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『とっておきの加茂☆秋物語

特産品フェア 2007』

１１月１０日（土）
・１１日（日）の２日間、
『とっておきの加茂☆秋物語「遊・食・技」特産品フェア２００７』
を加茂市民体育館、産業センター、中央コミュニティセンターの３会場で開催。盛会裏のうちに第１回を終了しま
した。
この事業は、停滞する加茂市産業が元気の出る起爆剤となり、工・商・飲食が連携して中心商店街活性化につな
げようと加茂市の支援、新潟県の助成を得て実施した事業です。
１０日（土）当所阿部会頭の開会挨拶、お招きの小池市長、早福県産業政策課長の挨拶を頂き、花火の合図によ
り１０時開会、１１日は雨の中にもかかわらず２日間の合計で延１５,１０４の入場者がありました。
加茂市民体育館では、地場産業の桐箪笥、桐家具ブランド、建具、屏風、越後杉の展示紹介・販売、住宅建築相
談、新潟経営大学のＰＲ。ニット、加茂縞小物品、商店逸品販売の他、麺類、お菓子販売。また本事業を契機に、
加茂の名物料理を開発、有名料理人の監修を願い「加茂の鯛めし」２千食を試食・販売しました。屋外では、加茂
山公園駐車場に、特設大テントの屋台村を設置し、夜には、ジャズバンドの生演奏を聴きながら飲んで食べて交流
を深める夜でした。
産業センターの会場は、「技」をテーマに、地元のリーディングカンパニー東芝ホームテクノ㈱の製造品を紹介、
金属製造技術の展示、阿部煙火工業㈱の花火製造紹介、メーカーの革靴展示即売、ＪＡ果物販売、コシヒカリの試
食・販売などが行われました。
五番町・中央コミュニティセンター会場は、雪椿の花びら染め、革小物、絵手紙、パッチワークの体験教室を開
催、手工芸に気軽に触れてもらうイベントでした。「五番町ごっつぉ広場」が五番町商店街(振)主管で併催され、い
ろんな食べ物が提供され賑わいました。
来場者からは「市内でこんなに製造品、特産品があるとは思わなかった」
「市内３会場を無料シャトルバスが循環
し便利」などの意見が多く寄せられました。
今回、初めての第一回開催ということで至らない点も多々ありましたが、次回の改善点といたします。また次回
は、今回以上の企業の出展をお願いします。

平成２０年１月１０日（木）開催

第３２回「新年会員事業所の集い」
〜新春講演会 作家 井沢元彦氏 来たる〜
当商工会議所では、賀詞交換と会員相互の交流を目的に毎年開催の「新年会員事業所の集い」を、平成２０年
１月１０日（木）午後２時３０分から加茂市産業センターホールにて開催します。
新春講演会は、鋭い角度から日本史に焦点をあてた「逆説の日本史」でおなじみの作家／井沢元彦（いざわ も
とひこ）氏をお招きし、
「日本はなぜ変わらないのか」と題して講演をいただきます。後日、正式なご案内をさせて
いただきますので、お誘い合わせのうえ多数ご参加ください。
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／明間）まで。
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！無担保

マル経資金
対象 ＞ 従業員数２０人以下の製造業・その他業種

！無保証人

＞ 従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業

１１／１９現在の金利

２.１％

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 １２月
７日（金）１０：００〜１２：００
２）信用保証協会相談会
▼日時 １２月 １２日（水）１０：００〜１２：００
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。
●融資条件

早期転換・再挑戦支援事業のご案内
相談料無料 あなたのお悩み、しっかりキャッチ。
事業の見通しがつかずお悩みの中小企業や個人事業主の方々を専門家の協力を得て応援します。より安定した経
営を続けるために早期にご相談ください。

・事業転換を図りたい
・再起業したい
・なかなか売上が伸び
ない
・財務状況を専門家に見てほしい
・将来ビジョンをハッキリさせたい
等々
※

●経営診断
あなたの会社の経営状況（事業・財務）
を診断いたします。
●事業プランの再構築
将来ビジョン、事業計画・資金計画と
いった計画づくり支援を行います。
●計画実行アドバイス
計画を着実に実行するためのアドバイスを行います。
●早期の事業撤退
やむを得ず撤退する場合も、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。

アドバイザーが企業ＯＢの経験とノウハウであなたの経営を応援！

企業等ＯＢ人材活用事業

初回相談無料！

技術支援・生産管理・製品開発・販売マーケティングなど、経営上の実務的な課題について、企業で培ったノウ
ハウをもった企業等ＯＢ人材が直接企業にお伺いして、具体的にアドバイスします。現在、大手製造業等を退職さ
れたＯＢ１３名のアドバイザーが登録しています。
ＯＢ人材アドバイザーの謝金は１日１万円が基準 お気軽にご相談ください。
ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/objinzai/（アドバイザーの詳細・専門分野がご覧いただけます）
※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／佐藤）まで。
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事業主のための退職金・倒産にあう前の自己防衛

