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☆10/1 リニューアルオープン！お得な情報満載「バーチャルタウン加茂」 URL：http://www.kamocci.or.jp/town/ 

 

バーチャルタウン加茂参加店募集中！ 
～使ってお得なクーポン券発行中！どうぞご覧ください～ 

 「バーチャルタウン加茂」は、１０月オープン以来、多くの方からアクセスをいただいております。当所

では､引き続き参加店を募集しています。ホームページを見た消費者の方々が実際店舗へ足を運んでもらい

商品を購入していただけるよう、かつ通信販売をコンセプトとしています。販売促進の一環として、ぜひご

利用ください。 
 また、バーチャルタウン加茂では、商店街やお店のイベント・セール情報などを毎日更新しています。掲

載料は無料ですので情報をおよせください。 
 
 ◆ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ｋａｍｏｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ／ｔｏｗｎ／ 
◆主な掲載内容 

 ＊ちょっとお得なクーポン券 

      「バーチャルタウン加茂」参加店で使える、お得なクーポン券を発行。 

             割引や粗品進呈などが受けられますので、印刷してお持ちください。 

 ＊うちの看板娘   市内事業所でがんばる看板娘（娘さんや従業員の方）を紹介しています。 

 ＊うわさの職人   伝統を伝える職人を紹介しています。 

 ＊今月の献立    市内飲食店等から提供いただき、家庭でも簡単に作れるレシピを紹介。 

＊イベントトピック 加茂市や商店街のイベント、お店の売出しなどをタイムリーにお伝えします。 

  ◎顧客データベースの作成 

    各参加店で使われたクーポン券を商工会議所で集計、顧客データベースを作成し、販促事業に役立

てます。もちろん参加店には、情報をフィードバックします。 

市町村合併に関する最終意識アンケート調査実施のお願い 
 当商工会議所では、本年度重点事業の一つに「市町村合併に関する調査研究と経済的情報の提供」をテー

マにあげており、１０月２５日に加茂市内会員事業所宛て「市町村合併に関する会員事業所（最終）アンケ

ート」をお願いしましたが、１１月７日（木）現在の回収率は４６．０％となっています。 
より多くの方からご回答をいただくため、１１月１４日（木）締め切りとなっていますので、主旨をご理

解いただき、まだご回答いただいていない事業所におかれましては、先般１０月１０日と１５日の２回、情

報提供させていただきました合併に関する資料を参考の上、１１月１４日（木＝当所必着）まで早急にご記

入、ご投函くださるようご協力をお願い申し上げます。 
問い合わせ先 当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／指導課：若杉、難波）まで。 

法務局加茂出張所(登記所)の存続を求める署名運動のお礼 
 法務省の行政改革の一環として、地方にある支局や出張所(登記所)の統合、廃止が進められています。当

商工会議所は、金融交通諸業部会を窓口に昨年、整理統合に反対する旨表明していました。 

 三条支局に統合されますと司法書士、土地家屋調査士等のみならず一般の人までも登記簿謄本の取得、印

鑑証明などささいなことで三条まで出向かなければならい他に、これを業とする代理人に依頼すれば今まで

必要なかった出張料、交通費等の余計な経費支出が発生するなど様々な悪影響が予想されます。 

 この加茂出張所(登記所)の廃止に断固反対し、存続をするために、加茂市、市議会、商工会議所、区長会

及び関係団体が連名で署名運動を行っていました。署名運動の結果、市民２７,３８０人（人口の約８２％）

の署名が集まりました。 

 この署名簿を添えて７日、８日には、小池加茂市長、阿部商工会議所会頭ほか関係者が法務省、総務省、

県選出国会議員に、登記所の廃止に断固反対し、存続をするために陳情に上京いたしました。この全市民あ

げての反対運動が実を結び、登記所が存続されることを切望します。 
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所得税の青色申告決算書作成等の説明会を開催 
今年も青色申告の決算の時期が近づいてきました。 
この度、青色申告者を対象に、決算書・貸借対照表の作成方法、給与所得者に対する年末調整の仕方、源

泉徴収票や報酬料金等の支払調書の記載方法などについて、説明会を開催しますので、是非ご参加ください。 
なお、説明会当日は、税務署より郵送される決算関係書類等をご持参ください。 
○開催日：１２月３日（火）午後２時より 
○ 会 場：加茂商工会議所 ２階 会議室 

金融インフォメーション 
《国民生活金融公庫移動相談会を実施します》 

当所では、国民生活金融公庫とタイアップして「公庫移動金融相談会」を開催します。 
融資のご相談やお申込みなど、公庫融資担当者が個別に対応し、原則その日のうちに即決します。 
この機会にお気軽にご相談ください。 

１．日時・場所 １１月２２日（金）午前１０時～午後３時まで 於加茂商工会議所 研修室 
２．必 要 書 類 ・３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以

