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〜◎会議所の動き◎〜

◆第２７回越後加茂川夏祭り 8/14(火)実施
〜歌手：沢田知可子コンサート開催
開場１８：１０〜

代表曲「会いたい」〜

開演１８：４０〜

《イベントスケジュール》
①12:30〜16:30 縁日ひろば
②12:30〜14:00 ウキウキ桃釣り大会
③13:30〜16:30 加茂川ダンス甲子園
④14:00〜21:00 おいしんぼ広場
⑤14:00〜16:30 かつごう加茂川夏祭り

⑥16:45〜17:25
⑦17:30〜18:20
⑧18:30〜18:40
⑨18:40〜19:30
⑩19:35〜20:25
⑪20:30〜21:00

よさこいソーラン･江戸みこし競演
灯ろう流し
開会セレモニー
加茂川夕日コンサート
大盆踊り大会
大花火大会

◆商工会議所通常業務休業のお知らせ
８月１４日(火)から１６日(木)まで通常業務を休業させて頂きますので、よろしくお願いしま
す。当所自動車共済にご加入の方で万一事故が発生した場合は、共済本部の事故処理センターが
２４時間体制で受け付けていますので、ご連絡ください。

『関東自動車共済（協）本部事故処理センター』
ＴＥＬ： ０１２０−８９−８８１９（フリーダイヤル）

◆会議所８月の主な行事予定
２日(木)
・商業・サービス部会合同役員会
４日(土)
・日商ＰＣ検定
７日(火)
・日本政策金融公庫定例相談会
・まちゼミセミナー
８日(水)
・まちゼミ会員事業所個別訪問
・信用保証協会定例相談会
・正副会頭会議
１０日(金)
・加茂木工ブランド事業打合せ
１４日(火)
・第２７回越後加茂川夏祭り

13:45〜
9:00〜
10:00〜
19:00〜
9:00〜
10:00〜
12:00〜
13:30〜

１５日(水)
・夏祭り美化翌朝清掃
２０日(月)
・税務相談会
２２日(水)
・労務相談会
・小規模企業振興委員会
・労働災害防止指導会
２３日(木)
・法律相談会
２７日(月)
・経営・創業相談会
２８日(水)
・夏祭りスタッフ慰労会

12:30〜
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8:00〜
10:00〜
10:00〜
12:00〜
15:00〜
10:00〜
13:00〜
18:30〜

◆加茂まちなかゼミナールを 10/1(月)〜11/30(金)開催します。
〜お客様・お店・まちにとってメリットがいっぱい！〜
本年度、当商工会議所では中心市街地活性化の新たな事業として注目を浴びている「得するま
ちのゼミナール（まちゼミ）」に取り組みます。これは商店街並びに各商店のファン作りの販促
方法として全国２３か所以上で実施されている事業です。
「まちゼミ」とは、お店の方が講師となり、商売のプロならではの専門的な知識や情報やノウ
ハウを無料で受講者（お客様）にお伝えする少人数で気軽に開催できるゼミナールです。お店
の存在・特長を知っていただき、お店（店主やスタッフ）とお客様のコミュニケーションの場
を通し信頼関係を築くことを目的とする事業です。
※「まちゼミ」は１０月１日（月）〜１１月３０日（金）の間で開催します。
※期間中１回のみの開催でも構いません。開催日は参加店のご都合に合わせて設定できます。

◎「まちゼミ」の事業・魅力についてのセミナーが行われます。
・日時・場所
８月７日（火）１９：００〜２１：００ 於：加茂商工会議所会議室
・参 加 費
無 料
・講
師
岡崎まちゼミの会 会長 松井洋一郎 氏
・内
容
「まちゼミ」の魅力、目的、参加の効果
（お申込みは４ページ共済・セミナー情報をご覧ください。）
※本セミナーは「まちゼミ」事業説明会を兼ねています。本セミナーで「まちゼミ」の内容
をお聞きになってから、参加の有無をご検討ください。
当日参加できない方には後日資料を送付いたします。お気軽に担当者までご連絡ください。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

