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〜◎会議所の動き◎〜
◆小京都加茂・秋物語 2011 を開催します

〜ぜひご来場ください〜

最重点事業の一つとして掲げている「中心市街地活性化の支援」について、本年度中小企業庁
補助事業／地域力活用新事業全国展開プロジェクトの採択を受け、地域資源の掘り起こし、まち
歩きルート、特産品開発を目的としたイベント「小京都加茂・秋物語 2011」を開催いたします。
加茂市の観光資源、魅力を市内はもとより市外へ情報発信し、併せて中心商店街活性化にもつな
げて加茂の企業が元気の出る起爆剤にしようという事業です。市民体育館、公民館をメイン会場
に様々なイベントを企画、準備中です。詳細は、今後、折り込みチラシ等でご案内いたしますの
で、当日はご家族でご来場ください。
・開催日 平成２３年１１月１１日(金)〜１３日（日）
・会場とイベント内容
加茂市民体育館／加茂山ぶっさん館、れすとらん（物販、飲食、ジャズ演奏

他）

加茂市公民館／加茂山美術館（番場春雄、橋本龍美絵画展）
加茂市内／まち歩きミニツアー（加茂山・まち並み散策、マカロニ料理販売

他）

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／高畑）まで。

◆かもっ子割引クーポンをご利用ください！

ご利用は 12 月末日まで

加茂市内の飲食店や各種食料品、医薬品、呉服、衣料品など５９店舗でご利用いただけるお得
なクーポンが盛りだくさん！取扱店店頭の参加店ステッカーが目印です。ぜひ、お買物・ご利用
は加茂市内でお願いします。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／明間）まで。

◆日商簿記検定試験のオンライン申込みを始めました
簿記検定試験（１〜４級）が自宅のパソコン、携帯電話からオンライン申込みできるようにな
りました。
※パソコンからのお申込みはこちらから http://www.kamocci.or.jp/
※受験料のほかに別途６３０円の事務手数料がかかります。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。
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◆東京デザイナーズウィーク環境×デザイン展に出展します
加茂木工ブランド桐製品の販路拡大を推進中ですが、本年度新たな桐製品を中心に、東京都新
宿区で開催される「TOKYO DESIGNERS WEEK2001 環境×デザイン展」に出展いたします。
・開催日 平成２３年１１月１日(日)〜６日（日）
・場 所 東京都神宮外苑 特設会場
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／高畑）まで。

◆第１５回いたばし産業見本市に出展します
加茂金属製造業技術研究会（Tech×Tech KAMO）は受注機会の拡大を目指して、東京都板橋区
で開催される「第１５回いたばし産業見本市」に出展いたします。
・開催日 平成２３年１１月１７日(木)〜１９日（土）
・場 所 板橋区立東板橋体育館
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

◆加茂商工会議所青年部創立２０周年記念大会を開催します
当所青年部は平成３年１２月５日設立以来、本年度創立２０周年を迎えることができました。
そこで、下記のとおり創立２０周年記念大会を開催いたします。
・開催日 平成２３年１１月３日(木)文化の日
・内 容 記 念 式 典 午後１時３０分〜（加茂市文化会館大ホール）
記念講演会 午後２時４５分〜（
〃
）
講 師 人間性脳科学研究所 所長 澤口俊之 氏
演 題 「子供達の未来と、明日の大人達のための脳教育」
記念祝賀会 午後４時４５分〜（加茂市産業センターホール）
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／明間）まで。

◆会員事業所地区別懇談会ご参加ありがとうございました
当商工会議所事業活動を理解いただくと共に会員事業所からの意見、要望を広くお聞きするた
め、市内を３地区に分け正副会頭、専務理事、事務局が各地区へ出向いて標記懇談会を９年ぶり
に開催しました。多くの事業所から計１１９名ご参加いただきました。大変ありがとうございま
した。
１）平成２３年７月２１日(木) 於：㈲天神屋会館／秋房 参加者３９名
２）平成２３年９月 ８日(木) 於：㈱鴨川／番田
参加者４２名
３）平成２３年９月２１日(水) 於：㈲割烹有本／幸町
参加者３８名

◆会議所１０月後半の主な行事予定
２１日(金)
・県内女性会合同研修会
15:30〜
(新潟市秋葉区・㈱新森)
・インターネット販売交流会 18:00〜
２２日(土)
・雪椿の花びら染め体験教室 10:00〜
(三条市・保内公園)
２５日(火)
・常議員会
14:00〜
・金融経済講演会
15:30〜

２６日(水)
・小京都加茂・秋物語
出展者説明会
２７日(木)
・青年部役員会
２８日(金)
・インターネット販売交流会
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13:30〜
19:00〜
18:00〜

〜◎金融・労務情報◎〜
◆有利な国の制度融資

金利

１．８５％（１０／１８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

【マル経融資の流れ】
加

茂

商

工

会

議

所

マル経融資申込

会

員

事

業

所

経営指導員による経営指導

商工会議所（マル経審査会）
各業界に精通した商工会議所の役員が審査員です。
無担保、無保証人の融資のため、経営状態が良好であることが審査の重要なポイ
ントではありますが、審査会はたとえ現状が経営不振であったとしても、不振理由が
一過性で融資後の計画で改善が見込まれる、または経営指導員と共に経営改善を
積極的に実施する意気込みのある企業、並びに社長さんの人柄等を重視し、推
薦、支援いたします。
※審査会は随時開催され、もちろん秘密厳守です。

推
㈱

日

本

政

マル経融資貸付
・無担保
・無保証人
・低金利
・保証料なし

薦
策

金

融

公

庫

当所から推薦された案件について経営指導、経営改善内容を重視し貸付が決
定されます。 ※推薦案件の内、約９５％が貸付決定されています。

※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】

◆新潟県最低賃金が「６８３円」に改定

〜１０月７日(金)から〜
新潟県最低賃金が、現行最低賃金（時間額）６８１円を２円（０.２９％）引き上げて６８３
円になりました。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。
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〜◎セミナー・研修会・イベント関連◎〜
◆経営安定セミナー

〜自らの「価値観」を見つめなおす〜

経営危機を回避するために社長・経営幹部は何をするべきか？
・日
・場
・講
・内

時
所
師
容

平成２３年１０月２１日(金)
１４：００〜１６：００
加茂商工会議所会議室
・参加料 １，０００円
㈱マネジメント・ブレーン 社長 田代武夫 氏
・社長・経営幹部が今、果たすべき役割は
・経営戦略の基本的な考え方
・社員のヤル気を引き出そう 他
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

◆青年部創立２０周年記念講演会

さんまのホンマでっか TV でおなじみ！

「子供達の未来と、明日の大人達のための脳教育」
・日 時 平成２３年１１月３日(木) １４：４５〜１６：１５
・場 所 加茂文化会館大ホール
・参加料 無料
・講 師 脳科学者 澤口俊之 氏
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／明間）まで。

◆店づくり活性化セミナー

集客力アップ! 思わず入りたくなる店舗作りの秘訣
・日 時 平成２３年１１月１８日(金) １４：００〜１６：００
・場 所 加茂市産業センター３階研修室
・参加料 会員１，０００円
・講 師 カラーコラボＭu 代表 飯塚むつこ 氏
・内 容 ・思わず入りたくなるディスプレーの配色、陳列効果のあがる配色
店舗のイメージカラー戦略 他
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／明間）まで。
※切りとらずこのまま FAX してください

上記セミナー受講希望の方は、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．経営安定セミナー

２．青年部２０周年記念講演会

３．店づくり活性化セミナー
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