内のもの） 
３．お 申 込 み ご相談をご希望の方は、１１月２０日（水）までに必要書類を添えて、当所（担当：経営

指導員／若杉、桑原、難波 電話：５２－１７４０）へご予約ください。 

《マル経資金をご利用ください》 

制   度   名 利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．３ 

当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企業等経営改善資金

（無担保・無保証人）」並びに「普通貸付」の利率は右記のとおりで

す。お気軽にご相談ください。 

詳しくは、当所（本件担当：経営指導員／若杉、桑原、難波）まで。 

普  通  貸  付 １．６ 

商売がもっと楽しくなる勉強会 ～非常識の成功法則～ 
当所青年部では若手後継者を対象にワークショップ形式の勉強会を開催します。 
今回は「やりたくない」ことを徹底的に列挙し、そこから「やりたいこと（目標）」を見つけるといった、

ちょっと変わったセミナーとなっております。 
詳細、お申込は当所ＴＥＬ５２－１７４０（担当：佐藤）まで 
■日 時 平成１４年１１月２８日（木）午後７：００～２１：００ 
■場 所 大 阪 屋 
■会 費 ２,０００円 

※尚、今回は若手後継者を対象としておりますので、誠に申し訳ございませんが、４５歳未満の方に参加制

限させていただきます。ご了承ください。 

三好 基晴先生環境講演会のご案内「美味しく・楽しく･安全に…」 
近年、化学物質による環境汚染が騒がれています。地球環境を破壊し、我々の体内にも蓄積され、子や孫

にまで悪影響を与えかねません。寄ｉ塾では、三好先生の活動に着目し、一人でも多くの方々にご理解頂き

たいと思い、下記の通り講演会を開催することとなりました。大勢の皆様のご来場をお待ちしております。 
＜三好 基晴 先生プロフィール＞ 

1953年 福井県鯖江市生まれ。臨床環境医・神奈川県藤沢市ホスメック･クリニック院長 
  スポーツ選手経験を生かし、大学でスポーツ選手とケガの関係、トレーニング方法などを研究。  
  アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患･化学物質過敏症･電磁波過敏症などの診療を  
  主にしている。 
 

■日 時 平成１４年１１月１４日（木） 
   ☆開場 午後６：００ ☆開演 午後６：３０ ☆終了 午後８：３０  

■会 場 加茂市民文化会館大ホール 
■入場料 無 料  

お問い合わせ先は、寄ｉ塾事務局（げんきフードサービス内）TEL０２５６－４１－００２２まで。 
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～共済還元事業～「商店ご利用チケット」プレゼント  
 当商工会議所では、会員事業所の生命、財産保全のために各種共済事業を実施中ですが、共済還元事

業の一環としてアクサ生命取り扱いの共済制度にご加入の皆様を対象に、昨年度に引き続き共済掛金額

（月額掛金２,４００円以上）に応じて約１００件の市内商店、飲食店でご利用できる「商店ご利用チ

ケット」を贈呈します。チケットは１１月上旬から順次各事業所へ担当者がお届けします。お楽しみに！ 
お問い合わせは、当所ＴＥＬ５２－１７４０（担当／総務課：近藤）まで。 

パソコン教室第 4 期募集！！スキルアップ間違いなし！！ 
当所パソコン教室第 3期募集大好評につき、来年１月からスタートのパソコン教室第４期募集を行います。

この機会をお見逃しなく皆様、ふるってご参加ください。 
 
・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０～２０：３０ 
    （全６回コース） 
・定 員：１０名（先着順に受付となります） 
・受講料：会員/8,000 円 一般/10,000 円 
・テキスト代：①～⑥3,465 円、⑦⑧2,100 円 
※雇用促進協議会会員事業所及び従業員の方は受講料を 
全額補助いたします。 

 
 なお、日程は、当所（担当／近藤）までお問合せください。 

労務個別相談会のご案内 ～あなたの事業所の就業規則は万全ですか？～ 

 企業の経営者、人事担当者を対象に労務個別相談会を随時開催いたします。相談料は無料となっておりま

すので、ぜひご利用ください。 
 なお、当所では、現行の法律に適応したモデル就業規則を作成しました。（従業員１５名程度の事業場を

想定して作成）希望者に無料で配布しておりますので、必要な方はお問い合わせください。 
◆日 時  随時（日程調整いたします） 
◆場 所 加茂商工会議所研修室 
◆講 師  社会保険労務士 星 仁一郎 氏 
◆内 容 各事業所における労務管理等に関する問題点について 

○就業規則の変更､見直し ○育児・介護休業制度 ○各種助成金制度 
◆相 談 料  無料           お問い合わせは、当所（担当／山田）まで。 

 

