・イベントを通じたコンテン
ツのブラッシュアップ」を主に取り組むことができました。
その結果「るるぶ特別編集一宮版でのコンテンツ紹介」、
「一宮市観光協会ホームページへの反
映」、
「旅行事業者らによるオリジナルツアーへのコンテンツ提供」など市内観光コンテンツの醸
成に繋げることができました。
それらの成果を踏まえ、一宮商工会議所では関係機関との連携を図りながら、今後も交流人口
増加に資する事業に取り組んでまいります。
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中小企業支援関連情報

申請手続き概要（フロー）
】：
①申請希望者は、一時支援金事務局の WEB サイト
から、申請者ﾏｲﾍﾟｰｼﾞを作成、申請者 ID を発番
②本所に対して、事前確認の依頼・事前予約｡
③本所により、必要資料の事前確認を実施。
④事前確認の完了後、ﾏｲﾍﾟｰｼﾞにて必要事項の入力
等を行い、一時支援金事務局に申請を行います。
事前確認について
不正受給や誤受給防止の対応として、申請希望者
に対して事前確認します。
事前確認では下記の①~⑤の資料が必要ですが、
本所の会員の場合は、電話にて､事前確認を受ける
ことができます。非会員の場合は､面談にて事前確
認いたします｡
①本人確認書類(個人)/履歴事項全部証明書（法人）
②収受日付印又は、e-Tax の受信票のある 2019 年
/2020 年確定申告書の控え
③2019 年と 2020 年と 2021 年対象月までの各月の
帳簿書類（売上台帳、請求書、領収書等）
④2019 年 1 月以降の事業取引用の通帳
⑤本人が自署した「宣誓・同意書」
問合せ：中小企業相談所 ☎72-4611
「一時支援金」事務局
制度概要について：

（3 月 25 日現在の情報）

緊急事態宣言の影響緩和に係る
一時支援金の給付
2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛
により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人
事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一
時支援金」が給付されます。
本所は、一時支援金の申請に関わる「登録確認
機関」となっておりますので、事前確認を希望さ
れる方はご相談ください（要予約）
。
要 件：
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自
粛等の影響を受けていること
②2019 年、又 2020 年比で、2021 年の 1～3 月い
ずれかの月の売上が 50%以上減少
給付額：
2019 年、又は 2020 年の対象期間の合計売上－
（2021 年の対象月の売上×3 カ月）
･中小法人等 60 万円上限
･個人事業者等 30 万円上限
対象期間：2021 年 1 月～3 月
対象月：対象期間から任意に選択した月
申請受付期間：5 月 31 日まで
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愛知県 感染防止対策協力金の交付について
（2 月 8 日～3 月 21 日実施分）

「事業承継・引継ぎ支援センター」が活動
開始！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各業
界団体等が作成した感染拡大予防の業種別ガイドラ
インを遵守し、県の営業時間短縮要請に応じた「安
全・安心宣言施設」を運営する事業者に対し、愛知
県感染防止対策協力金（2/8～3/21 実施分）が交付
されます｡

これまで、第三者承継支援と親族内承継支援で
分かれていた窓口が統合され、
「事業承継・引継
ぎ支援センター」として 4 月 1 日より活動が開始
されます。
同センターは、親族内承継や第三者承継（Ｍ＆
Ａ）など幅広い相談に、より柔軟に対応する窓口
となりますので事業承継・引継ぎでお悩みの場合
はぜひご相談下さい。

【概要】
2 月 8 日~28 日
3 月 1 日~21 日
期間
21 日間
21 日間
1 施設 1 日あたり
1 施設 1 日あたり
支給額 6 万円 最大 126 万 4 万円 最大 84 万円
円
営業
午前 5 時から午後 午前 5 時から午後
時間
8 時までに短縮
9 時までに短縮
対象
県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運
施設
営する事業者
･業種別ガイドラインを遵守
その他
･県の「安全・安心宣言施設」に登録し、
条件
PR ステッカーとポスターを掲示

【支援内容（原則無料）
】
・事業承継・引継ぎに関する相談
・事業承継診断による課題の抽出
・事業承継を進めるための事業承継計画の策定
・事業引継ぎにおける譲受／譲渡企業を見つける
ためのマッチング支援
・経営者保証解除に向けた専門家支援 など
※専門家派遣による支援等を実施する場合には
費用負担が発生する場合があります。
問合せ：本所中小企業相談所
☎ 0586-72-4611
愛知県事業承継・引継ぎ支援センター
☎052-228-7117

