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第３０回 越後加茂川夏祭り
８ 月 １ ４ 日 (金 )実 施 !!
◆夏祭り協賛金にご協力をお願いします
本年度も工夫を凝らし夏祭りを盛大に実施したいと存じます。この「夏祭り協賛金」のお願い
に、お近くの当所役員議員・部会役員・地区委員の担当者がお伺いさせていただきますので、出
費多端の折ですが何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます（後日、依頼文書をお送りいたし
ます）。
また、市内全世帯に各組(班)長さんを通じて「市民協賛金」封筒募金を別途お願いしておりま
す。この協賛金と重複しますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。募集締切：６月２６日（金）
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／山本）まで。

◆盆踊り大会参加団体募集！～どなたでも参加できます～
・参 加 対 象：市内の企業及び諸団体、市民等 ・申込締切：７月１６日（木）
・代表者会議：７月２２日（水）於：当所会議室 １９：００～２０：００
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／山本）まで。

◆おいしんぼ広場(夏祭り売店)のご案内
・販 売 品 目：原則自由（保健所の許可が必要な物品は許可取得が条件です。）
・出店協力費：６，０００円
・申込締切：７月３日（金）
・出店者会議：７月１５日（水）１３：３０～ ※出店者は必ず参加してください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。
※切らずこのまま FAX してください
参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。
【第３０回越後加茂川夏祭り参加申込書】
(FAX52-4100)
事業所名

代表者名

住

電話番号

所

【参加されるイベントに○をつけてください】

１．盆踊り大会

２．おいしんぼ広場
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◆マル経融資の大事なご案内です

加茂市内制度融資一番の低利率
車両入替、諸経費支払等々

柔軟に対応

担保なし・保証人なし・保証料なし
６月１日現在

(固定金利)

1.25％

◎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／佐藤、山本）まで。

◆信用保証料率割引のご案内
新潟県信用保証協会の保証料率が平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの
期間、下記のとおり引き下がりました。
①創業関係の保証･･･所定保証料率０.８０％から０.２０％割引
②小口零細企業保証･･･所定保証料率０.５０～２.２０％から０.２０％割引
③設備資金に係る保証･･･所定保証料率０.３９～２.２０％から０.１５％割引
※資金使途が「設備」となる保証で、貸付形式が証書になるものに限られます。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、佐藤、山本）まで。

◆起業チャレンジ奨励事業のご案内
県内で新規創業される方を対象に、新規創業経費の一部を助成する制度です。
新規創業をお考えの方は商工会議所までお問い合わせください。
対象経費

助
成
金

50～100 万円

100 万円超～200 万円

200 万円超～

申請者以外２名以上の
新規雇用を伴う場合

50～100 万円
助成率 10/10

上限額 100 万円

上限額 300 万円
助成率 10/10

上記以外

50～100 万円
助成率 10/10

上限額 100 万円

上限額 100 万円

【募集締切】平成２７年６月２５日（木）17:30 必着
【申 請 先】（公財）にいがた産業創造機構 〒950-0078

新潟市中央区万代島 5-1-9F

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで
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◆無料定例相談会のご案内

～秘密厳守/完全予約制～

・日本政策金融公庫相談会
６月 ９日（火）
・新潟県信用保証協会
６月１０日（水）
・経営・創業相談会
６月１２日（金） いずれも１０：００～１２：００
・法律／税務、事業承継相談会
６月１５日（月）
・労務相談会
６月１８日（木）
※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。

◆労働保険

年度更新手続きはお早めに

労働保険年度更新及び一般拠出申告・納付手続きはお済でしょうか。申告書の提出と保険料
の納付は、７月１０日（金）が期限です。手続きはお早めにお願いします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆生命保険の内容を見直しませんか？～保険のプロが無料で証券診断します～
ご加入いただいている保険（アクサ生命、他社問わず）が現在の状況に合っているかどうか
無料で証券診断いたします。また個人の医療保険はもちろん経営者向プランのご提案も行って
います。どうぞお気軽にお問い合わせください。
◎５月はアクサ生命保険㈱と連携した共済キャンペーンを実施中です！アクサ推進員、職員が
事業所へ訪問した際にはよろしくお願いします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。

◆商工会議所会員拡大キャンペーン実施中!!
「近所に新しいお店ができた」
「知り合いが開業を考えている」
「融資や経営の相談」をした
い」などの情報がありましたらご一報ください。すぐにお伺いいたします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）まで。

◆会議所６月の主な行事予定
１日（月）
・イベント活性化委員会
３日（水）
・マル経資金審査会
５日（金）
・正副会頭会議
９日（火）
・会計監査
・日本政策金融公庫定例相談会
・地区委員全体会議
（夏祭り協賛金募集会議）
１０日（水）
・信用保証協会定例相談会
１２日（金）
・経営・創業相談会
１４日（日）
・第 140 回簿記検定試験
１５日（月）
・法律／税務、事業承相談会

18:00～
12:00～
12:00～
10:00～
10:00～
18:00～
10:00～
10:00～
9:00～
10:00～

１６日（火）
・常議員会
12:00～
１８日（木）
・労務相談会
10:00～
１９日（金）
・工業部会役員会
19:00～
２１日（日）
・カラーコーディネーター検定試験
10:00～
２２日（月）
・マイナンバー制度対応セミナー
13:30～
２３日（火）
・消費税転嫁対策・営業力強化セミナー13:30～
２４日（水）
・通常議員総会
15:00～
・金融経済懇談会
(講師/日銀新潟支店長)
16:00～
２６日（金）
・木工木材部会視察研修会
(岐阜県高山方面～２７日)
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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／加茂市産業センター）

(一社)新潟県健康管理協会
TEL025-283-3939

６／ ８（月）
６／１９（金）
７／１４（火）

８：３０～１１：３０（午前の部のみ）
８：３０～１１：３０
〃
８：３０～１１：３０
〃

(一社)新潟県労働衛生医学協会
TEL025-370-1960

６／２４（水）１３：３０～１５：００(午後の部のみ)
６／２６（金）１３：３０～１５：３０
〃
６／３０（火）１３：３０～１５：３０
〃

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

◆マイナンバー制度対応セミナー～すべての国民に番号が付与されます～
・日

時／平成２７年６月２２日（月）または７月１４日（火）
いずれも１３：３０～１５：３０
※上記いずれかの都合の良い日にご出席ください（両日の出席も可能です）。
・場 所／加茂商工会議所会議室
・講 師／文京学院大学 講師 野 口 邦 雄 氏
・参加料／会員１，０００円 非会員５，０００円
・内 容／①マイナンバー制度とは ②今後のスケジュール、想定される影響、今後の準備
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆消費税転嫁対策・販売強化セミナー
コンビニのノウハウに学ぶ！人が集まるお店の演出と効果
・日 時／平成２７年６月２３日（火）１３：３０～１５：３０
・場 所／加茂商工会議所会議室
・講 師／㈱経営ドクター 社長 島 村 信 二 氏
・参加料／会員１,０００円 非会員３,０００円
・内 容／①コンビニに惹きつけられる理由 ②消費者を惹きつけるマーケティング
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

他

※切らずにこのまま FAX してください
上記セミナーに参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。
（FAX：52-4100）
事業所名

参加者名

住

電話番号

所

【参加希望のセミナーに○印をつけてください】

１．マイナンバー制度対応セミナー

２．消費税転嫁対策・販売力強化セミナー

・６月２２日 ・７月１４日
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他

