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〜◎会議所の動き◎〜
◆１０,０００円で１１,０００円分のお買物ができる!!
プレミアム商品券好評販売中！

〜お買い求めはお早めに〜

・販売期間 １０月１日（月）〜売切れ次第終了（１千セット限定）
・販売場所 加茂商工会議所、加茂市商店街協同組合（仲町 1‑34 TEL52‑0775）
・購入上限 １人３セット（３３，０００円分まで）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

・開催日
・会 場

平成２４年１０月８日(月・祝)
加茂市産業センター

11:00〜17:00

12:00〜

11:20〜

（300 食限定）

マカロニといえばイタリア。レシピ紹介や家
庭料理をご紹介。
キャレル10月号にインタ
ビュー記事が掲載されています。

12:30〜
ジャンボバーガーに挑戦。当日参加受付

藤原歌劇団で活躍中の三浦さんの歌声を
間近で聞けるチャンスです！

15:00〜

会場の全員で大ジャンケン大会！
優勝者には何が当たるかお楽しみ。

子供縁日広場

※詳しくは、当商工会議所
TEL52‑1740（担当／高畑）まで。

・輪投げ、スーパーボールすくい 1 回１００円
・あっちむいてホイ大会（勝って景品をＧｅｔ！）
・オリジナルちびっ子名刺（１０枚） 100 円
・ポップコーン 100 円
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◆第３７回新年会員事業所の集い１月９日（水）開催
〜新春講演会講師は政治ジャーナリスト 後藤謙次氏〜
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２５年１月
９日（水）午後３時から加茂市産業センターホールで開催します。
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。
講師プロフィール：
昭和２４年東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業後、共同通信社に入社。編集局編集
委員兼論説委員、政治部長、編集局長などの要職を歴任。平成１９年１０月に同社を退
社。その後ＴＢＳ系「ＮＥＷＳ２３」キャスターを務めるなど、多くのテレビ・ラジオ
番組に出演しながら執筆活動や全国各地の講演活動等、現在活躍中。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／山本）まで。

◆加茂木工ブランド事業／「加茂・桐」展にて新製品発表
本年度新たな加茂木工ブランド桐製品を中心に、リビングデザインセンターOZONE（オゾン）
で「加茂・桐展」を開催いたします。東京にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
・開催日 平成２４年１０月１８日(木)〜２３日（火）
・場 所 リビングデザインセンターOZONE リビングデザインギャラリー
東京都新宿区西新宿 3‑7‑1 新宿パークタワー７階
（ＪＲ新宿駅南口から徒歩約１２分）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／高畑）まで。

◆「工房 雪椿の花びら染」に名称変更

〜雪椿の花びら染研究会〜
雪椿の花びらを活用した加茂市の特産品づくりを目的に平成１４年に設立した雪椿の花びら
染研究会は、本年で１０周年を迎えたことから、これを契機に新たに名称を「工房 雪椿の花び
ら染」に改め更に積極的に活動してまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢・大瀧）まで。

◆お店の人が教えてくれる 楽しく学んで面白体験。
加茂まちなかゼミナール開催中！10/1(月)〜11/30(金) まで
「まちゼミ」とは、お店の人が講師になって専門店ならではの知識や
情報、コツを無料で教えてくれる”得するまちのゼミナール″のことで
す。
「講座を聞いたからお店の商品を買わなければいけないの？」とい
った心配はいりません。お店とお客様とのコミュニケーションの場と
して信頼関係を築くことを目的とする事業です。
当所会員事業所１８事業所・全２２講座を「健康・きれい」「つくる」「たべる」「学ぶ」
の４項目に分け、各参加店を会場（別会場もあり）にして開催中です。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。ＨＰ http://www.kamocci.or.jp/
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◆小京都を楽しむ会

ＡＫＡＲＩＢＡ with 秋物語 2012
ご来場ありがとうございました

去る９月２２日（土・祝）〜２３日（日）、加茂市民体育館をメイン会場に開催したイベント
「小京都を楽しむ会・ＡＫＡＲＩＢＡ with 秋物語 2012」には、大勢の来場をいただきありがと
うございました。市内はもとより市外からも来場があり、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。

◆日商簿記検定試験(１〜４級)のオンライン申込み受け付け中！
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/（但し、受験料
のほかに別途６３０円の事務手数料がかかります。）
第１３２回日商簿記検定試験
受験級
試験日

