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◆皆さんの声をお聞かせください 

会員事業所地区別懇談会のご案内 
 当所では広く会員事業所のご意見、ご要望をお聞かせいただきたく、市内を２会場に分けて会

員事業所地区別懇談会を開催いたします。ぜひご参加ください。 

会費／２,０００円(他は会議所より補助。当日ご持参ください) 

※上記対象地区でご都合が悪い場合は他の日程でも結構ですので、ぜひご出席ください。 

なお、両日のご出席も可能です。 

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

 

 

◆第２回 異業種交流会のご案内 
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。 

 ・日 時／平成２８年３月８日（火）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。（会費：2,000円） 

・内 容／各社事業紹介、意見交換会 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）まで。 

 

 

◆今年も開催！冬季かもリンピック開催のご案内 
当所青年部では、今年も下記のとおり冬季かもリンピックを開催いたします。タイヤを使った

チューブレースや家族対抗雪積み合戦など、子供から大人まで楽しめる雪上イベントの他、あっ

たかメニューも用意。当日はご家族おそろいでお越しください。 

・日 時 ２月１４日(日)１０:００～１５:００ 

・場 所 冬鳥越スキーガーデン（加茂市長谷１８６－７） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52－1740(担当／山本)まで。 

対  象  地  区 開 催 日 会 場 

狭口・秋房・桜沢・八幡・上条・若宮町・新町・五番町 

上町・仲町・本町・穀町・駅前・松坂町・岡ノ町・矢立 

皆川・神明町・青海町・赤谷・学校町・田上・加茂市外 

２月１９日（金） 
午後６時３０分～ 

割烹みなと 
（松坂町 3-8） 

陣ヶ峰・下条・小橋・天神林・芝野・大郷町・寿町・柳町 

新栄町・高須町・旭町・栄町・幸町・石川・番田・千刈 

鵜の森・後須田・前須田・北潟・加茂新田・黒水 

２月２６日（金） 
午後６時３０分～ 

㈲割烹有本 
（幸町 1-10-15） 
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◆平成 27 年分 所得税・消費税 

確定申告相談・申告書提出は当所窓口へ 
当所では、経営指導員、記帳専任職員による相談窓口を設置し、所得税・消費税の確定申告や

税に関するあらゆる相談受付を随時行っております。お気軽にご相談ください。 

※ご相談は、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大瀧、山本、大橋）まで。 

 

 

◆青色申告会無料相談会のご案内 

○日  時 ２月２９日(月)・３月１日(火) 
○受付時間 ９:３０～１５:３０（時間内においでください） 

○場  所 加茂商工会議所会議室 

【当日ご持参いただくもの】 

１.申告関係書類 ２.前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控え 

３.各種控除証明書、源泉徴収票 ４.印鑑  

 

※三条税務署では、確定申告期間中は特設相談窓口での対応となりますのでご注意ください。 

  ○開設期間 ２月１６日(火)～３月１５日(火) ９:００～１６:００(土日祝日は除く) 

○場  所 リサーチコア６階研修室（三条市須頃１丁目１７番地） 

 

 

◆会議所２月の主な行事予定 
３日(水） 

・テクニカルショウヨコハマ 2016出展 

（～5日） 

９日(火) 

・日本政策金融公庫相談会   10:00～ 

・マル経審査会        10:00～ 

１０日（水） 

・信用保証協会定例相談    10:00～ 

・正副会頭会議        12:00～ 

１４日（日） 

 ・青年部主催/ 

第４回冬季かもリンピック 10:00～ 

１５日（月） 

 ・木工木材部会役員会     12:00～ 

１７日（水） 

 ・リテールマーケティング検定  9:30～ 

 ・経営、創業相談会      10:00～ 

１８日（木） 

 ・法律相談会          9:00～ 

 ・税務、事業承継相談会    10:00～ 

 

１９日（金） 

 ・工業部会役員会       12:30～ 

・労務管理セミナー第１講   13:30～ 

 ・会員事業所地区別懇談会①  18:30～ 

２２日（月） 

 ・諸業部会役員会       12:30～ 

 ・中小企業会計啓発・普及セミナー  

   13:30～ 

２３日（火） 

 ・労務相談会         10:00～  

・常議員会          12:00～ 

２６日（金） 

 ・労務管理セミナー第２講   13:30～ 

・小規模企業振興委員会    17:40～ 

 ・会員事業所地区別懇談会②  18:30～ 

２８日（日） 

 ・２～４級簿記検定       9:00～ 

２９日（月） 

 ・青色申告納税相談       9:30～ 
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◆マル経融資の大切なご案内です  