申請期間：4 月 23 日(金)まで
問合せ：県民相談総合窓口
☎052-954-7453
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『アライアンス・パートナー発掘市 2021』
エントリー企業を募集！
《業種を問わず・無料で参加できる事前調整型の広
域商談会です》
「アライアンス・パートナー発掘市 2021」は、7
月 5 日(月)～9 日(金)に、名古屋商工会議所にて行
われます。
県内の 22 商工会議所、および浜松商工会議所の
会員であれば、業種・業態・規模に関わらず、どな
たでも参加可能です。また、エントリーから商談調
整、実施まで全て無料です。エントリー期間は、5
月 17 日(月)までです｡
新たなビジネスパートナーを発掘する絶好のチ
ャンスです。新規協力企業開拓の場、将来に向けた
情報収集、及び新たなビジネスパートナー発掘の場
として、ぜひこの機会にご参加ください。
※なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によ
り、オンライン開催への変更や中止の可能性がご
ざいます。

2020 年の実績（オンライン開催）
･エントリー企業数
537 社
･商談に至った企業数 360 社
･実施した商談件数
556 件
エントリー期間：3 月 23 日(火)～5 月 17 日(月)
商談期間：7 月 5 日(月)～9 日(金)
9 時～18 時（予定）
会場：名古屋商工会議所
(名古屋市中区栄 2-10-19)
参加資格：愛知県内の商工会議所、および浜松商
工会議所の会員企業
参加料：無料
問合せ：一宮商工会議所 中小企業相談所
☎ 72-4611
※詳しくは同封のチラシをご確認ください。

多くの補助金で必須化!
補助金電子申請システム「J グランツ」の
アカウント取得をおすすめします！
政府は、公募から事業完了後の手続までをオ

<活用のメリット>
①国及び自治体の補助事業が掲載され、ワンス

ンラインで完結可能な汎用的な補助金申請シス
テム「J グランツ」の活用を推進しています。

トップで、補助金情報を収集可能。

従来の多くの補助金申請は、書類での手続が

②24 時間 365 日いつでも・どこでも申請が可能。

主流であり、大量の紙での申請や郵送等の手続

③過去に補助金申請した情報が自動転記され

が煩雑でしたが、今回のシステム導入によりオ

る、G ビズ ID により申請者の基本情報が自動

ンライン申請による簡易な手続きが可能となり

入力されるなど、何度も同じ入力をすること

ます。

がなくなります（ワンスオンリー）
④G ビズ ID により、書類の押印が不要となりま
す。

<主な活用される補助金>
◆必須なもの(予定含む)：事業再構築補助金、

⑤リアルタイムに申請状況や処理状況が把握で
きるため、手続を迅速に行うことができます。

ものづくり補助金、IT 導入補助金、小規模
事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジ

今後、補助金申請を行う際はこの J グランツ

ネス枠）、事業承継補助金 等
◆審査上の加点(予定含む)：小規模事業者持

の活用が必要となってくる為、まずは、アカウン

続化補助金一般型 等

ト取得(審査に 2～3 週間程度)をお勧めします。
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Business support center

【お問い合わせ】
TEL：85-7032

ＦＡＸ：72-4411

【共同出展概要】
会期
オンライン：11 月 1 日(月)～19 日(金)
リアル：11 月 10 日(水)～13 日(土)
リアル会場：
ポートメッセなごや(名古屋市港区金城ふ頭)
募集対象：本所会員事業所
募集枠：4 社（先着順）
締 切：5 月 31 日(月)正午まで
出展料：99,000 円(税込)
※出展料には小間代等が含まれます。詳細に
ついてはお問合せ下さい。
※申込後のキャンセルはキャンセル料が発生
します。

メッセナゴヤ 2021 共同出展企業を募集
～リアル×オンラインの
ハイブリット開催～
本所では、ものづくり企業等の販路開拓を目的
に、
「メッセナゴヤ 2021」に共同出展する会員事
業所を募集します。
メッセナゴヤは、業種・業態の枠を越え、各出
展者の持ちよる製品やサービスを国内外に広く情
報発信し、活発なビジネス交流を展開するために
2006 年に始まった国内最大級の異業種展示会で
す。
今年度は、リアル展示とオンライン展示を組み
合わせたハイブリット形式で開催されます。
ポストコロナ時代を見据えたハイブリット形式
を踏まえ各種勉強会も盛り込み、共同出展企業を
支援します。この機会にぜひご参加下さい。

