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◆借入限度額
◆返 済 期 間

１０００万円
運転資金５年、設備資金７年以内

小規模事業者経営改善資金とは、当所会員事業所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、
低利の政府系金融機関の融資制度です。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。
●融資限度額
１，０００万円以内
●利率
年２.１５％（９月１９日現在）
●ご利用いただける方 商業・サービス業…従業員５人以下 製造業・その他…従業員数２０人以下
●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）日本政策金融公庫相談会
▼日時 １０月１６日（木）１０：００〜１２：００
２）県信用保証協会相談会
▼日時 １０月 ８日（水）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。

当商工会議所では、会員事業所の皆様が抱えている経営に関するお悩みや課題を解決するために様々な相談に応
じています。必要に応じて中小企業診断士等専門家が直接企業へ訪問し、強力に経営支援を行います。ぜひ、ご活
用ください。
・経営力の向上を図りたい ・事業承継を円滑に行いたい ・赤字経営から脱却したい
・自社の財務を分析してほしい ・経営方針のアドバイスをお願いしたい 等々 （費用は一切かかりません）
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。

国民生活金融公庫が「㈱日本政策金融公庫」へ名称変更
本年１０月１日、国民生活金融公庫と中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、国際協力銀行が統合され「㈱日本
政策金融公庫」（名称：政策公庫）となります。株式会社となりますが、利益追求をめざすものではなく、株式は、
政府が常時保有するものと定められており、株式会社の仕組みを活用して、透明性の高い効率的な事業運営を行う
ことを目的としています。
新公庫は、統合前の各機関の業務の「専門性の維持・強化」を図ることになっており、事業主が融資を受けにく
くなることは一切ありません。
無担保・無保証人のマル経資金を始め、一般貸付も今までどおりの取扱いとなります。融資のご相談は従来同様
当商工会議所へお申し込みください。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。
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１０月１１日（土）
・１２日（日）に開催します商工フェア２００８「とっておきの加茂☆秋物語」の実施に向け
て現在、準備を進めております。
このフェアでは、延べ２万人の来場者を予定しており、出展企業６４社から自社の製品、技術等を通して加茂の
魅力を発信してもらいます。桐箪笥、木製品など２日間に限り大特価での提供など、目玉商品を用意！また、東芝
ホームテクノ㈱や地元メーカーの製造品、技術を大展示。
この２日間、加茂市民体育館では、１１日（土）１０時のオープニングでは、加茂新田保育園児による よさこ
い 演舞。またクラシック四重奏、地元酒蔵３社による地酒試飲、湯田上落語村一座による落語寄席などを開催。
加茂市産業センターでは、体験教室として「磯村みどり・雪椿の花びら染」
「パッチワーク」
「絵手紙」教室の開催。
日頃の防災意識を高めるために地震体験車による震度体験の他、正面駐車場ではエコ自動車の展示・販売を開催な
ど、来場者から楽しんでいただくための盛りだくさんのイベントを用意。
昨年好評の ジャス＆屋台村 では、１１時からオープンし、美味しい食事の提供。夕方６時３０分からは な
お・さいとう＆フレンズ＆女性ボーカル によるジャズライブを企画。加茂の夜を満喫していただきます。
是非、１０月１１日（土）・１２日（日）の２日間は、 とっておきの加茂☆秋物語 へご家族そろっておいでく
ださい。
加茂市民体育館
及び周辺

加茂市産業
センター

市内イベント他

10:00 市民体育館開場
加茂新田保育園児による よさこい 演舞（11 日のみ）
地元酒蔵３社による地酒試飲
ちびっ子広場／人力車体験試乗（11 日のみ）
11:00 屋台村オープン／マカロニ料理当日座
ちびっ子広場／バルーンパフォーマーショー（11 日のみ）
12:30 クラシック四重奏ミニコンサート
15:00
〃
落語寄席／出演：湯田上落語村一座(入場料５００円)
ちびっ子広場／バルーンパフォーマーショー（11 日のみ）
17:00 市民体育館閉場
18:30 屋台村ジャズライブ
20:00 屋台村閉場
10:00 開場
地震体験車（10:00〜15:00）／自動車展示販売
体験教室／雪椿の花びら染め（11 日…10:30、14:00 磯村みどり先生出演）
パッチワーク、絵手紙
17:00 閉場
10:00〜17:00 スタンプラリー
市民美術館／・ギャラリーⅡⅤⅥⅢ（にごろっさ）
・山重仲町通店「山の蔵」
・㈱鵜の森屋・山内堂
・ギャラリー北澤
・加茂文化会館良寛展示場
11:00〜16:00 五番町ごっつぉ広場（五番町多目的広場）

