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◆ 消費税転嫁対策
相談窓口開設中
価格表示は大丈夫？
収益確保のポイントは？
様々な疑問に対応します！

当所では消費税転嫁対策相談窓口を設置しています。消費税法の内容だけではなく消費税
引き上げに関する相談や消費税引き上げ後の収益確保や価格表示方法など様々な相談に専門
家（税理士、中小企業診断士等）が個別に対応いたします。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、山本、佐藤）まで。

◆会員事業所地区別懇談会開催のご案内

～皆さんの声をお聞かせください

当所では広く会員事業所のご意見、ご要望をお聞かせいただきたく、市内を２会場に分けて会
員事業所地区別懇談会を開催いたします。ぜひご参加ください。
対

象

地

区

開

催

日

狭口・秋房・桜沢・八幡・上条・若宮町・新町
２月１７日（月）
五番町・上町・仲町・本町・穀町・駅前・松坂町
午後６時３０分～
岡ノ町・矢立・皆川・神明町・青海町・赤谷・学校町
陣ヶ峰・下条・小橋・天神林・芝野・大郷町・寿町
柳町・新栄町・高須町・旭町・栄町・幸町・石川
番田・千刈・鵜の森・後須田・前須田・北潟
加茂新田・黒水・田上

会

場

㈱梅川
（上町 3-26）

２月２１日（金）
㈲割烹有本
午後６時３０分～ （幸町 1-10-15）

※上記対象地区でご都合が悪い場合は他の日程でも結構ですので、ぜひご出席
ください。
会費／１,０００円(他は会議所より補助。当日ご持参ください)
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆金属製造業技術集団（Tech×Tech KAMO）
テクニカルショウヨコハマ２０１４に出展します
当所金属製造業技術集団(Tech×Tech KAMO)は２月５日(水)～７日(金)の３日間、パシフィ
コ横浜(神奈川県横浜市)で開催される製造業の見本市「テクニカルショウヨコハマ２０１４」
に出展し、各社の技術力をＰＲすると共に首都圏からの更なる受注の拡大を目指します。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで。
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◆加茂木工ブランド
オ
ゾ
ン
新宿リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ展示会のお知らせ
加茂木工ブランドの販路拡大支援として２月１３日(木)～２５日(火)まで、同センター／
イベントスペースにおいて「加茂・桐展」を開催します。
今回は参加企業が開発した新製品を中心に展示しますので、お近くにご出張の際は、ぜひご
来場ください（入場無料／10:30～19:00／16 日、19 日は休館日）。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／高畑、佐藤）まで。

◆経営改善のための国の融資制度

(無担保・無保証)をご利用ください
～車両入替、諸経費支払等々 柔軟に対応！～

1.60%

※保証料も必要ありません。

貸付金利

年

（2/3 現在）

・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）
◎運転資金･･･仕入れ、買掛金・手形決済、人件費・外注費等の諸経費支払い 等
◎設備資金･･･営業車両等の入替、店舗・工場・倉庫等の改築、機械設備購入 等
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆会議所２月の主な行事予定
５日（水）
・テクニカルショウヨコハマ 2014 出展
（～７日）
・サービス部会／東京ビッグサイト・
インターナショナル ギフトショー視察（～６日）
７日（金）
・正副会頭会議
12:00～
９日（日）
・第２回冬季かもリンピック
10:00～
（冬鳥越スキーガーデン）
１２日（水）
・信用保証協会定例相談会
10:00～
１３日（木）
・日本政策金融公庫定例相談会
10:00～
・加茂木工ブランド製品新宿オゾン展示会（～２５日）
１６日（日）
・日商ＰＣ検定
9:00～
１７日（月）
・諸業部会役員会
12:00～
・会員事業所地区別懇談会(於:梅川/上町) 18:30～
１８日（火）
・商業部会役員会
12:00～
・商業活性化セミナー
13:15～
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１９日（水）
・日商販売士検定
２０日（木）
・法律相談会
２１日（金）
・工業部会役員会
・会員事業所地区別懇談会
（於:割烹有本/幸町）
２３日（日）
・日商簿記検定
２４日（月）
・税務／事業承継相談会
・労務相談会
・サービス部会役員会
２５日（火）
・県央３商工会議所正副会頭会議
２６日（水）
・経営／創業相談会
・常議員会
２８日（金）
・県内商工会議所女性会正副会長会議

