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やっぱ加茂らいね ～地元買物運動実施中～お買物・ご利用は地元のお店から 

「かもっ子クーポン」～１０月１日全戸配布～ぜひ、ご利用ください！！ 
当商工会議所では、活気あふれる商店街の再生を目指して、お客様により良いサービスを提供し支持される店づ

くりと、市内店舗から買物を促進する地元買物運動を実施しています。昨年大変好評でした「かもっ子割引クーポ

ン」を、本年も各組長を通じて市内全戸配布し、また加茂美人の湯などの公共施設でも配布しています。 
通常、お買物等をした場合には買物金額の他に消費税５％がかかりますが、この消費税のうち約０・５％が各市

町村に入る仕組みで、加茂市内で買物すると、その一部が加茂市に入ってきます。加茂市を豊かな住み良い街にす

るには、やはり税財源も重要です。是非、お買物・ご利用は加茂市でお願いします。 
また、市内のお店や商店街が良くなるためには、消費者皆様のご意見やご提案が大切です。気が付いたことがあ

りましたら、お気軽に各お店または商工会議所へお寄せください。 
※「かもっ子割引クーポン」については、当商工会議所 TEL 52-1740 指導課（担当／難波、山本）まで。 

 

経営改善をやりながら資金調達を 
マル経資金（無担保・無保証人）をご活用ください 

対象：従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業、 
２０人以下の製造業・その他業種 

～融資利率１．２５％（１０/３現在） 秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） ～ 
◎マル経資金とは、当所会員事業所で小企業等の方々に経営改善を行っていただくための無担保・無保証人・低利

な国の政策融資制度です。現状の経営から脱却し、経営改善をお考えの方はどうぞご利用ください。 
●融資条件:貸付限度額５５０万円 ●返済期間:運転５年以内、設備７年以内 (環境衛生業種は運転資金のみ対象)
●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） 

※国の制度資金のため、税金を完納していることが条件です。 
国民生活金融公庫による金融相談会を開催します 
▼日時 １０月２０日（木）午前１０時～午後３時 

▼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） 

※日程は完全予約制です。必要書類を用意されまして、必ず事前に当商工会議所までお申込みください。 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員 (担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
 
企業等ＯＢ人材マッチング事業～直接ＯＢがお伺いしてアドバイスいたします！ 
技術支援・生産管理等～企業等ＯＢ人材の豊富なノウハウと経験があなたの企業を活性化～ 

技術支援・生産管理・製品開発・販売マーケティングなど、経営上の実務的な相談事に企業等ＯＢ人材が直接企

業にお伺いしてアドバイスいたします。現場で培ったノウハウを、専門家とは違った視点から具体的なアドバイス

をいたします。現在、大手製造業を退職されたＯＢを中心に８名のアドバイザーに登録いただいています。ＯＢ人

材アドバイザーへの謝金は１日１万～３万円。お気軽にご相談ください。 

【にいがた県央地域ＯＢ人材バンク】 ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/objinzai/  

（アドバイザーの詳細・専門分野がご覧になれます） 

※お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 
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遠隔地取引の開始や取引先のマイナスの噂を聞いた時・入金状況に変化があった時‥‥ 

少しでも気になったら…企業情報検索サービス…をご活用ください 

～加茂商工会議所会員のみ特別
● ●

格安
● ●

料金
● ●

にて受付中！～秘密厳守～ 
当商工会議所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使ってデータを収集し、情報公開している企業情報を

当所会員事業所に情報提供するサービスを実施中です。リスク回避、与信管理にご活用ください。 
１．企業調査…１件 1,500 円（実費） 

◎  基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、創業、株主構成、取引銀行、主力取引企業（仕入

先、販売先）、取扱商品（製品）、直近３ヵ年の決算内容、最近の業況、同業種順位（全国・県内） 他 

２．企業調査レポート…1件 38,000 円（会議所会員特別料金：通常価格 50,000 円⇒38,000 円） 
◎  レポート内容…上記基本情報に、財務諸表・不良債権状況・資産状況等、より詳細な情報を追加。 

※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 

 

 消費税の対応は万全ですか？～改正消費税対応講習会/個別相談会～   

消費税の課税事業者となった場合は、速やかに届出書の提出等が必要です。また、一般課税で申告される場合、

仕入税額控除を受けるためには、一定の要件にしたがって帳簿の記載や請求書等の保存をしなければなりません。 
当商工会議所では、各事業者の消費税相談に対応するため、改正消費税に関する個別相談会を下記のとおり開催

いたしますので、お気軽にご相談ください。 
▼ 日時 ●講習会   ①１１月１４日（月）13：30～15：30 ②１１月１５日（火）19：00～21：00 

     ●個別相談会 ①１１月２１日（月）②１１月２２日（火）※要予約、講習会を受講の上お申込ください。 
▼ 場所  加茂産業センター  ▼受講料・相談料  無 料 
▼ 申込み 下記申込書に必要事項をご記入の上、当商工会議所指導課へお申込みください。個別相談はお申込み後

