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第３１回 越後加茂川夏祭り 
          ８月１４日 (日 )実施 !! 

◆夏祭り協賛金にご協力をお願いします 
本年度も皆様から楽しんでいただけるよう、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２０日（月）。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）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１４日（木） 

・代表者会議：７月１９日（火）１９：００～２０：００  ・会場：当所会議室  

※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：７，０００円     ・申込締切：７月４日（月） 

・出店者会議：７月１２日（火）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。 

 

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３１回越後加茂川夏祭り参加申込書】 
 (FAX：52-4100)  

事業所名  代表者名  

住  所  電話番号  

 

【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  

 

 

 

 

加茂市幸町 2-2-4 TEL：0256-52-1740 ＦＡＸ：0256-52-4100 

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ E-mail info@kamocci.or.jp(代表) 

NO.300 号／H28.6.1 発行 

加茂商工会議所 

※切らずこのまま FAXしてください 
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◆マル経融資のご案内 ～加茂市内制度融資一番の低利率～ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ○対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下 

            〃     製造業・建設業・その他：２０人以下 

  ○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) 設備資金：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～    
 

○新潟県信用保証協会相談会  ６月 ８日（水） 

○税務、事業承継相談会    ６月１３日（月） 

○日本政策金融公庫相談会   ６月１４日（火）   

○法律相談会         ６月１６日（木）   １０：００～１２：００ 

○労務相談会         ６月２３日（木） 

○経営、創業相談会      ６月２４日（金）   ９：３０～１１：００    

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、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金申告・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１１日(月)が期限です。まだ、お済でない方は、お早め

に手続きをしてください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

 

◆会議所６月の主な行事予定 

６日(月） 

・丸経審査会         12:00～ 

７日(火） 

・正副会頭会議        16:30～ 

・地区委員全体会議       18:30～ 

１０日(金) 

・会計監査          10:00～ 

１２日（日） 

 ・第１４３回簿記検定      9:00～ 

１４日(火) 

 ・商業近代化推進協議会事務打合せ 

                15:00～ 

１７日(金） 

・常議員会                   12:00～ 

・第 1回役員候補者推薦選考委員会 

                13:30～ 

１９日(日) 

 ・第４０回２・３級 

カラーコーディネーター検定 10:00～ 

２２日(水) 

 ・販売促進セミナー      14:00～           

２７日(月)  

 ・通常議員総会        16:30～ 

 

 

 
 

 

 

 1.30％ 
車両入替、諸経費支払等々 柔軟に対応いたします 

 

・担保なし 

・保証人なし 

・保証料なし 
4

5/31 現在(固定金利) 
 

※日程が合わない場合は再調整い

たしますのでご相談ください。 
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◆平成２８年度 女性会・青年部新会長紹介   ～新会員募集中～ 
○女性会 会長 坂 上 菊 子 氏（坂徳商店／赤谷） 

  小さな出会いを大きな力へ～輝く未来へ はばたこう～をスローガンに、女性ならではの柔ら

かい感性で事業活動を行ってまいります。 

 

○青年部 会長 吉 田 光 孝 氏（㈱アオミ電気商会／穀町） 
  当青年部は、異業種同士が集うことで様々な視点から物事を捉え、考え、自分の言葉で表現

できるようになり、自分自身の成長はもちろん、商売に繋がるヒントが得られる青年経済団体

です。随時会員を募集しています。ぜひ一緒に活動してみませんか。 

 

※入会に関するお問い合わせは当商工会議所 TEL:52-1740（女性会担当／滝沢、青年部担当／

山本）まで。 

 

 

◆商工会議所 会員拡大にご協力を！ 
当商工会議所では、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 TEL:52-1740（担当／大橋、明間）まで。 

 

 

◆アクサ生命保険共済キャンペーン実施中 
～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～ 

ご加入の生命保険（アクサ生命、他社問わず）が現在の状況に合っているのかどうか、無料

で証券診断いたします。また、個人向け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。 

◎６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 TEL:52-1740（担当／滝沢）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。 

 

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 

TEL:025-370-1960 

６／２３（木） (午後の部のみ)１３:００～１５:００ 

６／２４（金）    〃 

(一社)新潟県健康管理協会 

TEL:025-283-3939 

６／２２（水） (午前の部のみ)  ８:３０～１１:３０ 

７／１２（火）   〃 



4 

 

◆販売促進セミナーのご案内 
スマートフォンと You Tube 動画で売上を劇的に伸ばす方法!! 

お客様の心を動かす手法として、今、注目されているのが、スマートフォン１台で全く費用を

かけず集客や売上アップにつながる戦略的活用法です。売上が伸びない、認知度が低いなどの悩

みをお持ちの方、ぜひ、ご参加ください。 

○日  時  平成２８年６月２２日（水） １４：００～１６：００ 

○場  所  加茂商工会議所会議室  

○講  師  ㈱アームズ・エディション 社長 菅 谷 信 一 氏 

○内  容  初心者でもネット注文が取れる最短・最速の原理原則 

You Tube動画で Google検索に反映させる重要なポイント 

        You Tube動画で業績大逆転事例に学ぶ 

○受 講 料  会員１,０００円  非会員３,０００円  

○申 込 み  申込書に記入のうえ、６月１７日（金）までに当商工会議所（担当／山本 

TEL:52-1740、FAX:52-4100）へお申し込みください。 

 

◆ビジネススキルアップセミナー／主催：（一社)加茂青年会議所 

「臨機応変に気づく力」を学ぼう 
○日  時  平成２８年６月１３日（日） １９：００～２１：００ 

○場  所  加茂市産業センター大ホール 定員 ２００名 

○講  師  Ｂｒｕｓｈｕｐ－Ｊ 代表 飯 塚 順 子 氏 

※講師プロフィール 

ＡＮＡで３０年間勤務し、これまでに６００人以上を指導。ＶＩＰフラ

イト(歴代総理総裁）、国家救援機にも乗務したほか、東京全日空ホテルで

はＶＩＰ担当コンシェルジュとして、皇族・政治家を担当した経験を持つ。 

○テ ー マ  ～臨機応変に気づく力を学ぼう～ 接遇とは 

○申 込 み  ６月１０日（金）までに（一社）加茂青年会議所（担当／佐藤 TEL:53-3241、 

FAX:53-3231）へお申し込みください。 

 

◆加茂山古道ポスター 色あせていませんか？ 
          ～ご希望の事業所は、当所までご連絡ください～ 
 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。 

 
 

 

上記、販売促進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  所  電話番号 
 

※切らずにこのまま FAXしてください 

事業所名や住所、電話番号等の変更がありましたらお知らせください。 
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