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〜◎会議所の動き◎〜
◆第３６回新年会員事業所の集い盛会裡に終了
１月１０日(火)加茂市産業センターホールにて来賓、会員事業所等２５０名余の大勢のご出
席のもと盛大にとり行われました。誠にありがとうございました。

◆日商簿記検定試験(２〜４級)受付中！
オンラインでも申し込めます
ネット申し込み期間 １月１０日(火)〜１月２０日(金) ※窓口は２５日(水)まで
※パソコンからのお申し込みはこちらから 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。

◆地区委員全体会議を開催します
２月２７日（月）地区委員全体会議を５年ぶりに開催します。詳細が決まり次第、地区委員
の皆様にご案内いたしますので、是非ご出席ください。

◆会議所１月後半・２月前半の主な行事予定
１月１７日(火)
・県内女性会正副会長会議
14:00〜
(秋葉区・ホテル美好)
１月１８日(水)
・日本政策金融公庫定例相談
10:00〜
・女性会役員会
12:00〜
１月２１日(土)
・県青年部連合会会員大会
14:30〜
(三条市・燕三条地場産センター)
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１月２３日(月)
・正副部会長・委員長合同会議 12:00〜
１月２６日(木)
・新食研究会打ち合わせ
14:00〜
・青年部役員会
19:00〜
１月２８日(土)
・伊豆大島椿まつり親善訪問(〜２９日)
２月７日(火)
・正副会頭会議
12:00〜
・青年部２月例会
19:00〜

〜◎金融情報◎〜
◆経営・創業相談（無料）のご案内
当所では専門家、他支援機関と連携した総合的な相談体制を整えており、中小企業が抱える経
営課題や、創業を志す方の疑問にお応えしています。
■良くあるご質問
「創業」起業したいが、まずは何をしたら良いかわからない。
「経営」経営が苦しい、何とか立て直したい。売上を上げたい。新しい販路を開拓したい。
「金融」借入金の整理をしたい。月の返済額を変更したい。
「法律」契約書を作成したい。売掛債権を回収したい。
「ＩＴ」ＨＰを作成したい。ＩＴを利用したビジネスを展開したい。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆有利な国の制度融資 〜無担保・無保証人・低金利〜

商工会議所 マル経融資

設備資金
貸付金利 １.３５％
東日本大震災に係る特定被災区域の設備資金貸付について利率が２年間 0.5％低減されま
す。特定被災区域外でも本設備投資を通じ、当該設備産業の活性化が期待されることから、
「特定被災区域の復興に資する設備投資」に該当する場合は適用となります。
・融資限度額 １，５００万円 ・運転資金貸付金利 １．８５％（1/13 現在）
・返済期間 運転資金 ７年（据置１年以内） 設備資金 １０年（据置２年以内）
※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
・日本政策金融公庫相談会

日時

・県 信 用 保 証 協 会 相 談 会

日時

２／ ７(火)
２／１６(木)

〜個別相談・秘密厳守〜

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。

◆確定申告会場をリサーチコアで開設
○開設期間 平成２４年２月９日(木)〜３月１５日(木) ※土日祝日は開設していません。
○受付時間 午前９時〜午後４時
○場
所 リサーチコア６階 研修室１、２（三条市須頃１丁目１７番地）
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。
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〜◎経営支援・労務管理情報◎〜
◆原産地証明発給手続き開始のお知らせ
・現在発給可能な国 「中国」「ＵＡＥ」
他の国への発給を希望される場合、届出に時間がかかりますのでお早めにご相談ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

◆小規模企業共済「掛金払込証明書」

紛失された方は再発行の手続きを！
・昨年１年間の払い込み掛金は、全額が所得控除になります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤・山本）まで。

◆倒産防止共済のご案内 〜制度改正で魅力アップ〜
・貸付限度額が掛金の１０倍の範囲内で最高 3,200 万円から最高 8,000 万円に改正。
・掛金が最高８万円から最高２０万円に改正（５千円刻み）
。掛金は損金・経費算入。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤・山本）まで。

◆企業情報検索サービス実施中！
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。

◆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
(社)新潟県労働衛生医学協会
平成２４年 ３月 ５日（月）
９：００〜１１：３０
TEL025‑370‑1960
※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．小規模企業共済

２．倒産防止共済
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３．企業情報検索

〜◎セミナー・研修会関連◎〜
◆経営安定セミナー
会社・お店の与信管理と債権回収の実践方法教えます
・日
・場
・講
・内

時
所
師
容

平成２４年２月１４日(火) １３：３０〜１５：００
加茂商工会議所会議室
・参加料 会員１，０００円 非会員３，０００円
ビジネスアドバイザー 高木 純孝 氏
・与信行為とは？ ・商業登記簿謄本でも判明する怪しい会社の素性
・債権回収と法律 ・債権回収の実践
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

◆人権啓発セミナー
誠実な企業こそ成長する 〜企業の社会的責任と情報モラル〜
・日 時 平成２４年２月１７日(金) １３：３０〜１５：００
・場 所 加茂市産業センター３階講習室
・参加料 無料
・講 師 企業行動研究センター 所長 菱山 隆二 氏
・内 容 企業の社会的責任(CSR)のひとつである「人権」や「情報モラル」への取り組みが
もたらすメリット。またリスク回避について。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／羽下）まで。

◆労災防止セミナー＆下請ガイドライン説明会
〜「知らなかった」が大変な事態にならないために〜
・日

時

平成２４年２月２１日(火)

第１部１３：３０〜１４：３０
第２部１４：３０〜１５：３０
・場 所 加茂市産業センター３階研修室
・参加料 無料
・講 師 第１部 労働安全コンサルタント 鈴木 武男 氏
第２部 (財)全国中小企業取引振興協会 推薦講師
・内 容 ・労働災害が起きた場合の対応とリスク、改善方法について
・親業者との適正な下請取引や禁止行為について
※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 】
事業所名

参加者名

住

電話番号

所

【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．人権啓発セミナー

３．労災防止セミナー＆下請ガイドライン説明会
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