小規模企業共済・中小企業倒産防止共済
■小規模企業共済とは
小企業の個人事業主、会社役員のための退職金をあらかじめ準備しておく、国の共済制度です。
○共済のメリット
【税制面】・掛金は全額「課税対象所得から控除」できるので、節税しながら老後の資金が蓄えられます。
ゆとりある老後のライフプラン設計を実現します。
・共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
【安全面】・法律に基づく国の共済制度ですので安心・確実です。
○制度内容
・毎月１，０００円〜７０，０００円までの範囲内で自由に掛け金を設定し、積み立てていきます。
・常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービスは５人以下）の個人事業主及び会社の役員が対象です。
■中小企業倒産防止共済とは
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の１０倍の範囲内（最高３，２００万円）で回収困難な売掛債権
等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。
○共済のメリット
【税制面】・掛金は税法上経費または損金に算入できます。
【貸付面】・共済金の貸付は、無担保・無保証人です。
・企業の財務内容、返済可能性などの金融審査ではなく、取引先の倒産と回収不能債権の事実確認
での貸付ですので、万が一の急場の資金難を乗り切れます。
○制度内容
・毎月５，０００円〜８０，０００円までの範囲内で掛金を設定し、積み立てていきます。
掛金総額３２０万円まで積み立てできます。
・業種、資本金、従業員数等により加入資格要件がございますので、詳細はお問い合わせください。
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52‑1740 （担当／佐藤、山本）まで。

取 引 を 始 め る 前 に 少 し で も 気 に な っ た ら … 相 手 の 業 況 、財 務 諸 表 、決 算 内 容

企業情報検索サービスを
ご活用ください
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企業情報検索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。
※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL 52‑1740 （担当／佐藤）まで。

安価な費用（５０００円）で、簡単にお店のインターネットホームページが開けます！

会員企業情報発信サービス実施中
インターネットホームページの作成を検討中の事業所に、定型フォームにより安価な費用でホームページを作成
できる企業情報発信サービスを実施中です。
掲載内容は、会社概要・特色・商品・技術力等の会社情報を「Ａ４版２ページ」以内で作成し、それぞれの企業が
１ページずつの独立したホームページを加茂商工会議所のホームページに掲載、企業情報を発信します。
作成費用は５千円のみ。掲載内容を変更したい場合は、その都度変更することができます。
※ お問い合わせ・申し込みは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／難波、廣田）まで。
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「かもっ子割引クーポン」
ご利用いただけましたか？

１２月末日
までです！

お買物・ご利用は地元のお店から〜地元買物運動実施中〜
当商工会議所では、活気あふれる商店街の再生と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を目指
して、市内店舗から買物購入を促進する地元買物運動を実施中です。
１０月初めに皆様へお届けいたしました「 ０７かもっ子割引クーポン」は、もうご利用いただけましたでしょう
か？市内７１店舗の参加店では、いろいろな逸品やサービスで市民の皆様からもっとお店を利用いただければと、
１２月末日まで割引サービスを展開中です。
もっと商店街でお買物やご利用いただけるよう、売れる店・ものづくり、新しいサービスの開発など、活気あふ
れる街づくりのために取り組んでいますので、何かお気付きのこと（ご意見、要望）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。
なお、市内各コミュニティセンター並びにみやげものセンター、加茂美人の湯などの公共施設でも、配布してお
ります。ぜひ、お買物・ご利用は加茂市でお願いします。
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／難波、近藤）まで。

受診料の補助制度をご利用下さい！

当商工会議所では、受診料の一部補助を行っています
ので、この機会に、従業員全員受診されるようご案内い

健康診断

たします。また人間ドックも、より受診しやすいよう、
当所会員事業所を対象に 1 名につき２,０００円を補助
しておりますので、詳しくは当商工会議所までお問い合
わせください。

１．対 象 者
２．健診機関・日時

加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員

健 診 日 時 （会場は、いずれも加茂市産業センターです）
実 施 機 関
(社)新潟県労働衛生医学協会
平成２０年 ３月１０日（月）
９：３０〜１１：３０
TEL025‑370‑1960
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
平成１９年１２月 ４日（火）
８：３０〜１１：３０
TEL025‑283‑3939
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52‑1740 (担当／滝沢)まで。

大好評!!〜親切、丁寧、わかりやすい、個別レッスン制

加茂商工会議所パソコン教室只今募集中！！
情報化社会の中、パソコンは日常生活に欠かせないものとなっています。当所パソコン教室は、文書作成、表計
算、ホームページの作成等、豊富な講座コースをそろえております。
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。是非この機会をお見逃し無く！
講座名（各コースとも 2 時間×6 回）
・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室
①パソコン基礎コース
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０〜２０：３０（全６回コース）
②インターネットコース
・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） ③ワード基礎コース
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円
④ワード応用コース
・テキスト代：①〜⑥ ３,４６５円 ⑦ ２,１００円
⑤エクセル基礎コース
※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
⑥エクセル応用コース
年間２回に限り補助します。
⑦ホームページ作成コース
【日程】・3‑E 11/26(月)、28(水)、30(金)、12/3(月)、5(水)、7(金)
・3‑F 12/10 (月)、 12(水)、 14(金)、17(月)、19(水)、21(金)
・4‑A 1/15(火)、16(水)、18(金)、21(月)、23(水)、25(金)
※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／近藤）まで。
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