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◆新役員決定 太田会頭再任 ２期目がスタート  

～任期満了に伴い１０月２９日臨時議員総会開催～ 
 

当商工会議所の役員・議員の任期がこの１０月３１日に満了となることから、１０月２

９日開催の臨時議員総会において役員（会頭、副会頭、専務理事、監事、常議員）が選任さ

れました。 

なお、副会頭１名は欠員となります。１号・２号・３号議員の名簿は既報のとおり、新

役員は次のとおりです（敬称略・順不同 ※印は新任）。 

会  頭 太田 明（新潟紙器工業㈱／社長） 

副 会 頭 西村一博（西村税理士事務所／所長）、丸川肇平（㈱丸川勇平商店／社長） 

専務理事 若杉俊彰 

監  事 田辺敏夫（㈱田辺喜平商店／社長）、※小池龍一（八幡ケミカル㈱／社長） 

※更科 勲（理容さらしな／店主） 

常 議 員（２２名） 

氏 名 事業所名／役職 

 

氏 名 事業所名／役職 

※阿部一郎 阿部精麦㈱／社長 牛膓  誠 ㈱下条製作所／社長 

※阿部貴行 加茂信用金庫／理事長 佐藤敏夫 ㈱鴨川／社長 

阿部正明 阿部煙火工業㈱／社長 志田長春 シダチョー建設㈱／社長 

有本照一 ㈱有本電器製作所／社長 田辺  攻 ㈲田辺木工所／社長 

内山  榮 ㈱コスモ・パワー新潟事業所／社長 田邊良夫 ㈱田邊久平商店／社長 

小野塚荘一 ㈱小野塚印刷所／社長 長澤敬一 笹菊薬品㈱／社長 

小柳直太郎 小柳建設㈱／社長 ※中野壽夫 ㈱マスカガミ／社長 

小柳正徹 ㈱葵設備工業／社長 西村道博 ㈱ニシトク／社長 

川崎  晃 ㈱川崎薬品商会／社長 保坂裕一 きも乃や／店主 

木戸信輔 ㈲ニック加茂／社長 堀内  堅 ㈱堀内組／社長 

桑原良夫 東芝ホームテクノ㈱／取締役 三浦伸一 ㈲三浦薬局／社長 

 

◆第３８回新年会員事業所の集い１月１１日（土）開催 
１１月中旬に正式なご案内をいたします。お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。 

  １．日 時：平成２６年１月１１日（土）１５：００～ 

        第１部 式典／会頭挨拶・来賓紹介・来賓祝辞 15:00～15:50（50分） 

         第２部 新春講演会 16:00～17:30（90分） 

講師／同志社大学ビジネス研究科教授 

   エコノミスト 浜 矩子（のりこ）氏 

         第３部 懇親パーティー 17:45～19:10（85分） 

  ２．場 所：加茂市産業センターホール ３．会 費：４，０００円 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 
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◆「伊豆大島義援金募金」ご協力のお願い 
～既に募金いただいた義援金も損金・寄付金控除の対象となりました～ 

 

皆様のお気持ち～１万円の範囲内でご協力をお願いいたします。お振り込みの場合

は、当所で振込手数料を負担いたしますので手数料分を引いてお振り込みください。 

   ※当商工会議所への振込先（伊豆大島義援金のための専用口座です）。 

・加茂信用金庫本店 普通 ０３４２１１６ 

・第四銀行加茂支店 普通 １３８２４８８ 

・北越銀行加茂支店 普通 ２０３１４１０ 

・大光銀行加茂支店 普通 ３０１９４８９ 

口座名義はいずれも「加茂商工会議所伊豆大島義援金 会頭 太田 明」 

   ※振込先の控えをもって領収証に替えさせていただきます。直接、当所窓口でも受け付

けいたします（領収証を発行します）。 

   ※税法上の取扱いについて／法人…全額損金算入、個人…寄付金控除 

    既に発行済みの領収書、振込受領書は損金・寄付金控除の証明としてそのままお使い

いただけますので、大切に保管してください。 

   ※送金先／東京都大島町役場 

   ※締 切／平成２５年１１月２２日（金） 

   ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／羽下、高畑）まで。 
 

◆長岡城奪還・歴史散策バスツアーのご案内 
北越戊辰戦争で加茂から長岡城奪還を目指した河井継之助（長岡藩家老上席）所縁の史跡

ルートをバスで巡ります。 

   ・日  時 平成２５年１１月１９日（火）、２４日(日) ※２回開催 

両日とも １０：００～１５：３０頃（産業センター前にて解散） 

   ・参 加 費 １，０００円（昼食、資料代／当日ご持参ください。） 

   ・定  員 両日ともに３０名（どちらか１日のみの参加となります。） 

   ・申し込み １１月１２日(火)までに加茂商工会議所へお申し込みください。 

（定員に達し次第締め切ります。 

   ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／羽下、高畑）まで。 

 