◆小京都を楽しむ会・秋物語 2012
青年会議所主催：ＡＫＡＲＩＢＡと同日開催します。
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、昨年度に引き続き
中小企業庁補助事業／地域力活用新事業全国展開支援事業の採択を受け「小京都を楽しむ会・秋
物語 2012」と名称を変更し、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
たイベントを開催します。
本年度は、発足６年目となり市内外に浸透し始めている(社)加茂青年会議所主催ＡＫＡＲＩＢ
Ａ事業と連携することで、相乗効果による交流人口の更なる増加が期待されることから、実験的
に同日開催するものです。市民体育館、加茂山公園駐車場をメイン会場に様々なイベントを企画、
準備中です。
後日、出展者募集をご案内しますので、多数のご出展参加をお願いします。
イベント当日はご家族でご来場ください。

・開催日

平成２４年９月２２日(土・祝)〜２３日（日）

・会場とイベント内容
１.加茂市民体育館
２.加茂山公園駐車場
３.加茂山〜中心市街地
４.穀町・山崎ビル
５.加茂山〜青海神社

小京都加茂・秋物語 物販会場
小京都加茂・秋物語 飲食会場
小京都加茂・秋物語 まち歩きツアー
雪椿の花びら染販売、ＪＡＰＡＮブランド製品展示
ＡＫＡＲＩＢＡ／(社)加茂青年会議所主催

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／高畑）まで。
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〜◎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
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％（8/1 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〜

〜日程が合わない場合は日程調整します〜
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。
・税 務 相 談 会
・労 務 相 談 会
・法 律 相 談 会

８月２０日（月）
８月２２日（水）
８月２３日（木）

・経営・創業相談会

８月２７日（月）

いずれも１０：００〜１２：００まで

１３：００〜１５：００まで

※８月１３日（月）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

８月７日（火）
８月８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。
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〜◎共済・セミナー情報◎〜
◆節税しながら貯蓄しませんか？ 専従者も加入できます！
小規模企業共済のご案内 〜最大８４万円を所得から控除！〜
小規模事業者のための退職金を準備しておく国の共済制度です。
・掛金は全額所得控除・経営状況にあわせて、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。

◆まちゼミセミナー

まちゼミ

三方（お客様・お店・まち）良しの

の魅力を大公開

・日 時 平成２４年８月７日(火)
１９：００〜２１：００
・場 所 加茂商工会議所会議室
・参加料 無料
・講 師 岡崎まちゼミの会 会長 松井洋一郎 氏
・内 容 「まちゼミ」の魅力、目的、参加の効果
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

◆労災防止指導会
・日
・場
・講

主管：商業･サービス部会
共催：加茂市商店街(協)

主管：工業･木工木材部会
共催：加茂鉄工業(協)･加茂地区金属製品加工業災害防止協議会

時
所
師

平成２４年８月２２日(水)
１５：００〜１７：００
加茂商工会議所会議室
・参加料 無料
三条労働基準監督署 安全衛生課長 中山貴順 氏
労働安全衛生コンサルタント 鈴木弥寿春 氏
・内 容 労働行政施策並びに労働災害の現状と予防の留意点について
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

◆中小企業会計啓発・普及セミナー
「会計を経営に活かす」〜決算書は税務申告のためだけではもったいない〜
・日 時 平成２４年９月１２日(水)
１３：３０〜１５：３０
・場 所 加茂商工会議所会議室
・参加料 無料
・講 師 (独)中小企業基盤整備機構 選任講師
・内 容 経営分析力、資金調達力、受注開拓のポイントについての解説
※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
上記セミナー・指導会を受講希望の方は、下記申込書にご記入の上お申込みください。

【参加申込書】
事業所名

住

ＴＥＬ

ＦＡＸ

（FAX：52‑4100）

所

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．まちゼミセミナー

２．労災防止指導会
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３．中小企業会計啓発・普及セミナー

