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越後加茂川夏祭り

８ 月 １ ４ 日 (火 )実 施 ！ ！
◆夏祭り協賛金にご協力をお願いします
本年度も工夫を凝らし夏祭りを盛大に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・地区委員の担当者がお伺
いさせていただきますので、出資多端の折ですが、何卒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２８日(木)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
・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６日（金）までご連絡ください。
・出店者会議：７月１９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）

〜◎会議所の動き◎〜
◆新常議員・監事のご紹介（H24.4.1〜）
当所常議員定数２６名のうち２名が、また、監事定数３名のうち１名が欠員となっており
ましたが、今年度より新たに次の方々が就任されました。
●常議員
・阿 部 正 明 氏（新町／阿部煙火工業(株) 社長）
・桑 原 良 夫 氏（後須田／東芝ホームテクノ(株) 総務部長）
●監 事
・田 辺 敏 夫 氏（上町／(株)田辺喜平商店 社長）

◆平成２４年度

女性会・青年部新会長紹介

○女性会会長 中尾明美 氏【仲町／中尾商事】
「小さな出会いを大きな力へ〜輝く未来へはばたこう」のスローガンのもと全会員２４名
が一丸となり、やりがいを持って活動していきたいと思います。
○青年部会長 石山雅春 氏【新栄町／㈱石山木工所】
来年度は北陸信越地区青年部メンバーが集うブロック大会を加茂で開催します。メンバ
ー全員が責任感を持って活動し、少しでも地域社会の発展に貢献していきたいと思います。

◆商工会議所会員を募集しております。
〜会員拡大キャンペーン実施中〜
「知り合いの事業所が経営相談にのって欲しい」
「近くに新しくお店ができた」など新入会
員の「動き」の情報がありましたらご一報ください。すぐお伺いします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740 まで。（担当／大橋、明間）

◆会議所６月の主な行事予定
２日(土)
・雪椿の花びら染め研究会
10:00〜
６日(水)
・信用保証協会定例相談会
10:00〜
８日(金)
・正副会頭会議
12:00〜
１０日(日)
・簿記検定試験
9:00〜
１１日(月)
・業務会計監査
10:00〜
・夏祭り協賛金募集会議
18:30〜
１２日(火)
・まちづくり・イベント活性化
合同委員会視察研修会（松本市）
6:30〜
・日本政策金融公庫定例相談会
10:00〜
１３日(水)
・青年部６月例会
19:00〜

１７日(日)
・カラーコーディネーター検定
１９日(火)
・総務会計委員会
・常議員会
２０日(水)〜２２日(金)
・第１６回機械要素技術展
(於：東京ビッグサイト)
２５日(月)
・経営・創業・税務相談会
２６日(火)
・労務・法律相談会
２７日(水)
・通常議員総会
・金融経済懇談会
（講師：照内日銀新潟支店長）
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10:00〜
10:30〜
12:00〜

10:00〜
10:00〜
15:00〜
16:00〜

〜◎金融・創業・経営支援情報◎〜
◆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

〜保証料もいりません!!〜

設備資金
貸付金利

１.２５％

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。被災区域
外でも本設備投資を通じ「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 １．７５％（6/1 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。

◆無料専門家定例相談会を開催中〜秘密厳守〜
日頃抱えている経営上の問題、課題等について、専門的な知識や実務経験を持つ専門家によ
る相談会を開設しました。どんな相談でも受付けます。
・経営・創業相談
・税務相談

６月２５日（月）
６月２５日（月）

・労務相談
・法律相談

６月２６日（火）
６月２６日（火）

いずれも
１０:００〜
１２:００まで

※６月１５日（金）までにお申込みください（各日２名程度、先着順・完全予約制）
※日程が合わない場合はご相談ください。専門家の日程を再調整いたします。

〜金融定例相談もご利用ください。〜
・日本政策金融公庫相談会
・新潟県信用保証協会相談会

６月１２日（火）
６月 ６日（水）

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。

◆ゆめ・わざ・ものづくりを支援します〜技術・商品開発で新事業展開〜
(財)にいがた産業創造機構では、中小企業者等が行う技術開発や新商品開発などの経費を
助成します。
１．ゆめづくり助成金
助成金額：50 万円〜200 万円 助成率：1/2 以内
２．高付加価値化サポート助成金（一般枠）助成金額：50 万円〜500 万円 助成率：1/2 以内
３．高付加価値化サポート助成金
助成金額：100 万円〜1,000 万円 助成率：2/3 以内
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本、佐藤）まで。
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〜◎共済・労務管理情報◎〜
◆安い掛金で幅広い保障をお約束するゆきつばき共済

労災の上乗せ保険として最適です！

〜月額８００円で事故による
死亡保障２５０万円〜
◎現在、アクサ生命保険㈱と連携した共済キャンペーンを実施中！アクサ推進員、職員が事業
所へ訪問した際にはよろしくお願いします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／大瀧）まで。

◆掛金全額所得控除・加入者範囲大幅拡大
小規模企業共済のご案内 〜最大８４万円を所得から控除！〜
●加入例
【改正前】
【改正後】
※加入資格には一定
個人事業主の配偶者
の条件を満たす必
〃
家族専従者
要があります。
〃
後継者
・個人事業主１人につき「２名」まで加入可能
・掛金の増減額が可能(毎月千円〜７万円)
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／明間、山本）まで。

◆もしものときの資金調達をバックアップ！！
経営セーフティ共済のご案内 〜取引先の急な倒産への備え〜
・貸付限度額は最高８千万円（掛金の１０倍の範囲内）
。掛金は損金・経費算入。
・掛金が最高８万円から最高２０万円に改正（５千円刻み）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／明間、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)新潟県労働衛生医学協会
TEL025‑370‑1960

６／７（木）
、６／２６（火）いずれも１３：３０〜１５：３０

(社)新潟県健康管理協会
TEL025‑283‑3939

６／１９（火）
、７／３０（月）
いずれも（午前の部） ８：３０〜１１：３０
（午後の部）１３：００〜１５：００

※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。
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