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〜◎会議所の動き◎〜
◆５月常議員会開催
５月２５日(水)常議員会が開催され、第２６回越後加茂川夏祭りの実施を中心に審議されま
した。
今年は、東日本大震災の発生における義援金等の被災者支援や震災後の経済停滞などから厳
しい経済環境ですが、できる範囲内で工夫して夏祭りを実施することになりました｡
審議及び報告事項は次のとおりです。
【審議事項】
１.第２６回越後加茂川夏祭祭りの実施について ２.新会員の加入承認について
【報告事項】
１.東日本大震災義援金募集の対応について
２.本年度導入の国・県補助金事業について
３.本年度講習会・セミナー年間計画について ４.平成２２年度会計収支決算見込みについて
５.６月常議員会並びに通常議員総会の開催日程について
６.女性会、青年部の活動報告について
７.景気動向調査（23.1〜3 月期）について

◆商工イベント今年も開催します
１１月１２日(土)、１３日(日)

於：加茂市民体育館、加茂山公園駐車場

昨年１１月１３日(土)、１４日(日)に実施した、「商工フェア２０１０ とっておきの加茂☆
秋物語」に代わる商工イベントを今年も１１月１２日(土)、１３日(日)に実施いたします。
詳細につきましては追ってご案内いたします。

◆会議所６月の主だった行事予定
１６日(木)
・省エネ・節電対策講座 13:50〜
１７日(金)
・総務会計委員会 10:30〜
・常議員会 12:00〜
・雪椿の花びら染研究会販売会出店
(三条市・三観荘)
２１日(火)
・インターネット販売交流会 18:00〜

２２日(水)
・第１５回機械要素技術展出展
(東京ビッグサイト／２４日(金)まで)
２３日(木)
・青年部役員会 19:00〜
２７日(月)
・社会保障制度・助成金セミナー 13:00〜
・青年部県連役員会、研修会 12:30〜
２８日(火)
・通常議員総会 16:30〜
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〜◎夏祭り情報◎〜

第２６回

越後加茂川夏祭り

８ 月 １ ４ 日 (日 )実 施 ！ ！
◆夏祭り協賛金にご協力をお願いします
今年は東日本大震災における義援金等の被災者支援や、震災後の経済停滞により厳しい経済環
境とは存じますが、工夫して越後加茂川夏祭りを実施したいと存じます｡
会員事業所におかれましては、この「夏祭り協賛金」のお願いに、お近くの当所役員議員・部
会役員・地区委員の担当者の方がお伺いしているところですが、ご協力賜りますようお願い申し
上げます。
・募集締め切り

６月２４日(金)まで

また、市内全世帯に各組(班)長さんを通じて「市民協賛金」封筒募金を別途お願いしておりま
す。この協賛金と重複しますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／山本）まで。

◆おいしんぼ広場(夏祭り売店)のご案内
・出店対象者：会員事業所等関係者
・販 売 品 目：原則自由（保健所の許可が必要な物品は許可取得を条件とします。）
・出店協力費：６，０００円（電気設備等は、出店者側でご用意ください。）
・申 込 方 法：７月８日（金）までご連絡ください。
・出店者会議：７月１４日（木）１３：３０〜 ※出店者は必ず参加してください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。
※切りとらずこのまま FAX してください

【おいしんぼ広場出店申込書】
（FAX：52‑4100）
売店の名称
責任者名
検便検査
販売品目

実施済
・
・
・
・

・

未実施
（
（
（
（

TEL：
FAX：
所属組合名
円） ・
円） ・
円） ・
円） ・

出店者会議
出席者名
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（
（
（
（

円）
円）
円）
円）

〜◎金融情報◎〜
◆有利な国の制度融資 金利 １．８５％（６/１３現在）
商工会議所 マル経融資をご利用ください 〜無担保・無保証人・低金
利〜
・融資期間 運転資金 ７年 設備資金 １０年
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆当所金融定例相談をご活用ください