◆会議所１１月の主な行事予定 
８日(金) 
・正副会頭会議           12:00～ 

１０日(日) 
 ・工業部会/ベトナム視察（～14日） 
１２日(火) 
 ・日本政策金融公庫相談会      10:00～ 
 ・経営安定セミナー         13:30～ 
１３日(水) 
 ・信用保証協会相談会         10:00～ 
１６日(土) 
 ・日商ＰＣ検定            9:00～ 
１７日(日) 
 ・第 135回簿記検定試験        9:00～ 
１９日(火) 
 ・第１回歴史散策バスツアー      9:00～ 
２０日(水) 
 ・法律相談会            10:00～ 

２１日(木) 
 ・労務相談会            10:00～ 
 ・小規模企業振興委員会視察研修会 
        （山形県米沢市 ～22日） 
２２日(金) 
 ・税務/事業承継相談会       10:00～ 
２４日(日) 
 ・第２回歴史散策バスツアー      9:00～ 
 ・福祉住環境コーディネーター検定  10:00～ 
２７日(水) 
 ・常議員会             12:00～ 
 ・人権啓発セミナー         13:45～ 

２９日(金) 

 ・経営相談会            10:00～ 

 ・田上町商工会正副会長との懇談会  15:30～ 
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◆経営改善のための国の融資制度 

マル経資金（無担保・無保証）をご利用ください 

～年末資金、車両入替、諸経費支払等々 柔軟に対応！～ 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 ・融資限度額…１,５００万円 

  ・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 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 
 

◆その日のうちに即決！１日公庫相談会のご案内 
 ㈱日本政策金融公庫による出張金融相談会を下記のとおり開催します。ぜひご利用ください。 

  ・日時 １１月１２日（火）１０：００～１５：００まで 

   ※完全予約制ですので事前にお申し込みください。 

   ※詳しくは、当商工会議所 TE:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 
 

◆無料専門家 定例相談会のお知らせ 
～税理士・弁護士・社労士・中小企業診断士による相談会開催中～ 

・法律相談          １１月２０日(水) 

・労務相談      １１月２１日(木) 

・税務/事業承継相談 １１月２２日(金) 
・経営/創業相談   １１月２９日(金) 

   ※１１月１５日(金)までにお申し込みください。(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～   
  ・新潟県信用保証協会相談会 １１月１３日（水） １０：００～１２：００まで  

   ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 
 

 

 

◆新潟県最低賃金が「７０１円」に改定 ～１０月２６日(土)から～ 

新潟県最低賃金（時間額）は１０月２６日(土)から、これまでの６８９円に１２円上乗せの

７０１円になりました。この最低賃金はパートやアルバイトなどの雇用形態にも適用されます。 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

 

 

いずれも１０:００～１２:００まで 

 

※保証料も必要ありません。 

貸付金利 年1.65% 1.60%（11/1現在） 
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◆労働保険加入のお願い～労働者を雇ったら加入しましょう！～ 
 労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）

に加入しなければなりません。 

 労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給さ

れる助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠く

ことのできない制度です。 

 当所労働保険事務組合では、事業主の皆さんに代わって労働保険の加入手続や事務代行を

行っています。保険料の分割納付や事業主の労災保険加入など、加入者ならではのメリットも

ございますので、お気軽にご相談ください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（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～ 

当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

・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 

 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。 

 

◆経営安定セミナーのご案内 
  ～中小企業だからこそ勝てる！ありふれた商売を金のなる木に変える経営～ 

逆転勝利の法則で利益３倍…１０倍を目指せ!  
不況のせいにしない！ 「小さい」「弱い」からこそ勝てる戦略がある 

 
  ・日 時 平成２５年１１月１２日（火）１３：３０～１５：３０ 

  ・場 所 加茂商工会議所会議室  

  ・受講料 会員：１,０００円／非会員：３,０００円 

  ・講 師 ランチェスターマネジメント㈱ 社長 河辺よしろう 氏 

  ・内 容 ①「売れない」ではなく「買わない」の法則 

       ②売れる市場は「脳みその中」にある 

       ③「小さい」「弱い」からこそ勝てる戦略がある 

   ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

◆人権啓発支援セミナーのご案内 
  ～セブン＆アイの実例に学ぶ～ 職場の人権とＣＳＲ（企業の社会的責任）～ 
  ・日 時 平成２５年１１月２７日（水）１３：４５～１５：４５ 

  ・場 所 加茂市産業センター講習室 

  ・受講料 無料  

  ・講 師 リテールデザイン研究所 流通コンサルタント 片 山 裕 介 氏 

  ・内 容 コンプライアンス（法的遵守）、パワハラ問題 等 

   ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／羽下）まで。 

 

 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場：加茂市産業センター） 

(一社)新潟県健康管理協会 

TEL:025-283-3939 
１２／２（月） ８：３０～１１：３０ 


