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◆地元買物運動 第４回 プレミアム商品券 

１１月２日（月）～販売開始!! 

10,000円で 11,000 円分のお買物ができる!! 
 

・販売期間 １１月２日(月)～無くなり次第終了（１千セット限定） 

・有効期間 １１月２日(月)～１２月３１日(木)までの２ヵ月間 

・販売場所 加茂商工会議所･･･平日 9:00～17:00 第 1･3･5土曜日 9:00～12:00 

及び  加茂市商店街(協)･･･平日 9:00～17:00 

販売時間 加茂ショッピングパークメリア･･･平日 10:00～17:00 

・購入条件 １人５セット（１セット１万１千円分の商品券）まで 

※加茂市プレミアム付商品券とは違う商品券です。使用できる店舗も異なりますので 

ご注意ください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／滝沢)まで。 
 

◆大好評！ 第７回加茂まちなかゼミナール 

     １０月８日（木）～全２７講座 
         受付は１０月３日(土)から直接参加店へ 

 

お店の人が講師となって専門店ならではの専門知識や情報、コツを教える「第７回加茂まち

なかゼミナール」を開催します。今回も受講者特典としておトクなクーポンを配布します。ど

なたでも受講できますので、お気軽に参加店へお申し込みください。 

  ※まちゼミチラシは１０月３日（土）に新聞折り込みにて配布します。 

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

◆第４０回新年会員事業所の集い１月７日(木)開催 

 ～新春講演会講師は嘉悦大学 教授 高橋 洋一 氏～ 

賀詞交換と会員相互の交流を目的に毎年開催の「新年会員事業所の集い」を、平成２８年 1

月７日（木）午後３時から加茂市産業センターホールで開催します。 

 後日、正式なご案内をいたしますので、お誘いあわせのうえ多数ご参加ください。 

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

 

 

 

4 

 

 

 

◎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 ～秘密厳守/完全予約制～          
・日本政策金融公庫相談会  １０月１３日（火） 

・新潟県信用保証協会相談会  １０月１４日（水）  

・税務・事業承継相談会    １０月１９日（月）  １０：００～１２：００ 

・法律相談会         １０月２６日（月） 

・労務相談会         １０月２７日（火）   

・経営・創業相談会      １０月２６日（月）･･･１４：００～１６：００ 

              

※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／大橋、佐藤、山本）まで。 

 

◆新潟県最低賃金が「７３１円」に改定 ～１０月３日(土)から～ 

  新潟県最低賃金が１０月３日（土）から現行最低賃金（時間額）７１５円が１６円引き上げ

となり７３１円に改定されます。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／渡邉）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。 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／大瀧）まで。 

 

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 

１０／２８（水） (午後の部)  １３：００～１５：００ 

１１／ ４（水） (午前の部)   ８：３０～１１：３０ 

 (午後の部)  １３：３０～１５：００ 

(一社)新潟県健康管理協会 

TEL025-283-3939 
１０／１９（月） (午前の部のみ）８：３０～１１：３０ 

 

 
 

１０月１日現在 

 

(固定金利) 
 

1.25％ 
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 
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◆加茂山城のろしプロジェクトのご案内 

  １０月１８日（日）１０：３０頃打ち上げます。 
市内外から人を呼び込むきっかけづくりを目的として、加茂山の山頂部である本丸跡（加茂

山要害山城跡）で、のろしを打ち上げます。詳細については、１０月９日（金）発行の会議所

だより１０月号にてご案内いたします。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／大瀧、髙畑） 

  

◆長岡城奪還・加茂軍議  

第３回歴史散策バスツアーのご案内 
 

毎年、大好評の歴史散策バスツアー第３弾。今回のバスツアーは、加茂軍議が行われた市川

家跡地から戊辰激戦の峠・下田赤坂古戦場を通り、長岡城奪還を目指した当時の様子に思いを

馳せながら河井継之助所縁の地をめぐります。奮ってご参加ください。 

 