※毎年恒例行事の「五番町ごっつぉ祭り」は１０月１１日（土）五番町大通りで、
「商店街大通り秋まつり」及び「農
業祭」は１０月１２日（日）駅前から上町大通りで実施されます。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52−1740（担当：難波、桑原）まで。
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消費者ニーズに対応し、顧客満足度を追求、地元購買率を向上させるため、平成１５年１０月にスタートした地
元買物運動は、毎年消費者へのＰＲ活動や個店の経営資源強化セミナーなどを実施しています。その一環として市
民に全戸配布している「かもっ子割引クーポン」の発行は、今年で５回となり、６７店の参加店を得て１０月１日
に加茂市政だよりとともに全戸配布します。
昨年に引き続き、各お店ごとにミシン線を入れ、ご利用するお店のクーポン券を持参しやすくするとともに、取
扱店が一目でわかるように参加店ではステッカーを掲示します。ぜひ「かもっ子割引クーポン」をご利用ください。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52−1740（担当：難波、近藤）まで。

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２０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加茂商工会議所会頭
②２０年表彰…新潟県商工会議所連合会会頭並びに加茂商工会議所会頭
③１５年､１０年､５年表彰…加茂商工会議所会頭
▼表彰式及び記念品 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
業所にてご用意ください。
▼締 切 日 ・ 費 用 １０月１７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い。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／本間）まで。

受診料の補助制度をご利用下さい

健康診断
１．対 象 者
２．健診機関・日時

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。

加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員

実 施 機 関
(社)新潟県労働衛生医学協会
TEL025‑370‑1960
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
TEL025‑283‑3939

健 診 日 時

（会場は、いずれも加茂市産業センターです）

平成２０年１０月
１１月

９日（木）
４日（火）

１３：００〜１５：００
９：００〜１１：３０
１３：００〜１５：００

平成２０年１０月

６日（月）

８：３０〜１１：３０
１３：００〜１４：３０

※ 政府管掌健康保険「被保険者」の方、またはその他健康保険「被保険者」の方は各市町村が行う特定健診（旧基
本健診）は受診できなくなりました。被保険者の方は加茂市産業センターにて行う集団検診にて、安全衛生規則
による法定健診または政管健保生活習慣病予防健診（その他健康保険組合については健保との契約健診コース）
を受診ください。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。
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超実践的短期集中セミナーです。聴いたその日から是非「その気」になって「実践」してください。あなたが変
わり、会社、事業、そして売上げさえも必ず変わっていくはずです。週１回のセミナーですが、きっとあなたを「そ
の気」にさせます。
商売は楽しい！さぁ「その気」になって経営革新！
○受講料：１人５，０００円（全８講）○定員：２０名○時間：各日１８：３０〜２１：３０
○会場：加茂市産業センター○共催：加茂市商店街（協）
、加茂ショッピングセンター（協）
、加茂料理業組合、
加茂飲食共同組合、加茂連合飲食組合
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。
日程・演題

講 師
㈲インフィニティ 代表取締役 牛窪 恵氏
積水ハウスと共同により「カーサ・フィーリア〜娘と暮らす家」を開
発し話題となる。現在日経新聞をはじめ「プレジデント」「日経トレ
ンディ」「ダカーポ」など各誌に連載、寄稿中。
箸匠せいわ 会長 木越 和夫氏
一人に一善あればいい「お箸」を、１店舗と通販で年商数億円を売り
上げるカリスマ商売人。平成１２年「商業界」にて全国繁盛店１４店
舗に選ばれる。

【10/15（水）】
有名女性マーケッターのトレンド予測
消費者の購買心理をズバリ解説！
【10/22（水）】
売れない時代にどう売るか？
〜なぜ売れる？一膳あればいい箸が〜
【10/29（水）】
己を知り敵を知れ！
一点突破 自社の強みはこれだ！

中小企業診断士 武田 浩昭氏
システムエンジニア、経営及び流通コンサルティング業務を経て、現
在に至る。

【11/5（水）
】
地元企業の経営革新実践談

中小企業診断士 武田 浩昭氏
㈱ツールボックス
S．H．S 代表取締役 城丸 正氏
Think tomorrow 〜S．H．S はみんなの ホーム をちょっとしあわ
せにするインテリアショップです〜

【11/12（水）】
「感動」を売る時代！
〜感動を呼ぶ接客・ラッピング・店舗レイ
アウト術〜

ラッピングコーディネーター １級販売士 国分 悦子氏
ＮＨＫ学園オープンスクールなどでラッピング講座の講師として活
躍中。

【11/19（水）】
商売は人と人。儲かる手書きチラシ作成
術！

楽しい有限会社 代表 出村 邦彦氏
調理師学校卒業後、様々な店舗で修行を積み独立し、回転寿司「すし
八」を開業するかたわら、手書きチラシトレーナーとして多くの成功
者を輩出している。

【11/26（水）】
ネットで物を買う時代。お客様は全国にい
る！
〜Ｙahoo!オークション、Ｙahoo!ショッピ
ングストア成功事例と活用術〜
【12/3（水）
】
フォローアップ個別相談会

ヤフー株式会社 ビジネスサービス本部

中小企業診断士

武田

浩昭氏

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

経営革新塾
加茂商工会議所（FAX ５２−４１００
住

受講申込書

企業支援部門／佐藤）行

所
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−

事業所名
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−

受 講 者 名

受 講 者 名
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受 講 者 名