〜個別相談・秘密厳守〜

・県信用保証協会相談会 日時 ７/１３(水) ・日本政策金融公庫相談会 日時 ７/１４(木)
いずれも１０：００〜１２：００まで。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆東日本大震災復興緊急保証のご案内
震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者等が対象です。
●対 象 者 ・被災地域の事業者と取引関係があり、かつ、震災の影響により業況が悪化
している方
・震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で急激に業況が悪化
している方
※認定には市区町村の認定が必要です。
●保証限度額
無担保で８千万円、最大で２億８千万円
（一般保証、セーフティネット保証、災害関係保証とは別枠）
●保 証 料 率
０．８％以下
●保 証 人
代表者保証のみ
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、山本）まで。
※切りとらずこのまま FAX してください
「融資を受けたい」、
「財務内容を改善したい」など相談希望の方は、下記連絡表にご記入の上
お申込みください。

【金融相談連絡票】
（FAX：52‑4100）
事業所名

代表者名

住

電話番号

所

【ご相談内容】
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〜◎セミナー・研修会等関連情報◎〜
◆省エネ・節電対策講座

〜夏の電力不足はこうやって乗り切る！〜

・日 時：平成２３年６月１６日(木)
１３：５０〜１５：２０
・場 所：加茂市産業センター講習室
・参加料：１，０００円
・講 師：経営創研㈱ 執行役員 中小企業診断士 宇津山 俊二
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

氏

〜私たちの年金・健康保険は
◆どうなる？日本の社会保障制度
どうなるのか？〜
今後の社会保障制度解説＆助成金活用セミナー
・日 時：平成２３年６月２７日(月) １３：３０〜１５：００
・場 所：加茂商工会議所会議室
・参加料：１，０００円
・講 師：社会保険労務士 太田 綾子 氏
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

◆無料法律相談のご案内
売掛金回収、不法な下請取引等経営に関する無料法律相談を随時行っております。
お困りごとがございましたらまずはご連絡ください。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤・山本）まで。
※切りとらずこのまま FAX してください
上記セミナー、相談会受講希望の方は、下記申込書にご記入の上お申込みください。

【参加申込書】
（FAX：52‑4100）
事業所名

住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

参加者名

参加者名

【ご参加されるセミナー・研修会に○をつけてください】
１．省エネ・節電対策講座

２．社会保障制度解説＆助成金活用セミナー

３．無料法律相談
【今後お聞きになりたいテーマがございましたら何でもご自由にご記入ください】
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〜◎労務管理情報◎〜
◆新卒者の求人・採用枠拡大を要請
平成２４年３月新卒者を対象とした求人受付が６月２０日から開始となりますが、東日本大
震災による新卒者求人への影響が懸念されます。
このため、加茂市、三条・燕・加茂地区高等学校校長会及びハローワーク三条から会員事業
所の皆様へ、求人の早期申し込みと採用枠の拡大について要請がありました。
ぜひ、ご協力お願いします。

◆健康診断・人間ドックのご案内 〜会員特別受診料補助あり〜
・健康診断→受診料一部補助
・人間ドック→１名につき 2,000 円補助
当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。
実 施 機 関
健 診 日 時 （会場は、加茂市産業センターです）
(社)新潟県労働衛生医学協会
TEL025‑370‑1960

平成２３年

７月１５日（金）

(社)新潟県健康管理協会
平成２３年 ７月２９日（金）
TEL025‑283‑3939
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。

８：３０〜１１：３０
１３：００〜１５：００
８：３０〜１１：３０

◆無料労務・経営相談のご案内
相談料無料、秘密厳守でアドバイザーが相談に応じます。
・中小企業緊急雇用安定助成金・高年齢者雇用助成金等各種助成金導入
・就業規則作成・見直し
・賃金見直し・パート雇用
・労務トラブル etc
※詳しくは当商工会議所 TEL52‑1740（担当/佐藤・山本）まで

◆雇用調整助成金が利用できます
１人１日当たり

７，５０５円（上限助成金額）

震災の影響により事業活動が縮小した場合にも雇用調整助成金が利用できるようになりま
した。
※支給要件は従来どおりです（売上高前年同期比５％以上減少等）。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤・山本）まで。
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