 ・日  時 平成２７年１０月２４日（土）、２８日(水)、２９日（木）、１１月７日（土） 

       ４回開催 すべて９：３０～１５：３０ ※受付９：００～９：２０  

 ・集合場所 市川邸跡地（本町 2-1／北越銀行加茂支店前） 

・コ ー ス 市川家跡地～御台場の戦い跡地～下田・赤坂古戦場／村松藩軍監 奥畑伝兵衛 

壮絶な死～見附杉沢の戦い／地元では人切り場の地～【昼食】みちの駅 Ｒ２ 

９０とちおでランチ～森立峠・見返り地蔵／長岡藩苦難の退去路～長岡藩 

本陣光福寺・旧三国街道摂田屋界隈～市川家跡地～加茂商工会議所～ 

 ・参 加 費 １，５００円（昼食、資料代／当日ご持参ください） 

 ・定  員 両日ともに３０名（※お一人様１回の参加とさせていただきます。） 

・申し込み １０月１３日(火)から加茂商工会議所で受付開始します。 

※事前予約はお断わりしています。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／大瀧、髙畑） 

 

長岡城奪還・加茂軍議 第３回歴史散策バスツアー 申込書 
（FAX：0256-52-4100） 

参加日／ １０月２４日(土)、２８日(水)、２９日（木）、１１月７日（土）    
 

※参加希望日を〇印で囲んでください。 

参加者 
氏名① 

 
住所 

〒 
 
 

ＴＥＬ  
 

参加者 
氏名② 

 
住所 

〒 
 
 

ＴＥＬ 
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事業者 

生産者 

加茂商工会議所 

申込 商品登録 

横須賀商工会議所 

(おもてなしギフトショップ) 

販売 

購入 受注・代金支払 

ネット上のお客様 

 

商品発送 

【ネットショップの仕組み】 

◆「おもてなしギフトショップ」出店説明会のご案内 

  ～Ｙａｈｏｏショッピングで簡単にギフト販売ができます。 
「おもてなしギフトショップ」とは全国の商工会議所が連携、運営するインターネットショ

ップです。今回はショップの概要、出店方法についてご紹介します。ネット通販に興味のある

方はぜひ、ご参加ください。 

 ・日 時 平成２７年１０月１４日（水）１３：３０～１５：３０  

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 おもてなしギフトショップ出店コーディネーター 

㈱ビーシーキューブ 福 村 浩 也 氏 

 ・参加料 無料 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日商簿記検定試験３級 受験対策講座 

    会計の知識や技能を身につけたい方におすすめです 
 

・日 時 平成２７年１０月６日（火）～１１月１２日（木）全１２回 

      毎週火曜日、木曜日の１９：００～２１：３０ 

・場 所 加茂商工会議所会議室  

・講 師 長谷川簿記教室 代表 長谷川政治 氏 

・受講料 １０,０００円(会員事業所の役員、従業員、その家族も含む)／非会員16,000円 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

 

◆消費税転嫁対策①税制対策セミナー 

節税･脱税紙一重!?中小企業経営者の正しい会計のご案内 
消費税率改正により増税になっている事業所も多く、各事業所の節税対策と正しい会計につ

いて、事例を交えて分かりやすく解説いたします。  

 ・日 時 平成２７年１０月１９日（月）１５：００～１６：３０ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 富永公認会計士・税理士事務所 所長 富 永 和 也 氏 

 ・参加料 会員／１,０００円 非会員／３,０００円 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 
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◆消費税転嫁対策②商業活性化セミナー 

心をつかむキャッチコピー 立ち止まらせるＰＯＰ作成講座 
  

・日 時 平成２７年１０月２３日（金）１３：３０～１６：００ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 エルベスプランナーズ 代表 矢吹ちおり 氏 