時間調整の上、時間をご連絡いたします。 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 指導課（担当／難波、高畑）まで。 
 

バーチャルタウン加茂＝商店街大通り秋祭り 10/15(土曜)へ出店！ 
バーチャルタウン加茂は、インターネットから市内商店、コミュニティ情報の発信を行い、毎月約２千件のアク

セスがありますが、より広く市民にＰＲするため、商店街大通り秋祭りに合わせて穀町商店街のスペースにてバー

チャル参加店が出店します。また、今年も地元新潟経営大学学友会とタイアップして出店し、販売促進アピールし

ます。１０／１５（土）は、商店街大通り秋祭りに是非おいでください。  
▼日 時 １０月１５日（土）午前１０時～午後４時 ▼場  所 商店街大通り秋祭り・穀町商店街区内 
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740 指導課（担当／高畑）まで。 

 
建築業者必見！！～住宅・建築・建材・設備・リフォーム等丸ごと展示～ 

ジャパンホームショー２００５視察のご案内 
日本最大規模の住宅・建築関連専門展示会『ジャパンホームショー２００５』が今年は、１１月８日（火）～１１日（金）の４日間

にわたり、東京ビックサイトにて開催されます。当所木工木材業部会では、ジャパンホームショーの視察見学を１泊２日で実施

します。最新の住宅・建築関連の展示ブースを見学し、今後の販路拡大、技術革新等にお役立てください。木工業関

係者だけではなく、建築・設計関係者等会員事業所もこの機会に是非ご参加ください。 

▼視察実施日 １１月１０日（木）～１１日（金） ▼参加費 １名 ２０，０００円（会議所より補助あり） 

▼交通手段 往復マイクロバス 

※ 詳しくは、当商工会議所TEL52-1740 業務課（担当／桑原、阿久津）まで。 

改正消費税対応講習会・個別相談申込書 
加茂商会議所指導課（難波、高畑）（ＦＡＸ５２－４１００）御中     （希望日に○印をつけてください） 

事業所名  ＴＥＬ  

受講者名  ＦＡＸ  

 １１／１４(月)(昼)13：30～15：30  11/21(月)  11/22(火)
講習会 

 １１／１５(火)(夜)19：00～21：00
個別相談会 

午前・午後・何時でもよい 
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第３６回永年勤続商工従業員表彰のご案内 ～無料～ 

―従業員の勤労意欲向上が、企業発展の源です―         

当商工会議所では、永年勤続商工従業員表彰規則に基づき、次のとおり優良商工従業員を表彰します。該当する

従業員がおられましたら、ぜひご推薦ください。 
▼表彰該当者 （年数計算基準日／平成１７年１１月２３日）各事業所における勤続年数が５年､１０年､１５年､ 

２０年､３０年及び３０年以上の者は５年ごとにその表彰年次に達する者（但し、５年は女性のみ､

法人役員並びに個人事業の家族従業員は対象となりません） 
▼表彰状名義 ①３０年以上表彰…日本商工会議所会頭並びに当所会頭 ②２０年表彰…新潟県商工会議所連合会

会頭並びに当所会頭 ③１５年､１０年､５年表彰…当所会頭 
▼表彰式及び 表彰式は行いませんので、当該事業所において適宜伝達授与ください。また記念品は、各事業所に 
記念品   てご用意ください。 

▼締切日・費用 １０月２１日（金）まで。申請料等の費用は無料です。 
▼申込方法   所定の申請用紙（お問い合わせください）にご記入のうえ、期日までにお申し込みください。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 総務課（担当／近藤）まで。 

 

健康診断はお済みですか？～受診料の一部を当商工会議所が補助します～    

 従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられていますが、企業発展のためには従業員の健康管理が一番

大切です。当商工会議所では、より受診しやすいよう受診料の一部補助を行っていますので、この機会に従業員全

員が受診されますようご案内申し上げます。 

１．対 象 者  加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．健診機関・日時  

 
 
 
政府管掌生活習慣病検診はキャンセル待ちの状況です。あらかじめご了承ください。 
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／阿久津）まで。 

 

人間ドックが → 今だけ￥２９，４００-で受診できます！！   
 （社）新潟県健康管理協会では、人間ドックキャンペーンを１０月１日から来年３月２４日まで実施中です。加

茂商工会議所会員事業所の事業主、従業員の方であれば誰でも、通常４５，１５０円（税込）のところ、キャンペ

ーン特別料金２９，４００円で実施します。また、数名お集まりいただいた場合は、送迎サービスもございます。

是非この機会にご利用ください。 
 ※ 詳しい内容、お問合せは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／阿久津）まで。 
 

最低賃金が 9月 30 日から改正 
新潟県（地域別）の最低賃金が９月３０日から、現行の６４２円から３円引き上げられ、時間額６４５円に改正

されました。 

新潟県最低賃金 ６４５円 １７年９月３０日より 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 業務課（担当／堀川）まで。 

