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任期満了（10 月 31 日）に伴う商工会議所
「議員」の選挙・選任が行われます
〜1 号議員(定数 40 名)の立候補・推薦を 8 月 24 日〜31 日まで受け付けます〜
会員事業所（地区外等の特別会員を除く）の中から選ばれる１号議員の立候補または推薦を８月２４日〜３１日
の間、受け付けます。
〜1 号議員立候補届・1 号議員候補者推薦届（本人の承諾が必要）は、当所に用意してあります〜
当所の 1、2、3 号議員総定数８０人の任期が１０月３１日で満了となるため、議員の選挙・選任規約により順次
手続きが行われます。
《議員の種類と定数》
全国の商工会議所は、商工会議所法の定めるところにより運営され、商工会議所会員の代表者として「議員」を
選んでいます。議員数は商工会議所の規模、会員数によって国の認可を受けその商工会議所の定款で決められてい
ます。当所の議員総数は８０人となっています。議員は、選出方法の違いにより１号議員、２号議員、３号議員で
構成されています。
●１号議員（定数４０人）とは‥‥
会員事業所の中から選挙によって選ばれる議員を「１号議員」といい、正会員は選挙権、被選挙権を有します。
（地区外等の特別会員を除きます）
・会員事業所を代表する者は、本人が立候補または他の会員から推薦されることができます。
（本人の承諾が必
要です）
・この立候補、推薦数が議員定数を超える場合には、投票が行われます。
・投票は、本年６月３０日現在における正会員の事業所で、会費１口（１,０００円）につき１個の選挙権を有
します。ただし、１会員の選挙権は最高２０個までとなっています。
１号議員の立候補または推薦は、８月２４日〜３１日の間に受け付けます。
●２号議員（定数２８人）とは‥‥
会員事業所は、７部会のいずれかに所属します。その部会から選ばれた議員を「２号議員」といい、いわば業
種代表です。その部会の本年６月３０日現在における所属会員数に応じて、各部会において選任されます。２号
議員の選任方法は、各部会で定めることになります。９月１８日までに７部会の会合が開催され、各部会選出の
２号議員が選任されます。選出する２号議員数は、卸小売商業部会７人、サービス業部会４人、木工木材業部会
３人、ニット織物業部会１人、金属工業部会３人、建設業部会５人、金融交通諸業部会５人。また、部会長、副
部会長、分科会長、副分科会長、代議員の部会役員の任期も本年１０月３１日に満了になることから、併せて部
会役員も選任します。
●３号議員（定数１２人）とは‥‥
１号、２号議員の決定後、両議員による議員協議会を文書開催のうえ選考委員をもって選考・選任します。当
所の３号議員は比較的大手企業を選出しています。
※役員である会頭、副会頭（３名）
、監事（３名）、常議員（２６名）、専務理事の選任は、この議員８０名で構成す
る「議員総会」において選任されます。臨時議員総会は、１０月３０日（火）に開催する予定です。
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！無担保
！無保証人
８／８現在の金利
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マル経資金
対象 ＞ 従業員数２０人以下の製造業・その他業種
＞ 従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業

金利上昇傾向のため、今が借り時です！
まずはお電話ください。〜秘密厳守〜

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
の政府系国民生活金融公庫の融資制度です。経営改善をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。
貸付限度枠５５０万円 ●返済期間 運転５年以内 設備７年以内
(飲食業等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、他に会社の登記薄謄本、試算表（３カ月以内のもの）
（制度資金のため、税金を完納していることが条件です。
）
●金融相談日のご案内
１）国民生活金融公庫相談会
▼日時 ９月 １３日（木）午前１０：００〜１２：００
２）信用保証協会相談会
▼日時 ９月 １２日（水）午前１０：００〜１２：００
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。
●融資条件

ご協賛
ありがとうございました！

８月１４日（火）は皆様おそろいで
河川敷へお越しください！！
越後加茂川夏祭りは、今年で２２回目を迎え、８月１４日（火）に実施いたします。実施にあたり、毎回会員事
業所各位から多大なご協賛を賜り厚くお礼申し上げます。皆様からご頂戴しました協賛金は、次のとおりです。
●会員協賛金＝953 事業所、13,783,900 円●市民協賛金＝市民 8,677 世帯、2,746,140 円でした。
また、当日は恒例の「ウキウキ桃釣り大会」などの昼行事とメイン行事の大盆踊り大会、大花火大会などイベン
トが盛りだくさんです。イベント実施有無については、昼行事は午後１時、夜の行事は午後５時に実施合図の花火
を打ち上げます。８月１４日（火）は皆様おそろいでぜひ加茂川河川敷メイン会場へお出かけください。
《大盆踊り大会は、当日の飛び入りも大歓迎です。奮ってご参加ください。》
※お問い合わせは、加茂夏祭り実行委員会（盆踊り担当：佐藤・山本 ＴＥＬ52‑1740）まで。
● ８月１日付けで各区長さんから配付いただきましたイベント案内・花火番付表をご覧ください。
《（お願い）加茂川美化翌朝清掃にご協力ください》
●日 時 ８月１５日（水）午前８時〜９時 雨天決行 (合図花火 午前７時４５分に打ち上げ)
(１４日（火）が雨天中止の場合は、実施いたしません。)
●範 囲 昭和橋〜加茂川橋までの河川敷及び両岸道路