 ・参加料 会員／２,５００円 非会員／５,０００円  

※教材費込み（樹脂ボード、マジック） 

・内 容 ①ＰＯＰを使い、お客様の心に「伝わる言葉」で感情を刺激 

     ②販売トークで、お客様の心に「届くような伝え方」で感情を刺激 

     ③販売トークとＰＯＰを使い、お客様の「心を動かす言葉」で感情を刺激 

 ※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③経営力向上セミナーのご案内 

       人生が変わるアンガーマネジメント講座 
  

・日 時 平成２７年１１月６日（金）１３：３０～１５：３０ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 （社法）行政書士 こばやし事務所 所長 小 林 浩 志 氏 

 ・参加料 会員／１,０００円 非会員／３,０００円 

・内 容 ①怒ってはダメなのか？問題となる４つの怒り 

     ②クレーム対応に役立つ、怒りの本質を知っておく  

     ③怒りで失う明るい未来と周囲の信頼  

     ④心の器を大きくするには 

     ⑤相手に気持ち・考えを上手に伝える方法 他 

 

 

 

※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④マイナンバー制度対応セミナー 

    個人番号通知!!マイナンバー制度にどう対応するか 
  

・日 時 平成２７年１１月１８日（水）１３：３０～１５：３０ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 牛島総合法律事務所 弁護士 薬師寺 怜
れい

 氏 

 ・参加料 会員／１,０００円   非会員／３,０００円  

・内 容 ①マイナンバー制度の概要 

②中小企業に必要な実務対策とは 

     ③情報管理面で留意すべき事項 他 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

 

アンガーマネジメントとは１９７０年代にアメリカで開発されたイライラや怒りの感情と

上手に付き合っていく心理技術です。 
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説明会、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） 

 

◆会議所１０月の主な行事予定 

２日（金） 

・工房 雪椿の花びら染・ブリッジ新潟出展 

（～4日まで） 

３日（土） 

・日商ＰＣ検定・電子会計実務検定  10:30～ 

６日（火） 

・３級簿記検定受験対策講座（第１講）19:00～ 

（～11/12まで全 12講 毎週火･木曜日） 

７日（水） 

・正副会頭会議            12:00～ 

８日（木） 

・丸経審査会            12:00～     

・第７回まちなかゼミナール開催 

（～11/8まで） 

１３日（火） 

 ・日本政策金融公庫定例相談会    10:00～ 

１４日（水） 

・信用保証協会定例相談会      10:00～ 

・ＩＴリテラシー向上支援セミナー  13:30～ 

１８日（日） 

 ・加茂山城のろしプロジェクト   10:30～    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

１９日（月） 

 ・税務・事業承継相談会       10:00～ 

 ・消費税転嫁対策・節税対策セミナー 15:00～ 

２３日（金） 

 ・駅からハイキング          8:30～ 

 ・商業活性化セミナー(ＰＯＰセミナー)13:30～ 

２４日（土） 

 ・歴史散策バスツアー①        9:30～ 

２６日（月） 

 ・法律相談会            10:00～ 

 ・経営・創業相談会         14:00～ 

２７日（火） 

・労務相談会            10:00～ 

 ・常議員会             12:00～ 

２８日（水） 

 ・歴史散策バスツアー②        9:30～ 

２９日（木) 

 ・燕三条ものづくりメッセ出展 

  （～30日まで 於：燕三条地場産センター） 

 ・歴史散策バスツアー③        9:30～ 

３１日（土） 

 ・工業部会／カンボジア経済視察 

（～11/5まで） 

                                

 
【参加希望のものに○印をつけてください】 
 
１．「おもてなしギフトショップ」出店説明会   

 

２．日商簿記３級受験対策講座  

 

３．消費税転嫁対策①税制対策セミナー「節税・脱税紙一重!?中小企業経営者の正しい会計」 

 

４．消費税転嫁対策②商業活性化セミナー「心をつかむキャッチコピー  

立ち止まらせるＰＯＰ作成講座」   

 

５．消費税転嫁対策③経営力向上セミナー「人生が変わるアンガーマネジメント講座」  

 

６．消費税転嫁対策④マイナンバー制度対応セミナー 

 

事業所名  参加者名 
 

住  所  電話番号 
 