共同出展者勉強会も開催します!！
計画の具体化、ハイブリット型対応等を支援
共同出展のメリット
・共同出展企業の関係も深まり連携できる可能
性があります。
・共同ブースとなる事で来場者の注意・興味を
引く事ができます。
・共同出展者同士で効果的な PR の取組みが可能
となります。
詳細については､本所 HP もしくは折り込みチ
ラシをご参照ください｡

▲過去の共同出展ブース

（愛知県信用保証協会・広告）
天地：60mm×左右 170mm
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HAGURICCO
～デザインで人と人をつなぐ～
「デザインもバランスが重要だと思います。違和感のない、あえて『何も言われない』ような仕事
がしたいです」と話すのは｢HAGURICCO｣(ハグリッコ)の岩田佳之さん。岩田さんにお話を伺いました。
■やりたいことを見つめ直して起業

できる？と聞かれ、一つずつ広げていった感じで

岩田さんは高校を卒業後、遊技機店の内装を行

す」。また「人と人とのつながりを大切にしたい」

う企業に就職。業務では設計から工作機械を使い

と言う岩田さんは、「制菌済み」シール素材の提

こなすまで、重責を任されていきます。一方で、

案・印刷製作をきっかけに空調設備の部材作りに

激務が続くことで心身

も携わるなど、
「ニッチなところに縁があると考え

に疲労が蓄積し、30 歳の

ました。川の流れは一本だけでなく、支流を作れ

頃「腹を割って自分を見

ばいいんです」と、個人事業主ならではの小回り

つめ直し、1 年ごとに計

の利く事業展開を心がけ、顧客の輪も広がってい

画を立てて実行する」こ

きました。

とに取り組みます。

■持続化補助金で刺しゅう機を導入

「最初は自分を褒める

岩田さんはこのほど、小規模事業者持続化補助

年にしました。実践して

金を活用して刺しゅう機を導入しました。
「作業着

いくと自分が好きにな

▲岩田佳之さん。ﾛｺﾞ・ﾕﾆﾌ
り、笑顔も増えて行動 ｫｰﾑを製作した企業から、
も変わりました」と岩 社内交流用ﾌｯﾄｻﾙﾕﾆﾌｫｰ
田さんは振り返ります。 ﾑ製作も一貫して受注。

などの企業ロゴを刺しゅうで、とのニーズはあり

2 年目は、行動力を上げるため資格取得に挑戦す

ット・短納期・適価」を更に加速させます。

ましたが、製作は外注でした。これで、日本の伝
統や『せんいの町』にもつながる刺しゅうに自社
加工で取り組めます」と話し、モットーの「小ロ

るなど、毎年、テーマを持って過ごすようになり

補助金申請に当たっては「経営計画を作成する

ます。
「これを続けることで、思いや考えを実行し

ことで、進むべき方向が整理できました」と言う

て結果を出すという経験を得ました」と岩田さん

岩田さん。
「きちんとやろうとかしこまり過ぎて悩

は話します。こうした中、自分が本当にやりたい

んだ時期もあります」と話しますが、
「普段やって

こととして、自らの手によるものづくりを漠然と

いる通りがいい」との顧客からの言葉に救われた

考え始めますが、起業までの決心はつきませんで

そうです。

した。そんな折、知己の税理士から「開業すると

今後は、家具や玩具などのものづくりにも注力

決めれば気持ちは変わるよ」とのアドバイスを受

したいと話す岩田さんは、一般顧客と直接つなが

け、35 歳の時に起業。地元への思いを込めて、屋

るためのホームページ開設も計画しています。岩

号を「HAGURICCO」(ハグリッコ)とします。

田さんの生み出すデザインは、これからも人と人

■細かい顧客ニーズにも対応

をつなげていきます。

HAGURICCO では主に、企業ロゴや名刺、看板や
リーフレット、ユニフォームや T シャツのデザイ
ンやプリントなどを手掛けます。例えば、運送会
社の企業ロゴ製作をきっかけに、同社の名刺、看
板、車両シート、ユニフォーム製作までを一貫し
て行うなど、デザイン力やプロデュース力を武器
に、広範な業務を受注しています。
「どんなことが
代表者：岩田佳之 創 業：平成 29 年
所在地：一宮市高田字郷廻り 180
TEL：090-2184-5193
業種：企業ｻｲﾝ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、企業ｵﾘｼﾞﾅﾙｳｪｱ
(刺繍、ﾌﾟﾘﾝﾄ)、車輌看板の製作、木工家具