ただいま証券診断無料サービスをはじめお得なサービス実施中！！ 

ますます充実､商工会議所の共済制度！＼従来の共済に加えて、新共済もスタート／ 

 当所では会員事業所の生命､財産保険のために各種共済事業を実施中です。 

＜証券診断無料サービス実施中＞ 

あなたの保険は大丈夫ですか？いざというとき役に立なければ保険ではありません。保険の内容を保険の

プロが詳しくご説明させていただきます。（他社の保険でももちろんＯＫ。お気軽にご相談を。） 

○自動車共済・・・見積り無料サービス実施中。今の保険料が高いと感じたらすぐにお電話ください。同

じ保証でこの値段！！（損保系の共済ですので事故の時も安心サポート。） 
 

○火災共済・・・割安な掛け金に、さらに余剰金は利用分量配当金として加入者へ還元されますので、一

層割り得。火災・落雷・雪害など広範囲な保障で、あなたをサポートします。 
 

※医療総合保障共済～医療（病気やけが）とがんのセット共済です～ＮＥＷ！新発売！ 

  手続きカンタン、医師の診断に代えて告知書のご提出のみで OK です。 
 

 

○アクサ共済終身医療保険『健康宣言・アビー２１』大好評！！ 

    １泊２日から一生涯の安心医療保障！！更に、特則を付加することで通常の最大３０％保険料ダウン

を実現いたしました。更に、保障内容充実！ 
 

※ 詳しいお問い合わせは当所（自動車・火災・医療総合保障共済担当／難波、大橋、横山）まで 

アクサ共済（担当／アクサ加茂分室 TEL５３－２７５５又は、当所総務課：近藤）まで 

講座名（各コースとも２時間×６回） 

①パソコン基礎インターネット活用コース 

②ワード基礎コース 

③ワード応用コース 

④エクセル基礎コース 

⑤エクセル応用コース 

⑥ホームページ作成コース 

⑦アクセス２０００コース（データベース） 

⑧パワーポイントコース（プレゼンテーション） 
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当所会員加入キャンペーン実施中！！ 
会議所会員入会資格が大幅に拡大しました。 
商工会議所では、会員加入キャンペーンを実施しています。 

 正会員の加入資格も広がりましたので、近所、お知り合いで会員加入をご希望される方がおりましたら、

ぜひ、ご照会ください。会費の金額は従業員規模等にとって計算されます。（法人事業所最低年会費１２千

円、個人事業所最低年会費８千円） 
※詳しくは、当所（担当／風間）まで。      

 

小規模企業・倒産防止共済のご案内 
●小規模企業共済制度とは 

  小規模企業の事業主の方を対象とした国の退職金制度です。月々掛金を納付していただくことによって、

事業をやめたり、役員を退職したときなど第一線を退いたときに法律で定めた共済金が支払われます。 

《制度の特色》 

○安全・確実      毎月の掛金は千円～７万円以内(500 円刻み)で選択できます。 

○掛金は全額所得控除  掛金は、全額が所得から控除され、節税にもなります。 

○共済金の支払い    共済金の支払いは一時払い又は分割払いが選択できます。 

○共済金の扱い     共済金は、税法上一時払共済金については退職所得扱い、分割共済金について 

公的年金等の雑所得扱いとなります 

○貸付制度              掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けることができます。 

 

●中小企業倒産防止共済とは 

    取引先事業者の倒産の影響をうけて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を

図るための共済制度です。 

《加入資格》 

  ○引き続き１年以上事業を行っている中小企業者で次の条件に該当する方。 

業  種 資本の額又は出資の総額 従業員数 
製造､建設、運輸業その他 ３億円以下 ３００人以下 
卸売業 １億円以下 １００人以下 
サービス業 ５千万円以下 １００人以下 
小売業 ５千万円以下  ５０人以下 
ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下 
ｿﾌﾄｳｪｱ業、情報処理ｻｰﾋﾞｽ業 ３億円以下 ３００人以下 
旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

                 (申込み・問合せ／当所 指導課 ５２－１７４０)   
 
加茂美人の湯 11/24 オープン！! 
～のんびりくつろげる温泉施設まもなくお目見え～ 
加茂市内七谷地区に日帰り温泉施設、市民福祉交流センター「加茂美人の湯」が１１月２４日いよいよオ

ープンします。粟々岳を眺めながらのんびりくつろいでいただきながら、風光明媚な景観や効能抜群の温泉

を楽しんでいただけることと思います。 

アクセス･施設の概要･入館料は以下のとおりです。 

○施設の位置  加茂市大字宮寄上地内（加茂駅から車で２０分） 

○施設の概要  大 広 間・・・１００畳×３室 研修室・・・1２畳×８室 

         大 浴 場・・・大浴槽、ドライサウナ、スチームサウナ･ジャグジー、泡風呂、打た

せ湯、露天風呂など 

         家族風呂・・・２室（障害のある方も利用できます） 

         健康増進コーナー・地域情報コーナー・物産品展示スペースなど 

○入 館 料  大人（中学生以上）午後６時まで７００円、午後６時から５００円 

         小人（小学生）午後６時まで３００円、午後６時から２００円 

         小人（小学生未満）無料 