申込受付期間
窓 口

1〜4 級

１１月１８日（日）
ネット

9 月 28 日（金）〜 1 級
10 月 17 日（水） 2 級
9 月 28 日（金）〜 3 級
10 月 12 日（金） 4 級

受験料
7,500 円
4,500 円
2,500 円
1,600 円

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

◆会議所１０月の主な行事予定
３日(水)
・２級販売士検定試験
9:30〜
・正副会頭会議
12:00〜
８日(月)
・小京都加茂マカロニ祭り
11:00〜
９日（火）
・日本政策金融公庫定例相談
10:00〜
・青年部１０月例会
19:00〜
１０日(水)
・信用保証協会定例相談
10:00〜
・３級簿記検定対策講座（〜11/16） 19:00〜
１１日（木）
・建設部会視察研修会（〜12 日）
（山形県金山町）
１５日(月)
・小規模企業振興委員会視察研修会(〜16 日)
（宮城県塩釜商工会議所）

１６日(火)
・労務管理セミナー
13:30〜
１８日(木)
・ジャパンブランド製品新宿オゾン展出店（〜23 日）
２２日(月)
・経営・創業・税務・法律相談会
10:00〜
・小規模企業振興委員会１０月定例会
12:00〜
２３日（火）
・総務会計委員会
12:00〜
・創業塾開講(2 講 10/29、3 講 11/1)
19:00〜
２４日（水）
・常議員会
12:00〜
２５日（木）
・労務相談会
10:00〜
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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〜

経営改善貸付（マル経融資）〜保証料もいりません!!〜

設備資金貸付金利 １.２５％
・融資限度額 １，５００万円 ・運転資金貸付金利 １．７５％（10/2 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〜
どんな相談でも受付けます。まずはお電話ください。
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。
いずれも
・経営・創業相談 １０月２２日（月） ・法律相談 １０月２２日（月） １０:００〜
・税務相談
１０月２２日（月） ・労務相談 １０月２５日（木） １２:００まで
※１０月１５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
１０月 ９日（火） いずれも１０:００〜１２:００まで
・新潟県信用保証協会相談会 １０月１０日（水）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆新潟県最低賃金が「６８９円」に改定

〜１０月５日(金)から〜
新潟県最低賃金が１０月５日（金）から現行最低賃金（時間額）６８３円を６円引き上げて
６８９円になります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）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１０月２９日（月）
８：３０〜１２：００
TEL025‑283‑3939
(社)新潟県労働衛生医学協会
平成２４年１１月 １日（木）
８：３０〜１１：３０
TEL025‑370‑1960
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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〜◎セミナー・検定情報◎〜
◆日商簿記検定試験３級受験対策講座
短期集中・全１２講座・夜間コースで楽々受講
・日 時 平成２４年１０月１０日（水）〜１１月１６日（金）までの毎週水、金曜日
・場 所 加茂商工会議所会議室 ・講 師 長谷川簿記教室 代表 長谷川政治氏
・受講料 １０，０００円（会員事業所の役員、従業員、その家族も含む）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

◆労務管理セミナー
残業問題一発解決！〜残業代削減・従業員のやる気ＵＰ・残業代訴訟対策教えます〜
・日 時 平成２４年１０月１６日（火）１３：００〜１５：００
・場 所 加茂商工会議所会議室 ・講 師 共栄人事労務研究所
・受講料 １，０００円
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

◆夢にチャレンジ！平成２４年度

所長

野田

孝氏

創業塾

〜創業したい人・経営革新を考えている経営者、後継者の方へ〜
日

時

〔第１講〕
10/23(火)
19:00〜21:30
〔第２講〕
10/29(月)
19:00〜21:30

講

師

講義内容

㈱スノーピーク(三条市)
代表取締役 山 井
太 氏
中小企業診断士
武 田 浩 昭 氏
㈲ティー・キューブ
代表取締役 高 橋 浩 子 氏
中小企業診断士
武 田 浩 昭 氏

先輩経営者の実践談
〜夢にチャレンジ！志を大きく持とう〜
創業の心構えと諸手続き
WEB ビジネス成功の秘訣
〜今話題の Face book 徹底活用法〜
創業前に知っておきたい！失敗しないための
ネットショップ、WEB ビジネス講座

〔第３講〕
中小企業診断士
借入の基本と事業計画作成講座
11/1(木)
武 田 浩 昭 氏
創業資金・助成金紹介
19:00〜21:30
・会 場 加茂商工会議所会議室
・受講料 ３，０００円
・定員２０名
※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
上記セミナー・講座を受講希望の方は、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

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

（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．日商簿記検定試験３級受験対策講座

２．労務管理セミナー
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３．創業塾