▲(左)事務所の入口に設置された｢HAGURICCO｣タ
ワー。営業中は玩具が乗ります。(右) 導入した刺しゅ
う機で、初めてのご依頼を形にしたシャツ
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一宮商工会議所・高岡商工会議所交流事業

情報交流コーナー
高岡ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
家持くん、利長くん

このコーナーは、本所と友好関係にある高岡商工会議所の産業や
季節のイベント、グルメ情報などを四半期に一度、紹介しています。

一宮ﾓｰﾆﾝｸﾞ
ｷｬﾗｸﾀｰ ｲﾁﾓ

富山県西部地域の産業体験モデルコースをご紹介
旅行商品企画へ向け、当地域の「ものづくり」や「歴史文化」の魅力を PR するため、県西部地域の
観光スポットをテーマ別にまとめた 5 つのモデルコースを作成しました。その内の 1 つである産業体
験コースをご紹介します。
【1 日目】

高岡市

到着

⇒ 9:40～10:30 ●国宝 瑞龍寺

＜観光・拝観＞

☆富山県唯一の国宝
1614 年建立。城郭を思わせる造りが特徴で
禅宗の典型的な左右線対象寺院です。
⇒10:45～11:30 ●高岡御車山会館
⇒12:00～12:40 ●海鮮問屋 柿の匠
⇒13:00～13:30 ●高岡大仏

＜観光＞ ☆ユネスコ文化遺産に登録
＜昼食＞ ☆富山の海の幸、山の幸を堪能

＜観光＞

☆日本三大大仏

日本一の美男とも呼ばれています。
⇒13:45～14:45 ●高岡地域地場産業センターZIBA

＜体験＞

⇒15:15～17:00 ●国重要文化財勝興寺、万葉歴史館 ＜観光・拝観＞
⇒17:30～

●ホテルニューオータニ高岡（高岡市内）＜宿泊＞

⇒18:00～

●日本料理 都万麻＜夕食＞

【2 日目】
⇒ 8:30～ 9:30 ●金屋町・鋳物資料館
⇒10:00～11:00 ●株式会社能作

＜見学＞

＜体験＞

スズの鋳物体験から館内見学、観光案内まで兼ね備えた産業観光施設です。
⇒11:30～12:20 ●南砺市井波・八日町・瑞泉寺
⇒12:30～13:15 ●道の駅井波

＜産業観光＞ ☆井波彫刻・北陸最大の大伽藍

＜昼食・買い物＞

⇒13:45～14:45 ●城端織館 ＜産業観光＞ ☆江戸時代からの絹織物の産地
⇒15:15～16:00 ●五箇山合掌造り ＜観光＞ ☆世界遺産を散策
⇒16:45～17:15 ●道の駅万葉の里高岡 ＜買い物＞ ☆2,000 点以上のお土産
⇒高岡駅

モニターツアーを開催しました〈3 月 5 日（金）～6 日（土）〉
東京・名古屋・仙台の旅行会社の企画担当者らを招き、県西部の産
業観光施設等を巡る産業観光モニターツアーを開催。鋳物や漆器体験
を通じて「ものづくりのまち」の歴史文化を体感してもらいました。
⇐スズの鋳物体験の様子≪株式会社 能作≫
The TAKAOKA Chamber of Commerce and Industry

高岡商工会議所

【お問合せはこちら】
〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40
TEL 0766-23-5000／FAX0766-22-6792
✉takaoka@ccis-toyama.or.jp
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2021 ステア―レース 138 全国大会
の開催について
就職情報サイト「ichi job」
是非ご活用ください!！

一宮市は全国の消防職員や消防団員から 138 人
の参加を募集し、一宮市のシンボルであるツイン
タワー138 の屋外階段 513 段、高さ 100 メートル
を一気に駆け上がりタイムを競う 2021 ステア―
レース 138 全国大会を開催します。
日 時：11 月 6 日(土)10 時～14 時 30 分
場 所：138 タワーパーク
また、現在、同イベントに協力をしていただけ