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、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   ２月 ９日（火）１０：００～１２：００ 

・新潟県信用保証協会相談会  ２月１０日（水）１０：００～１２：００  

・経営、創業相談会      ２月１７日（水）１０：００～１２：００ 

・法律相談会         ２月１８日（木） ９：００～１１：００ 

・税務、事業承継相談会      〃     １０：００～１２：００ 

・労務相談会         ２月２３日（火）１０：００～１２：００ 

※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、山本）まで。 

 

 

◆小規模企業共済のご案内 ～掛金全額所得控除～ 
小規模企業共済は事業主のための退職金積立制度で、掛金（全額所得控除）は１,０００～ 

７０,０００円の範囲（５００円刻み）で自由に設定できます。 

・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。  

  ・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 

   （例えば…月 15,000円×12カ月＝ 180,000円  →全額所得控除となります） 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

２月１日現在 

 

(固定金利) 
 

1.15％ 
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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◆倒産防止共済のご案内 ～リスク回避・掛金全額損金・経費算入～ 

倒産防止共済なら回収困難になった売掛金（被害額）相当の資金をすぐに調達できます。 

・貸付限度額は掛金の１０倍の範囲内で最高８,０００万円。 

・いつでも解約可能（加入期間により解約手当金の額が変わります）。 

・掛金は最高２０万円まで（５千円刻み）、全額損金・経費算入。 

・借入は無担保・無保証人です。 

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

 

 

◆労務管理・社内活性化セミナー 

①労務管理で行う経費削減・トラブル回避 
・日 時 ２月１９日（金）１３:３０～１５:００ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議所 

・参加料 会員／１,０００円 非会員／３,０００円 

 ・講 師 ㈲人事・労務 代表取締役        矢萩 大輔 氏 

パートナーコンサルタント 村田小百合 氏 

・内 容 労務管理による残業削減、経費削減方法、トラブル回避 

労働時間管理の基本、セクハラ・パワハラの境界線 

 

②社内活性化方法を教えます！ 
～経費をかけずに収益・従業員のやる気をＵＰさせる！～ 

・日 時 ２月２６日（金）１３:３０～１５:００ 

   ・場 所 加茂商工会議所会議室 

・参加料 会員／１,０００円 非会員／３,０００円 

  ・講 師 ㈲人事・労務 ヘッドＥＳコンサルタント 金野 美香 氏 

   ・内 容 労務管理による残業削減、経費削減方法、トラブル回避 

      従業員のやる気ＵＰ、うつ病等精神疾患社員への企業対応 

 

※両方とも受講可能です。詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。 

 

 

◆中小企業会計啓発・普及セミナー 
  企業の持続的発展を目指す会計  

～経営力・資金調達強化を高めるために～ 
・日 時 ２月２２日（月）１３:３０～１５:００ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議所 

 ・参加料 無 料 

 ・講 師 税理士法人 山口会計パートナーズ 代表社員 山口 昇 氏 

・内 容 ①中小企業会計要領を活用すると企業にとって何がプラスになるのか？ 

②財務会計の構造を知り資金を増やす 

③事業計画作成のポイント 

④税制改正のポイント 他 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、山本）まで。 
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◆人材育成セミナー 

職場環境で会社は変わる～成果を出せる人、力を発揮できる人の育て方～ 

企業が成長し発展していくためには、従業員のモチべーションを高め、一人ひとりが持てる

力を最大限に発揮できる職場環境づくりが不可欠です。、 

本セミナーでは、現場で成果を出す人材を育てるコツをわかりやくお教えします。この機会

にぜひ、ご参加ください。 

・日 時 ３月２日（水）１３:３０～１５:００ 

  ・場 所 加茂市産業センター３階研修室 

・参加料 無 料 

  ・講 師 ㈲新日本プロデュース 社長 奈智あゆみ 氏 

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

 
 

 

 

上記会員地区別懇談会、セミナー等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） 

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 

TEL:025-283-3939 
２／５（金） (午前の部のみ）８：３０～１１：３０ 

事業所名  参加者名 
 

住  所  電話番号 
 

【参加希望のものに○印をつけてください】 

 

１．会員事業所地区別懇談会 （ ２月１９日（金） ・ ２月２６日（金） ） 

    

２．第２回異業種交流会 

 

３．労務管理・社内活性化セミナー 

      

① 労務管理で行う経費削減・トラブル回避 
 

② 社内活性化方法を教えます 
  

４．中小企業会計啓発・普及セミナー 

 

５．人材育成セミナー 

※切らずにこのまま FAXしてください 


