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◆マル経融資 金利引き下げ
年末資金、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

年

1.25%

1.15

％

（１１月２日現在固定金利）

◎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。

◆日本政策金融公庫教育資金貸付(教育ローン)金利引き下げ
年２.１５％→２.０５％（１１月１０日（火）から適用）
※母子家庭、父子家庭又は年収 200 万円以下世帯にあっては年１．６５％（現在年１．７５％）
となります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、佐藤、山本）まで。

◆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 １１月１９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。
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◆第４０回新年会員事業所の集い１月７日(木)開催
１．日 時

平成２８年１月７日（木）１５：００～
第１部 式典／会頭挨拶・来賓紹介・来賓祝辞 15:00～15:50（50 分）
第２部 新春講演会 16:00～17:30（90 分）
講師／嘉悦大学 教授 高 橋 洋 一 氏
第３部 懇親パーティー 17:45～19:10（85 分）
２．場 所 加茂市産業センターホール
３．会 費 ４，０００円
※１１月中旬以降、正式なご案内をいたします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／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相談会
１１月１１日（水）
・税務・事業承継相談会
１１月１６日（月） いすれも
・法律／労務相談会
１１月２６日（木） １０：００～１２：００
・経営・創業相談会
１１月２７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。

◆青色決算説明会のお知らせ

申込み不要です。

・日 時 １２月１４日（月）１０：００～１２：００、１３：３０～１５：００
・場 所 燕三条地場産センター メッセピア４階大会議室（三条市須頃 1-17）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。

◆マイナンバー制度：税務書類の取り扱いについて
～本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への
個人番号の記載は必要ありません～
平成２７年１０月２日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成２８年１月以降も、給与
などの支払いを受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととな
りました。なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。
【個人番号の記載が不要となる税務書類関係書類の一例】
・給与所得の源泉徴収票 ・退職所得の源泉徴収票 ・公的年金等の源泉徴収票
・配当金とみなす金額に関する支払調書 等
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大瀧）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 （会場は、加茂市産業センターです）
(一社)新潟県健康管理協会
TEL025-283-3939

１２／

８（火） (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。
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◆会議所１１月の主な行事予定
２日（月）
・第４回プレミアム商品券販売開始
６日（金）
・経営力向上セミナー
７日（土）
・歴史散策バスツアー④
１０日（火）
・正副会頭会議
１１日（水）
・信用保証協会定例相談会
・丸経審査会
１５日（日）
・第 141 回簿記検定試験
１６日（月）
・税務・事業承継相談会
１８日（水）
・マイナンバー対応セミナー

9:00～
13:30～
9:30～
12:00～
10:00～
12:00～
9:00～
10:00～

１９日（木）
・日本政策金融公庫一日相談会
２１日（土）
・日商ＰＣ検定・電子会計実務検定試験
２２日（日）
・福祉住環境コーディネーター検定試験
２５日（水）
・常議員会
２６日（木）
・法律／労務相談会
２７日（金）
・経営・創業相談会
２８日（土）
・中世・戦国山城探訪ツアー①
２９日（日）
・カラーコーディネーター検定試験

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

13:30～

◆ロマンを秘めた 中世･戦国山城探訪ツアーのご案内
当所では、４年ぶりに「ロマンを秘めた 中世・戦国山城探訪ツアー」を企画いたしました。
このツアーでは、山の地形の観察に最も適した１１月下旬～１２月上旬に山城研究第一人者の
解説を聞きながら加茂市内に残る上条前山城跡と高柳城跡を歩きます。奮ってご参加ください。
・日
時 １１月２８日(土)、１２月３日（木）、５日（土）
※すべて午前９時００分～午後３時３０分
※１２月 1 日（火）は好評につき定員に達しました。
・集合場所 加茂駅東口 ※受付 午前８時１５分～８時５０分
・参 加 費 １,０００円（昼食、資料代）※当日、受付時にお支払いください。
・コ ー ス 加茂駅東口→上条前山城跡→（昼食）加茂市産業センターにてお弁当
→高柳城跡→加茂駅東口 ※加茂駅からはマイクロバスで移動します。
・定
員 １回につき２０名（定員に達し次第締切）
※お一人様１回の参加とさせていただきます。
・注意事項 〇アップダウンの激しい冬の山道を歩きますので、暖かく歩きやすい服装、長
靴でお越しください。また、小雨決行となりますので、天候により雨具をご
用意ください。
〇事故、ケガに関しましては、全て自己責任での対応となります。その場での
応急処置などは行いますが、主催者は一切の責任を負いかねます。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／大瀧）まで。

中世･戦国山城探訪ツアー
参加日／

申込書

（FAX：0256-52-4100）

１１月２８日(土)、１２月３日(木)、５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

参加者
氏名②

住所

ＴＥＬ
〒
ＴＥＬ
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◆消費税転嫁対策①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
・場 所
・講 師
・参加料
・内 容

平成２７年１１月６日（金）１３：３０～１５：３０
加茂商工会議所会議室
（社法）行政書士 こばやし事務所 所長 小 林 浩 志 氏
会員／１,０００円 非会員／３,０００円
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

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。

※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②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
・場 所
・講 師
・参加料
・内 容

平成２７年１１月１８日（水）１３：３０～１５：３０
加茂商工会議所会議室
牛島総合法律事務所 弁護士 牛 島 健 一 氏
会員／１,０００円
非会員／３,０００円
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。
切らずこのままＦＡＸしてください
上記セミナーに参加希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。

【参加申込書】
事業所名

住

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

参加者名

参加者名

（FAX：0256-52-4100）

所

【ご参加されるセミナーに○をつけてください】
①経営力向上セミナー

②マイナンバー制度対応セミナー
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