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〜◎会議所の動き◎〜

NO.226 号／H23.11.22 発行

◆第３６回新年会員事業所の集い１月１０日（火）開催
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２４年１月１０日（火）午後３時から加茂市産業センターホールにて開催します。
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／山本、明間）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。

◆青色申告決算説明会を開催します（今年から会場が変わります）
・日 時 平成２３年１２月８日(木) １０：００〜１２：００／１３：３０〜１５：３０
・会 場 燕三条地場産センター メッセピア４階大会議室（三条市須頃 1‑17）
※おい合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。

◆小京都加茂・秋物語 2011

ご来場ありがとうございました

加茂市の新特産品・新メニューの展示・紹介、市内の観光スポットのまち歩き等、加茂の魅力
をアピールするイベント「小京都加茂・秋物語 2011」が 11 月 11 日（金）〜13 日（日）
、加茂市
民体育館をメイン会場に開催され、期間中イベント全体で約８千人の来場がありました。
今回初めて実施した「まち歩きミニツアー」には、加茂市内はもとより市外からも大勢の参加
があり、加茂の魅力を知ってもらう機会となりました。今後も「小京都加茂」のイメージアップ
と魅力を発信してまいります。

◆会議所１１月後半・１２月前半の主な行事予定
１１月２８日(月)
・まちづくり委員会加茂山遊歩道視察 14:00〜
３０日(水)
・田上町商工会正副会長との懇談会
15:30〜
１２月 1 日(木)
・労務・企業リスク管理セミナー
15:00〜
２日(金)
・経営者セミナー
15:00〜
(工業部会・鉄工組合共催)
４日(日)
・小京都加茂・秋物語/ ロマンを秘めた
中世・戦国山城探訪ツアー
9:30〜

７日(水)
・正副会頭会議
９日(金)
・ＪＲ東日本新津車両製作所視察
１２日(月)
・日本政策金融公庫定例相談
・常議員会
１３日(火)
・新潟県信用保証協会定例相談

1/4

16:00〜
10:00〜
10:00〜
16:30〜
10:00〜

〜◎金融情報◎〜
◆有利な国の制度融資

金利

１．８５％（１１／２２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。

◆当所金融定例相談をご活用ください

〜個別相談・秘密厳守〜

・日本政策金融公庫相談会 日時１２／１２(月)・県信用保証協会相談会 日時１２/１３(火)
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）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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〜◎経営支援・労務管理情報◎〜
◆企業情報検索サービス実施中！
㈱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。
１．企業調査…１件 1,500 円（実費）
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）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆小規模企業共済のご案内

〜事業主のための国の退職金制度〜

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。
・掛金が全額所得控除 ・配偶者、後継者等の加入もできます。
・経営状況にあわせて、掛金の増減額が可能（毎月 1,000 円〜70,000 円）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤・山本）まで。

◆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)新潟県健康管理協会
平成２４年 ２月１７日（金）
８：３０〜１１：３０
TEL025‑283‑3939
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。
※切りとらずこのまま FAX してください
上記サービスをご利用の方は、下記申込書にご記入の上お申込みください。

【 利 用 申 込 書 】
（FAX：52‑4100）
事業所名

代表者名

住

電話番号

所

【ご利用されるサービスに○をつけてください】

１．企業情報検索

２．小規模企業共済
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〜◎セミナー・研修会・イベント関連◎〜
◆労務・企業リスク管理セミナー

〜労務管理、労務費削減でお悩みの方へ〜

〜賃金制度見直し方法、助成金紹介等〜
・日
・場
・講
・内

時
所
師
容

平成２３年１２月１日(木) １５：００〜１６：３０
加茂商工会議所会議室
・参加料 １，０００円
社会保険労務士 太田 綾子 氏
・高齢者を活用した労務費削減（給与＋年金＋雇用保険）
・ワークシェアリング、賃金制度見直しを活用した労務費削減
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

他

◆工業部会主管：ＪＲ東日本新津車両製作所工場視察見学会
・日 時 平成２３年１２月９日(金) １３：１５〜１６：３０
・場 所 ＪＲ東日本新津車両製作所 ・参加料 無料
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

◆経営者セミナー

主催 加茂鉄工業（協）、共催 加茂商工会議所工業部会
地域企業の戦略的イノベーションとネットワークＴＰＰについて
・日 時 平成２３年１２月２日(金) １５：００〜
・場 所 加茂市産業センター ３階 講習室
・講 師 大阪大学経済学部教授 金井 一頼 氏
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。
※切りとらずこのまま FAX してください

上記セミナー、視察見学会参加希望の方は、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．労務・企業リスク管理セミナー
２．ＪＲ東日本新津車両製作所工場視察見学会
３．経営者セミナー
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