 

第３回加茂料飲店繁盛塾のご案内 ～参加費無料！～ 
第３回加茂料飲店繁盛塾が下記のとおり開催されます。ぜひ、この機会にご参加くださいますようご案内申し上

げます。  
○主催 ㈱つばめや商店 ○後援 加茂商工会議所 
▼日 時 １０月７日（金）１４時～１７時    ▼場 所 加茂商工会議所会議室 
▼講 師 フォロインプレンディ㈱ 代表取締役 氏家

う じ け

 秀
しゅう

太
た

 氏 
▼テーマ ｢氏家式 飲食店最新キーワード１８｣  ▼参加費 無料 
※ 詳しい内容、お申し込みは、㈱つばめや商店（TEL52-0155 FAX53-0718）まで。 

実 施 機 関       健 診 日 時         
(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             

TEL025-283-3939 
１０月２８日（金）８時３０分～１５時 
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平成１７年度中小企業会計啓発・普及セミナー 
決算で利益が出ているのにいつもお金が足りない…／金融機関に融資を断られた、決算書のどこがポ

イントになっているのかが分からない… これでは万全な経営はできません 
「～信用力のある決算書をあなたの武器に～ 

経営力を強化するための会計とは？」 無料！ 
決算書を正しい会計ルールに基づいて作成し、正しい情報を読み取ることができれば、自社の経営分析力、資金

調達力、受注拡大力といったこれらの悩みを解決することが可能です。決算書は読み込んでこそ経営の武器となり、

金融機関、取引先等への企業信用力も高くなります。 

今回のセミナーは決算書の読み方や役立て方、財務分析の方法などを中心に分かりやすく説明します。この機会

に是非ご参加ください。 

◆対象者：中小企業の経営者・財務担当者等  ◆受講料：無 料 

◆日 時：１０月１９日（水）１８：３０～２０：００  

◆定 員：３０名 ◆場 所：加茂市産業センター３階研修室 

◆内  容：・「中小企業の会計」の意義・必要性 ・財務会計の構造を知る 

・決算書にまつわる中小企業の悩み  ・お金の流れを把握する  

※地元診断士による地域密着の分かりやすい内容となっています。 

◆講 師：（有）ＭＣＡ代表取締役 小松俊樹（中小企業診断士） 

 

チャンスをつかもう！めざせ経営革新！！ 
第二創業塾のご案内 ～ビジネスプラン作成、実務演習～ 

当所では経営革新応援セミナー「第二創業塾」を開催いたします。厳しい経済状況の中で、行き詰まりつつある

既存事業を再生し、何とかして現状から脱出したいと考えている事業主や若手後継者等を対象に、経営革新の手法

やプラン作成方法を実務演習によって学んでもらうべく全１０講で実施します。ぜひ、この機会にご参加ください。 

▼日時 １１月１８日（金）から全１０講 １９時～２１時３０分  

▼会場 加茂市産業センター 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／堀川）まで。 
 

 大好評！！～親切、丁寧、分かりやすい個別フリーレッスン制～ 
加茂商工会議所パソコン教室只今募集中！ 

・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ので、お早めにご予約ください） 
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円 
・テキスト代：①～⑦ ３,４６５円 ⑧～⑨ ２,１００円 
※加茂地区雇用促進協議会にご加入いただいている事業所は、受講料を年間２

回に限り補助します。  
 

 

フリーレッスン制です

ので自分のペースで無

理なく修得できます。も

ちろんパソコン初体験

の方でも安心して受講

できます。 

※お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 総務課（担当／近藤）まで。 

中小企業会計啓発・普及セミナー申込書 
加茂商工会議所 業務課（FAX52-4100）佐藤行 

住  所  TEL  FAX  

事業所名  受講者名   受講者名  

講座名（各コースとも２時間×６回） 
①パソコン基礎 ②インターネット 

③ワード基礎 ④ワード応用 

⑤エクセル基礎 ⑥エクセル応用 

⑦ホームページ作成 ⑧アクセス２０００（データベース）

⑨パワーポイント（プレゼンテーション） 

コース名 ２－A ２－Ｂ ２－Ｃ ２－Ｄ ２－Ｅ 
第１回 １０／１１日（火） １０／２４日（月） １１／７日（月） １１／２１日（月） １２／５日（月） 

第２回 １２日（水） ２６日（水） ９日（水） ２４日（木） ７日（水） 

第３回 １４日（金） ２８日（金） １１日（金） ２５日（金） ９日（金） 

第４回 １７日（月） ３１日（月） １４日（月） ２８日（月） １２日（月） 

第５回 １９日（水） １１／２日（水） １６日（水） ３０日（水） １４日（水） 

第６回 ２１日（金） ４日（金） １８日（金）  １２／２日（金） １６日（金） 


