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◆第４１回新年会員事業所の集い

１月１１日(水)開催
た

～新春講演会講師は政治ジャーナリスト

せ

田勢

やすひろ

康弘氏～

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２９年
1 月１１日（水）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／大橋）まで。

◆地元買物運動・プレミアム商品券
販売初日午前中をもちまして完売いたしました
～ご利用は平成２８年１２月３１日(土)まで～
「地元買物運動・プレミアム商品券」の有効期限は１２月末日です。期限後は利用できませ
んので、ご注意ください。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。

◆第９回加茂まちなかゼミナール

１０月１１日（火）～全２７講座
～詳しくは１０月２日(日)の折り込みチラシを
ご覧ください。お申し込みは直接参加店へ～
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。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／滝沢)まで。

◆新潟県最低賃金が「７５３円」に改定
～１０月１日(土)から～
新潟県最低賃金が現行７３１円（時間額）から２２円引き上がり７５３円に改定されました。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。
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◆起業チャレンジ奨励事業のご案内
県内の新規創業者を対象に、経費の一部を助成する制度です。これから創業をお考えの方は
当商工会議所までお問い合わせください。
対象経費

助
成
金

申請者以外２名以上の
新規雇用を伴う場合

50～100 万円

100 万円超～200 万円

200 万円超～

50～100 万円
助成率 10/10

上限額 100 万円

上限額 300 万円
助成率 1/2

50～100 万円
上限額 100 万円
上限額 100 万円
助成率 10/10
【募集締切】平成２８年１０月２７日（木）17:30 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、山本）まで。
上記以外

◆マル経融資のご案内
・担 保なし
・保証人なし
4
・保証料なし
10/4 現在（固定金利）

～加茂市内制度融資一番の低利率～

1.30

％

◎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。

小規模事業者持続化補助金

◆新規顧客獲得に取り組む費用を国が補助
上限５０万円・2/3（自己負担 1/3）
補助金申請書作成の具体的な説明会を開催します。（参加費無料）
販路開拓のチラシ作成やポスティング、ホームページ制作、お店のバリアフリー化のため
の店舗改修など、幅広い用途に活用できる補助事業が今後予定されています。
申請に必要な経営計画書の作成は当商工会議所が全面的にバックアップいたしますので、
ぜひ、ご活用ください。
また、下記のとおり説明会を開催いたしますので、奮ってご参加ください。
・日 時 ①説 明 会 平成２８年１０月１８日(火）１８:３０～２１:００
②個別相談会
〃
１１月 ２日(水）１３:３０～(１事業所１時間程度）
※個別相談会のみの参加は不可
・場 所 加茂商工会議所会議室
・講 師 ㈲ＭＣＡ 社長 小松俊樹氏
・内 容 同補助金申請書の具体的な記入方法について
※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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◆無料定例相談会のご案内
・日 本 政策金融公庫相談 会
・新潟県信用保証協会相談会
・法律／税務・事業承継相談会
・労務／経営・創業相談会

～秘密厳守/完全予約制～
１０月１１日（火）
１０月１２日（水）
１０月１７日（月）
１０月２１日（金）

いずれも
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。

◆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）
１０／１２（水） (午後の部のみ) １３：００～１５：００
（一社）新潟県労働衛生協会
１１／ １（火） (午前の部)
８：３０～１１：３０
TEL025-370-1960
(午後の部)
１３：００～１５：００
（一社）新潟県健康管理協会
１０／３１（月） (午前の部のみ)
TEL025-283-3939

８：３０～１１：３０

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

◆会議所１０月の主な行事予定
３日（月）
・第５回プレミアム商品券販売開始
9:00～
５日（水）
・正副会頭会議
16:00～
７日（金）
・小規模企業振興委員会視察研修会
（長野県上田商工会議所～8 日）
１１日（火）
・第９回まちなかゼミナール開催（～11/11 まで）
１２日（水）
・越後戊辰戦争と加茂軍議
／役員・議員等視察研修会
13:00～
１４日（金）
・鉄工部会視察研修会（東京都墨田区他～15 日）
１８日（火）
・常議員会
12:00～
・小規模事業者持続化補助金
経営計画作成支援セミナー
18:30～