◎夏祭りテレビ放映時間変更のお知らせ
ＮＳＴ新潟総合テレビ「第２２回越後加茂川夏祭り」の放映時間が変更になりました。

８月２５日（土） 【変更前】午前１０時３０分〜１１時００分
↓
【変更後】午前１０時００分〜１０時３０分

2／４

〜三条社会保険事務所からのお知らせ〜
三条社会保険事務所では、より多くの方から年金記録の確認をしていただきたく、下記日程により臨時の年金記
録相談会を開催いたします。
相談会場が混雑し待ち時間が長くなるような場合には、ご本人の了解を得て受付票をお預かりし、後日記録回答
票をご郵送させていただく場合もありますので、予めご了承ください。
● 日 時 平成１９年８月２９日（水） １０：００〜１５：００
● 場 所 加茂商工会議所会議室
● 相談員 三条社会保険事務所職員２名、社会保険労務士２名
・年金記録確認の際にご用意いただくもの
（１） ご本人の場合
年金手帳、被保険者証、ご本人であることを確認できるもの。
（２）ご本人以外の方
委任状と委任した方の年金手帳等と、委任を受けた方が本人であることを確認できるもの。
※ 詳しくは、三条社会保険事務所 TEL 32‑2821 または当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／桑原）まで。

女優・磯村みどり主演

演劇「いのちの華」

公演のご案内

加茂市・加茂文化会館主催、当商工会議所共催による女優磯村みどり先生主演舞台演劇「いのちの華」の加茂公
演が、来たる１１月１０日（土）に開催されます。チケットの購入にご協力をお願いいたします。
・日 時：１１月１０日（土）午後２時〜 ・場 所：加茂文化会館大ホール
・チケット料金：Ｓ席３，０００円（当日３，５００円）Ａ席２，０００円（当日２，５００円）
・発売開始：８月２０日（月）午前９時から主要チケット売場で一斉発売。
あらすじ
昔、その土地には７０歳になると山へ捨てられるしきたりがあった。
自然の中でお年寄りはたくましく生き始め、いつしか老人のユートピアになっていく。一方、お年寄りが
いなくなった里ではいたるところで問題発生！人が人として自然と共に生き、生かされている事を再確認
させられる物語です。また、お年寄りの大切さ、いのちの大切さを改めて考えさせられる作品で確かな感
動を与えてくれると思いますので、ぜひご覧ください。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／近藤）まで。

商工会議所

業務休業

のお知らせ

８月１４日(火)から１６日(木)まで業務を休業させて頂きますので、よろしくお願いします。
当所自動車共済にご加入の方で万一事故が発生した場合は、共済本部の事故処理センターが２４時間体制で受け
付けていますので、ご連絡ください。

『関東自動車共済（協）本部事故処理センター』
ＴＥＬ： ０１２０−１０４−６５０（フリーダイヤル）
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Seminar

セミナーのご案内

Infomation

加茂鉄工業協同組合主催

経営者セミナー開催のご案内
加茂鉄工業協同組合では、経営者並びに管理職の方々を対象に下記のとおり「経営者セミナー」を開催
いたします。
日
会
演

時：８月２９日（水）
、９月１９日（水）
、１１月２日（金）の全３講（各講義とも９０分）
場：加茂市産業センター３階講習室
題：第１回 ８月２９日（水）１６：００〜
講師：明治大学政治経済学部教授 小池 保夫氏
「組織と人−コミュニケーション能力を高める」
第２回 ９月１９日（水）１６：００〜
講師：明治大学政治経済学部教授 小池 保夫氏
「産業の情報化と情報の産業化」
第３回 １１月２日（金）１６：００〜
講師：明治大学政治経済学部教授 大胡
修氏
「労働人口が減ることの意味−過疎化がもたらすもの」
参加費：１講につき５００円
申込み：参加申込書に記入のうえ、８月２４日（金）までに加茂鉄工業協同組合（担当／佐藤 TEL52‑3005
FAX52‑1179）
、または当商工会議所（担当／桑原 TEL52‑1740・FAX52‑4100）までお申し込みください。

猫次郎の経営体験談

「どん底からの復帰」
〜「借金力」「借金にケリをつける法」の著者が赤裸々に語る！〜
現在の厳しい経営環境下では、経営上のリスクも多く自社の危機管理や安全度の把握をしておくことは
重要な課題です。
今回は、経営に行き詰りながらも自力で経営再生を果たした経営者が、それまでの壮絶な実体験、決し
て人には自慢できない話を語ります。普段聞くことのできない講演です。この機会にぜひ奮ってご参加く
ださい。
日
講
演

時：８月２１日（火）１３：３０〜１５：３０
会 場：加茂商工会議所会議室
師：㈱吉田猫次郎経済再生研究所 代表取締役社長 吉田 猫次郎 氏
題：
「どん底からの復帰」
大事なのは借金に関する教育/現段階でできる「防災訓練」/講師自身の体験談（経営再生の秘訣）
参加費：１，０００円（資料代他）
申込み：参加申込書に記入のうえ、８月２０日（月）までに事務局（担当／山本 TEL52‑1740・FAX52‑4100）
までお申し込みください。

［ セミナー参加申込書 ］
参加セミナーに○印

開催日／演題
当
所
主
催／８月２１日：猫次郎の経営体験談「どん底からの復帰」
加茂鉄工業協同組合主催／８月２９日：
「組織と人−コミュニケーション能力を高める」
加茂鉄工業協同組合主催／９月１９日：
「産業の情報化と情報の産業化」
加茂鉄工業協同組合主催／１１月２日：
「労働人口が減る事の意味−過疎化がもたらすもの」
住
所
ＴＥＬ
−
事業所名
ＦＡＸ
−
受 講 者 名
受 講 者 名
受 講 者 名
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