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◆通常議員総会開催

～平成２６年度事業報告・収支決算を承認～

６月２４日（水）当所会議室にて役員・議員等６４名出席（本人出席３０名、委任状３４名）
のもと「通常議員総会」を開催し、平成２６年度事業報告・各会計収支決算が承認されました
（概要はＨＰ最新トピックスをご覧ください）。
今後とも商工会議所活動に対し、ご支援・ご協力をお願いいたします。

◆会員拡大キャンペーン実施中！

～ぜひご紹介ください～

当所では現在、会員拡大キャンペーンを実施中です。
「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／佐藤、山本）まで。

◆夏祭り協賛金にご協力いただきありがとうございます。
出費多端の折、多くの会員事業所からご協賛いただいております。大変ありがとうございま
す。現在もご協賛受け付け中ですので宜しくお願いいたします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆会議所７月の主な行事予定
３日（金）
１４日（火）
・駅からハイキング
8:30～
・マイナンバー対応セミナー
５日（日）
１５日（水）
・ビジネス実務法務検定試験
10:00～
・夏祭り飲食売店出店者打合せ会議
７日（火）
１６日（木）
・正副会頭会議
12:00～
・㈱日本政策金融公庫一日相談会
８日（水）
１７日（金）
・信用保証協会定例相談会
10:00～
・税務、事業承相談会
・小規模企業振興委員会視察研修会
２１日（火）
（石川県輪島商工会議所～９日）
・法律相談会
９日（木）
２２日（水）
・まちづくり委員会
18:00～
・夏祭り盆踊り代表者会議
１１日（土）
19:00～
・３級リテールマーケティング
２４日（金）
（販売士）検定試験
9:30～
・経営、創業／労務相談会
１２日（日）
２９日（水）
・福祉住環境コーディネーター検定試験
・常議員会
10:00～
・第１回異業種交流会
１３日（月）
・夏祭り正副委員長会議
13:30～
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13:30～
15:00～
10:00～
10:00～
10:00～

10:00～
12:00～
16:00～

◆ふるさと名物商品事業のご案内
ふるさと名物商品事業とは地域資源等を活用した商品を「ふるさと名物商品」として、（公
財）にいがた産業創造機構が認定し、インターネット通販サイト等での割引販売（原則３割引）
を支援する事業です。
【ふるさと名物商品の要件】
・新潟県内で製造または加工されたもので、新潟ならではのこだわりのあるもの
・商品の安定供給できるもの（一点物不可）で、販路拡大が期待できるもの
・商品価格（税抜）が２,０００円から３００,０００円程度の範囲であるもの 等
【助成率及び上限額】
・「ふるさと名物商品」サイト掲載に要する経費【定額、上限 100 万円】
・リピート購入につながる仕組みの導入や活用等に要する経費【助成率 2/3、上限 100 万円】
・その他、同事業の販売促進に必要と認められる経費【助成率 2/3、上限 100 万円】
【募集期間】平成２７年７月１５日（水）１７：００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／大橋、佐藤、山本）まで。

◆ものづくり･商業･サービス革新補助金（２次公募）のご案内
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するためなど、中小企業小
規模事業者が事業革新に取り組む費用の２/３を補助します。今回は、共同体で行う設備投資
なども支援対象に追加されます。
【補助上限額】①１，０００万円 ②共同体で５，０００万円（５００万円／１社）
※設備投資をせずにサービス開発することもできます。
【募 集 締 切】平成２７年８月５日（水）当日消印有効
【提 出 先】新潟県中小企業団体中央会
〒951-8133 新潟市中央区川岸町 1-47-1 新潟県中小企業会館 3 階
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、佐藤、山本）まで。

◆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
4

７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／大橋、佐藤、山本）まで。
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◆その日のうちに即決！一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。買掛金決済、諸経費
支払などの運転資金や車の入替や店舗内装工事等の設備資金など、柔軟に対応いたします。
是非ご利用ください。
・日時 ７月１６日（木） 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 TEL 52-1740（担当／大橋、佐藤、山本）まで。

◆無料定例相談会のご案内

～秘密厳守/完全予約制～

・新潟県信用保証協会
７月 ８日（水）
・税務、事業承継相談会
７月１７日（金）
いずれも１０：００～１２：００
・法律相談会
７月２１日（火）
・経営・創業／労務相談会
７月２４日（金）
※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／大橋、佐藤、山本）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／加茂市産業センター）

