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◆小規模事業者持続化補助金
経営計画作成支援セミナーのご案内
同補助金の申請に必要な「経営計画書」作成について補助金獲得のポイントと申請書作成の
留意点についてセミナーを開催します。活用をお考えの皆様、ぜひご参加ください。
日 時
【第１講】
４月１４日（火）１８：３０～２１：３０
【第２講】
４月１６日（木）１８：３０～２１：３０
【個別相談会】
４月３０日（木）１７：００～２１：３０

講義内容
・経営計画作成の意義・立案の考え方進め方
・経営環境、自社の事業構造分析
・経営計画書の作成方法について
経営計画作成に関する個別相談
※個別相談会のみの参加は不可

【講

師】・経営コンサルタント 原 一 義 氏、
・中 小 企 業 診 断 士 小 松 俊 樹 氏
【会 場】加茂商工会議所会議室・研修室 【参加費】無料

【定員】２０名

◎小規模事業者持続化補助金とは・・・

販路開拓・新規顧客獲得に必要な費用を

２/３(上限５０万円)補助します。
【対象となる取り組み例】
・新規顧客獲得に向けたチラシを作成する ・販路開拓のための展示会出展
・商品パッケージのデザインを一新する …等
【補助金申請締切日】
平成２７年５月２７日（水）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆会議所４月の主な行事予定
８日（水）
・信用保証協会定例相談会
・正副会頭会議
１０日（金）
・新入社員テーブルマナー講習会
・新入社員歓迎式典
・新入社員ビジネスマナーセミナー
１４日（火）
・日本政策金融公庫定例相談
・経営計画作成支援セミナー(第１講)

１６日（木）
10:00～
・経営計画作成支援セミナー(第 2 講)
12:00～ ２０日（月）
・法律／税務相談会
12:15～ ２４日（金）
13:30～
・駅からハイキング
14:45～
・労務相談会
３０日（木）
10:00～
・経営・創業相談会
18:30～
・経営計画作成支援・個別相談会
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18:30～
10:00～
8:30～
10:00～
15:00～
17:00～

◆地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入
補助金のご案内
工場・オフィス・店舗等の省エネに役立つ設備の導入等の費用を 1/3～2/3 まで補助します。
【支援内容】
①最新モデルの省エネ機器等の導入支援（新規機械導入の場合）
②地域の工場・オフィス・店舗等の省エネ促進（既存機械から新規機械入替導入の場合）
［導入事例］
・最新モデルかつ、一代前のモデルと比較して年平均１％以上の省エネ性能の向上が
確認できる機械
・ＬＥＤ照明器具などの照明設備
等
【募集期間】支援内容が①の場合 平成２７年１２月１１日（金）必 着
支援内容が②の場合 平成２７年 ４月１５日（水） 〃
【申 請 先】（一社）環境共創イニシアチブ 審査第一グループ TEL:0570-001-290
〒100-8691 東京都銀座郵便局私書箱 96 号
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆燕三条ものづくりメッセ２０１５出展募集のご案内
県央地域の製造業者が地域内外に広く技術をＰＲし、ビジネスマッチングを行う展示会で
す。鉄工業関連はもちろん、木工業等他業種での出展も構いません。ぜひご参加ください。
・日
時 平成２７年１０月２９日（木）１０：００～１７：００
１０月３０日（金）１０：００～１６：００
・募集締切 平成２７年５月２９日（金）
・会
場 （財法）燕三条地場産業振興センター（三条市須頃 1-17 TEL:0256-35-7811）
・申 込 先 同 上
・出 展 料 １コマ２０，０００円（税込：間口３m×奥行２m 高さ２.４ｍ）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆第６回加茂まちなかゼミナール参加事業所募集
新たなお客様と出会うチャンス！
普段お客様と話す内容でお客様は大満足
・募集締切 ４月１０日（金）
・開催期間 ５月２６日（火）～６月２６日（金）
※期間中１回のみの開催でも構いません。
※参加店の都合に合わせて開催日を設定できます。
・参 加 料 １講座 ５,０００円（チラシ掲載料他）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、山本）まで。
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◆マル経融資のご案内

車両入替、諸経費支払等々

柔軟に対応

無担保・無保証人・保証料なし

４月１日現在

1.35％

◎融資限度額 ２,０００万円
◎返済期間
運転資金７年(据置１年以内) 設備１０年(据置２年以内)
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、佐藤、山本）まで。

◆無料定例相談会のご案内
・新潟県信用保証協会
・日本政策金融公庫相談会
・法律／税務、事業承継相談会
・労務相談会
・経営・創業相談会

～秘密厳守/完全予約制～
４月 ８日（水）
４月１４日（火）
４月２０日（月）
４月２４日（金）
４月３０日（木）

１０：００～１２：００

１５：００～１７：００

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

◆エキスパートバンクをご活用ください

～経営・技術強化支援事業～
技術改善、商品開発、経営管理など各分野のエキスパート（専門家）を直接事業所に派遣
し専門的・実践的な指導アドバイスにより問題解決を図っていく事業です。
※費用は初回無料。詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆平成２７年度の健康保険料率・介護保険料率が変更
平成２７年５月納付分（４月分）の保険料が９.９０％から９.８６％に変更されまし
た。
※４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料
率（１.５８％）が加わります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。
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◆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）
(一社)新潟県労働衛生医学協会
TEL025-370-1960

４／１７（金） (午後の部のみ) １３：３０～１５：３０
４／２２（水） (午後の部のみ) １３：３０～１５：３０

(一社)新潟県健康管理協会
TEL025-283-3939

５／２９（金） (午前の部のみ) ８：３０～１１：３０

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／大瀧）まで。

◆第３回加茂山古道ハイキング～古道開き～
日(日)開催

月
・受 付

※小雨決行

参加無料

８:４５～９:２０
９:３０スタート

～～

１５:３０頃解散予定

・集合場所 加茂山公園駐車場
・コース

加茂山公園駐車場 ～ 雪椿園 ～ 剣ヶ峰 ～ 長福寺 ～
下条川ダム（休憩・昼食）～ 長福寺 ～ 加茂山城址 ～
ゴール：加茂山公園駐車場

・持ち物

飲み物、昼食、はし、雨具（雨天の場合）
※昼食時に豚汁サービスあり

・申し込み 当所ＨＰよりチラシをダウンロードのうえ、必要事項を記入し、郵送、ＦＡＸ
にてお申し込みください。５月７日（木）必着。
小学生以下は保護者同伴でお願いします。
※詳しくは当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧、渡邉）まで。

◆第３６回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナーのご案内
～社会人として知って得する「テーブルマナー」講習会を企画しました～
・日 時

平成２７年４月１０日（金）
(1)テーブルマナー
１２：１５～１３：１５
(2)新入社員歓迎式典 １３：３０～１４：３０
(3)新入社員セミナー １４：４５～１７：００
（ビジネスマナー、基本動作研修等）
・場 所 加茂商工会議所会議室他
・参加費 テーブルマナー 1 人３，０００円
※式典・セミナーのみ出席の場合は無料
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。
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