２１日（金）
・マル経審査会
12:00～
２３日（日）
・加茂山城のろしプロジェクト
10:30～
２４日（月）
・中小企業会計啓発・普及セミナー
13:30～
２５日（火）
・歴史散策バスツアー①
9:30～
※他 11 月 2 日(水)、9 日(水)、13 日(日)
計４回開催
２７日（木）
・燕三条ものづくりメッセ出展
（～28 日まで 於：燕三条地場産センター）
２８日（金）
・臨時議員総会
16:30～
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◆加茂山城のろしプロジェクトのご案内
加茂山山頂部本丸跡(加茂山要害山城跡)にて

１０月２３日（日）１０：３０頃打ち上げます。
狼煙を目撃した方は当商工会議所までメールを送ってください。一番遠い場所から送っていただ
いた方には、当所オリジナル檜製ぐい呑み六角升之助をプレゼントいたします。
※加茂商工会議所メールアドレス ｉｎｆｏ＠ｋａｍｏｃｃｉ.ｏｒ.ｊｐ
（撮影場所が特定できる場所を対象とします。付近の建物や目印を明記してください。）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／大瀧、髙畑）まで。

◆長岡城奪還・加茂軍議
八町沖渡河作戦の全貌を探る
～第４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４弾。今回のバスツアーは、加茂軍議が行われた市川
家跡地から三条／田島・曲淵～見附の古戦場を通り、長岡城奪還のハイライト・八町沖渡河作
戦の地を舞台に当時の様子に思いを馳せながら河井継之助所縁の地を巡ります。
奮ってご参加ください。
・日

時

平成２８年１０月２５日（火）、１１月２日（水）、９日（水）、１３日（日）
４回開催

すべて９：３０～１６：００

※受付９：００～９：２０

・集合場所

市川家跡地（加茂軍議開催地）／北越銀行加茂支店前（本町 2-1）

・コ ー ス

市川家跡地～御台場の古戦場～三条・田島曲淵の戦い～三条小滝・古刹東山寺／
唯一難を逃れた山門～【八町沖の実態・八町沖古戦場界隈／伝承館～水門の戦い
（凄絶白兵戦、負傷者 160 余名死者 100 余名）～西照寺／加賀藩士の墓～砲台の
台場跡～（昼食／長岡新組コミセンでランチ）～東軍仮本営清水家～西軍陣営安
藤林泉家跡】～河井継之助左膝被弾の地～加茂商工会議所～市川家跡地
※当日は、当時の鉄砲の玉、西軍・東軍の大砲の玉をご覧いただきます。

・参 加 費

１，５００円（昼食、資料代／当日ご持参ください）

・定

いずれも３０名

員

※定員に達し次第締め切り。お一人様１回の参加とさせていただきます。
・申し込み

申込受付開始…１０月１７日(月)８：３０～（電話またはファックスでお申し
込みください）。事前予約はお断りしていますので、ご了承ください。

※詳しくは、１０月１５日（土）折り込みチラシをご覧ください。お問い合わせは、当商工
会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧、髙畑）まで。
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◆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
・場
・講
・内

時
所
師
容

１０月２４日（月）１３:３０～１５:００
加茂商工会議所会議所
税理士法人 山口会計パートナーズ 代表社員 山口 昇 氏
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税制改正のポイント 他
・参加料 無料
※詳しくは、当商工会議所TEL:52-1740（担当／大橋）まで。

◆女性会１１月公開セミナー
ビジネスに生かすコミュニケーション術

～言葉で損をしていませんか？～
・日 時 平成２８年１１月８日（火）１４：００～１５：３０
・場 所 加茂商工会議所会議室
・講 師 フリーアナウンサー 河 崎 早 春（かわさき さはる）氏
・内 容 ①なんで日本人はスピーチが苦手なの？
②お客様に恥じをかかせない
③コミュニケーションは五感から 他
・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／滝沢）まで。

◆クレーム対応セミナー
顧客満足度を引き出す苦情・クレームの上手な対応
「小さなクレーム」を適切に対応⇒「大きな信頼」を得る
・日
・場
・講
・内

時
所
師
容

平成２８年１１月１６日（水）１４：００～１６：００
加茂商工会議所会議室
柴田ＣＳマネジメント㈱ 社長 柴 田 純 男 氏
①対人心理に基づいた苦情対応での心構え
②難クレーム対応・不当クレーム
③隙を作らない苦情対策 他
・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。
切らずにこのまま FAX してください

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。
【参加希望のものに○印をつけてください】
（FAX:52-4100）
①小規模事業者持続化補助金申請書作成説明会

②中小企業会計啓発・普及セミナー

③女性会１１月公開セミナー

④クレーム対応セミナー

事業所名

参加者名

住

電話番号

所
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