(一社)新潟県健康管理協会
TEL025-283-3939

７／１４（火）

(一社)新潟県労働衛生医学協会
TEL025-370-1960

８／１１（火） (午前の部)
(午後の部)

８：３０～１１：３０（午前の部のみ）
８：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

◆小規模企業共済のご案内

将来の生活資金は万全ですか？

現役引退後の生活資金は年金だけでは不十分です。本共済は経営者のための退職金積立制
度で、掛金が全額所得控除となります。
・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。
・掛金１,０００円から７０,０００円の範囲内で自由に設定できます。
・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。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）まで。

◆倒産防止共済のご案内

取引先倒産時の資金調達に役立ちます

・１年以上継続して事業を行っている中小企業者が対象です。
・掛金５，０００円から２００，０００円まで(５，０００円刻み)で自由に設定できます。
・貸付は掛金の１０倍の範囲内で最高８,０００万円まで(無担保・無保証人)。
・掛金は全額損金・経費算入。経営状況に応じて増減額可能です。
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／山本）まで。
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◆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７月１４日（火）１３：３０～１５：３０
・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。

◆第１回

他

異業種交流会のご案内

各業界の枠を超えて会員相互の交流と情報交換を図ることを目的に「異業種交流会」を開催
します。ぜひ、ご参加ください。
・日 時／平成２７年７月２９日（水）１６：００～
・場 所／加茂商工会議所 会議室
※交流会終了後、懇親会を開催します。会場：㈲割烹有本（幸町）会費：2,000 円
・内 容／①企業連携事例発表「「当所木工ブランド事業と Tech×Tech KAMO マイクロ水力発
電共同開発事業について」
②各社事業紹介（１社２分程度）
（会社案内、もしくは製造製品をご持参ください。）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで。

◆労災防止指導会＆製造業セミナーのご案内
・日 時／平成２７年８月２１日（金）１４：３０分～１７：００
・場 所／加茂商工会議所 会議室
・参加料／無料
・内 容／第１部 テーマ：労働行政施策並びに労働災害の現状と予防の留意点について
講 師：三条労働基準監督署 安全衛生課 担当官
第２部 テーマ：町工場の挑戦～企業間連携と江戸っ子１号がもたらした社内変革
講 師：㈱浜野製作所 代表取締役 浜野慶一 氏
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで。
※切らずにこのまま FAX してください
上記セミナー、異業種交流会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

【参加希望のものに○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．第１回

３．労災防止指導会＆製造業セミナー
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異業種交流会

主催：加 茂 商 工 会 議 所
日頃、当商工会議所の事業活動には格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当所では本年度、各業界の枠を超えて会員相互の交流と情報交換を図ることを目的に
「異業種交流会」を下記のとおり開催いたします。本会は毎回テーマと定員を決めて開催し、
ご興味のある方からその都度ご参加していただきたいと考えております。
つきましては、第１回交流会は下記テーマでご案内をしますので、ご興味のある会員事業所
は奮ってご参加を賜りますようお願い申し上げます。
●日

時

平成２７年７月２９日(水)

●内

容

①趣旨説明

１６：００～

②企業連携事例発表
「当所木工ブランド事業と Tech×Tech KAMO
マイクロ水力発電共同開発事業について」
③各社事業紹介（１社２分程度）
（会社案内、もしくは製造製品をご持参ください。）
●場

所

加茂商工会議所会議室

●定

員

２５名（定員になり次第締め切ります。）

●懇親会

交流会終了後、懇親会を開催します。
会費／２,０００円（当日ご持参ください。）
会場／㈲割烹 有本(幸町 1-10-15 TEL52-1316)

※下記申込書にご記入のうえ、７月２４日（金）までに事務局（担当／佐藤
FAX:52-4100

E-mail:satou-m@kamocci.or.jp）へお申し込みください。
（切らずにこのまま FAX してください）

異業種交流会参加申込書
加茂商工会議所事務局（担当／佐藤

FAX：52-4100）

事業所名

住

所

参 加 者

役

職

電話番号

参 加 者

役

職

ＦＡＸ
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TEL:52-1740