同サイトでは、掲載内容の自由な編集をは
じめ、google マップとの連携や、You Tube と

る企業協賛も募集しています。

の連携も可能で、御社の人材確保にお役立て

問合せ：一宮消防署管理課 ☎0286-72-1190

いただけます。

本所事務局人事異動について

また同サイトについては今後チラシ配布

本所は下記の通り人事異動を行いました（カッ

や SNS 広告等で PR を図っていきます。

コ内は旧所属）
。

人材確保の一助として、ぜひご活用下さ

▽4 月 1 日付

い。

中小企業相談所次長：宮田 京（企画事業部次長)
○ichi job の特徴

総務部：杉本 隆次（中小企業相談所）

・企業ごとにアカウントを付与し、好きなタ

企画事業部：松下 拓也（総務部）
中小企業相談所：馬場 宏

イミングで編集していただけます。

（ビジネス支援センター）

・google map や You Tube と容易に連携がで

中小企業相談所：宇野 壮一郎

き、様々な情報発信ができます。

（ビジネス支援センター）

・ユーザビリティに配慮し、情報にたどり着

ビジネス支援センター：坂田 俊介

きやすいサイト設計となっています。

（中小企業相談所）

・サイト PR については、一宮商工会議所が

入職 企画事業部：西脇 豊（入所）

SNS 広告やチラシ配布などを行います。
掲載費用：本所会員事業所：1 万円
（非会員事業所：3 万円(税込・年額)）
採用対象者：①大学生・短大生等 ②既卒者

～ご入会ありがとうございました～

（卒業後 3 年以内） ③中途求職者

事 業 所 名

掲載期間：2022 年 2 月 28 日まで（予定）
※毎年 3 月に更新手続きをお願いします。
申込み：右記 QR コードから
お申し込みください。

所属部会名

木鉄毛織（株）

繊 維 流 通 部 会

（税）杉浦経営会計事務所

金融・理財部会

（有）エナ

文化・サービス部会
文化・サービス部会

問合せ：企画事業部 ☎0586-72-4611

（一社）美容ケア研究所

文化・サービス部会

NAIL SALON qi

文化・サービス部会
（公表希望の事業所のみ）
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4 月 15 日(木)

青年部通常会員総会

4 月 20 日(火)

女性会通常会員総会

4 月 22 日(木)

尾張五市商工会議所正副会頭会議

4 月 26 日(月)

正副会頭会議、常議員会

5 月 17 日(月)

正副会頭会議

5 月 24 日(月)

組織運営委員会、常議員会・通常議員総会
※掲載情報は、3 月 29 日現在のものです。

駅近・きれい・お得！！

一宮商工会議所ビル 貸会議室を利用しませんか？
一宮商工会議所ビルは一宮駅から徒歩 5 分と至近に位置しており、Wi-Fi 環境が整備
されているほか、バリアフリーにも対応しております。
また大小様々なお部屋をご用意しておりますので、会議、パーティー、面接会場、セ
ミナーなど幅広く様々な年代の方に利用いただけますので、ぜひご活用ください。
予約可能期間：使用予定日の 3 カ月前から予約可
申込み：貸会議室担当者に問合せ頂き、空き状況の確認･仮予約をしてください。
問合せ：総務部 貸会議室担当☎72-4611

会議や打合わせ等で本所ビルを利用する皆様へ
会議や打合せ等で本所ビルをご利用いただく際は、新型コロナウイルス感染症対策と
して十分換気し、3 密を防ぐために席を離しての利用、マスクの着用をお願いしており
ます。
また、本所では、申込時に利用人数を確認し、通常
より大きいお部屋のご紹介や、隣の人との飛沫感染を
防ぐため、希望者にはアクリル板の貸し出しを行って
おりますので、ご利用の方はお申し出ください。
飛沫感染予防のアクリル板▷
会場使用料 会員価格(税込) ※非会員価格については本所 Web サイト等でご確認ください。
会議室名
大ホール
301
(教室形式)
302
(教室形式)
303
(教室形式)
305
(応接形式)

定員(名)

午前・午後

全日

¥22,600

¥43,000

36

¥8,700

¥16,300

36

¥8,700

¥16,300

42

¥10,100

¥19,000

5

¥3,200

¥6,000

机 160
椅子 240

会議室名
401
(口の字形式)
402
(口の字形式)
403
(口の字形式)
小ホール
特別会議室
(長円卓)

定員(名)

午前・午後

全日

24

¥6,300

¥12,000

30

¥7,900

¥15,100

12

¥3,200

¥6,000

67

¥21,000

¥39,900

16

¥20,400

¥38,700

※午前は 9 時～13 時、午後は 13 時 30 分～17 時 30 分、全日は 9 時～17 時 30 分
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