9:30～
10:00～
12:00～
18:30～

9:00～
10:00～
10:00～
12:00～
16:00～
10:00～
12:00～
14:00～

◆無料専門家・定例相談会を ぜひご活用ください
～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 ２月２０日（木）
・税 務 / 事 業 承 継 相 談 ２月２４日（月）
１０：００～１２：００まで
・労
務
相
談 ２月２４日（月）
・経 営 / 創 業 相 談 ２月２６日（水）
※２月１７日（月）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) 。

～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 ２月１２日（水）・日本政策金融公庫相談
※いずれも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。

２月１３日（木）

◆青色申告無料納税相談会のご案内
３月３日(月)・４日(火) ９:３０～１５:００
会 場／加茂商工会議所会議室
【当日ご持参いただくもの】
１.申告関係書類
２.前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控え
３.各種控除証明書、源泉徴収票
４.印鑑
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。

◆所得税･消費税等の確定申告相談窓口開設のお知らせ
～当所でも随時相談受付中！お気軽にご相談ください～
三条税務署では下記のとおり相談窓口を開設します。この期間中、税務署では所得税・消費
税及び贈与税の確定申告に関する相談等には対応していませんのでご注意ください（申告書
の提出・用紙配布は行っています）。
なお、当所窓口では随時相談等を受け付けていますので、お気軽にご利用ください。
○開設期間 平成２６年２月１７日(月)～３月１７日(月)※土日祝日は開設していません。
○受付時間 ９:００～１６:００
○会
場 リサーチコア６階 研修室（三条市須頃１丁目１７番地）
※お問い合わせは、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～
・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
(一社)新潟県健康管理協会
TEL025-283-3939

健 診 日 時

（会場：加茂市産業センター）

２／２８（金） (午前の部のみ) ８:３０～１１:３０

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。
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◆小規模企業共済のご案内

～掛金全額所得控除～

小規模企業共済は事業主のための退職金積立制度で、掛金（全額所得控除）は１,０００～
７０,０００円の範囲（５００円刻み）で自由に設定できます。
・常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事業主または
会社の役員の方が対象です。
・個人事業主の「共同経営者（配偶者専従者、後継予定者）」も加入できます。
・掛金は全額所得控除
（例えば…月 15,000 円×12 カ月＝ 180,000 円 →全額所得控除となります）
※詳しくは、当商工会議所TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆倒産防止共済のご案内

～自社のリスク回避のひとつです～
倒産防止共済なら回収困難になった売掛金（被害額）相当の資金をすぐに調
達できます。
・貸付限度額は掛金の１０倍の範囲内で最高８,０００万円。
・いつでも解約可能（加入期間により解約手当金の額が変わります）。
・掛金は最高２０万円まで（５千円刻み）、全額損金・経費算入。
・無担保・無保証人です。
※詳しくは、当商工会議所TEL52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆商業活性化セミナー
～売上につながる知識と技能の習得～

驚きの店舗演出、実技演習ＰＯＰセミナー
・日 時 平成２６年２月１８日（火）１３:１５～１６:１５
・場 所 加茂市産業センター３階講習室
・講 師 日本ＰＯＰサミット副会長 鐡倉(てつくら)れい子 氏
・参加費 ２,５００円（教材費/アクリルボード、マーカー類）
・定 員 ２０名（定員になり次第締切）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆工場内環境問題講習会のご案内

初心者の方
再度勉強したい方
大歓迎!!

主催：加茂鉄工業協同組合

～振動・騒音・悪臭・水質・大気汚染等環境問題の法令諸手続きと説明～
・日 時 平成２６年２月１２日（水）１５:００～１７:００
・場 所 加茂市産業センター３階講習室
・講 師 加茂市環境課公害担当者
・参加料 無 料
※詳しくは、加茂鉄工業協同組合 TEL:0256-52-3005 まで。
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