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河井継之助記念館 館長

稲川明雄 著

当商工会議所では中心市街地の活性化支援として、歴史を活かしたまちづくりプロジェクト
に取り組んでいますが、戊辰戦争と奥羽越列藩同盟や加茂の関わり、長岡城奪還への道のり、歴
史的背景を記した書籍『越後戊辰戦争と加茂軍議』を９月１０日（土）に発行（県内主要書店並
びに当商工会議所で販売）いたします。今後、新たな観光資源として活用し、この本をきっかけ
に加茂を訪れる方が増えるような仕掛け作りに取り組んでまいります。
なお、この本を全会員事業所に進呈いたしますので、ご一読ください。
また、出版を記念して著者 稲川明雄氏（河井継之助記念館 館長）を講師に迎え、歴史講演会
を開催いたします。お誘い合わせのうえ、ぜひ、お越しください。

◆と

き

平成２８年９月２５日(日) 午後２時～４時

◆ところ

加茂市産業センター ホール

◆参加料

無 料

◆講

河井継之助記念館 館長

師

稲川明雄

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／髙畑、大瀧）まで。
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◆小京都を楽しむ会・あかりば 2016 開催
～ ご来場をお待ちしています ～
当所では「小京都を楽しむ会・あかりば 2016」を昨年度に引き続き(一社)加茂青年会議所と
共催で開催します。
会場の穀町商店街ではあかりば宵の市、河井継之助の「越後戊辰戦争・加茂軍議」にちなん
だ継之助汁・さくら飯の販売や、毎年恒例のジャズライブやまち歩きツアーなどを行います。
また、昨年も好評だった「影絵」をテーマにした装飾もお楽しみください。
・日 時
・会 場

９月１７日（土） いずれも
１８日（日）
１５:００～２１:００
穀町商店街大通り
①あかりば宵の市 ②宵の市ジャズライブ ③大人の社交場「スナック灯り場」
④Tech×Tech KAMO 親子モノづくり教室 ⑤旨さガトリング級～継之助汁販売～
※当日は、まち歩きツアーを開催（13:30 加茂駅集合）

【小京都はしご酒プロジェクト開催中】
あかりば 2016 の事前イベントとして市内飲食店が自慢のおつまみ１品とドリンクセットをワ
ンコイン(５００円）で提供する「小京都はしご酒プロジェクト」は９月１日から開催します。
あかりばコラボラーメン・ワンコインランチもありますので、ぜひお試しください。
・日 時

９月１日(木)～１７日(土)

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／大橋、山本)まで。

◆会議所９月の主な行事予定
１日(木）
・小京都はしご酒プロジェクト
～１７日(土)まで
・建設部会全体協議会
12:00～
５日(月)
・丸経審査会
12:00～
６日(火)
・第２回１号議員選挙委員会
12:00～
・諸業部会全体協議会
13:00～
・人材確保セミナー
13:30～
・Teny 夕方ワイド新潟一番
「越後戊辰戦争と加茂軍議」ＰＲ出演
15:45 頃
７日(水）
・正副会頭会議
12:00～
９日(金)～１１(日)
・全国展開プロジェクト／
花びら染テストマーケティング事業出展
（於：東京・浅草まるごとにっぽん）

１４日(水)
・商業活性化セミナー

14:00～

１５日(木)～１６日(金)
・木工木材部会山形視察研修
１７日(土)～１８日(日)
・あかりば２０１６
まち歩きツアー（13:30 加茂駅集合）
あかりば宵の市（於：穀町商店街）
15:00～21:00
２０日(火)
・小規模企業振興委員会
12:00～
２１日(水）
・越後加茂川夏祭り会計監査
12:00～
２５日(日）
・「越後戊辰戦争と加茂軍議」
出版記念歴史講演会 14:00～
２７日(火)
・常議員会
12:00～
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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～

車両入替、諸経費支払等々

・担保なし
・保証人なし
・保証料なし

柔軟に対応いたします

1.30％

9/1 現在(固定金利)

○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～

○日本政策金融公庫相談会
９月１３日（火）
※日程が合わない場合は再調整い
○新潟県信用保証協会相談会
９月１４日（水）
たしますのでご相談ください。
○法律相談会
９月２０日（火）
１０：００～１２：００
○税務、事業承継相談会
９月２６日（月）
○労務相談会
９月２７日（木）
○経営、創業相談会
９月３０日（金）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、山本）まで。

◆第３１回越後加茂川夏祭り盛会裡に終了！
～ご協賛・ご協力いただき誠にありがとうございました～
今年も８月１４日（日）開催の第３１回越後加茂川夏祭りは、事故もなく盛会裡に終了する
ことができました。市民の皆様、会員事業所の皆様より多大なご協賛、ご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。また、準備作業や当日の警備等ボランティア、翌日清掃にご協力いただいた皆
様、大変ありがとうございました。
なお、今回、皆様からご頂戴しました協賛金は、次のとおりです。
○会員協賛金（７７４事業所） １２,２３４,３５０円
○市民協賛金（８,５０２世帯）
２,６１２,０８９円

◆地元買物運動 第５回プレミアム商品券
１0 月３日（月）から販売開始
10,000 円で 11,000 円分のお買物ができる!!
○販売期間 １０月３日(月)～無くなり次第終了（１千セット限定）
○有効期間 １０月３日(月)～１２月３１日(土)までの３カ月間
○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
加茂市商店街(協)･･･平日 9:00～17:00
※今回から加茂ショッピングパークメリアでは販売しません。
○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
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／滝沢)まで。
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◆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

（一社）新潟県健康管理協会
TEL:025-283-3939

（会場は、加茂市産業センターです）

９／２３（金）(午前の部のみ)

８：３０～１１：３０

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで

◆人材確保セミナーのご案内
「企業は人なり」という言葉どおり、どのような人材を確保できるかが企業の将来を左右しま
す。今回は、優れた人材を確保するための採用に外せないポイントや、困った事例と、その対処
法についてわかりやすく解説いたします。この機会に奮ってご参加ください。
○日 時
平成２８年９月６日（火）１３：３０～１５：３０
○場 所
加茂商工会議所会議室
○講 師
社会保険労務士法人 こじま事務所 所長 小 島 正 晴 氏
○内 容
①定着しやすい職場環境とは？
②採用でミスを犯しやすいポイント
③若年層、中年層、シニア層の採用のポイント など
○受講料
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

◆商業活性化セミナーのご案内
あなたのお店が集客できないのは「お店の見せ方」に問題があるのかも…？
新規のお客様を来店させるには「見せ方のテクニック」が必要です。売場づくりのテクニック、
ディスプレイや陳列など演出技法のノウハウについて、わかりやすく解説いたします。
○日 時
平成２８年９月１４日（水）１４：００～１６：００
○場 所
加茂商工会議所会議室
○講 師
㈲ナガイ工房 社長 永井久美子 氏
○内 容
①思わず立ち寄りたくなるお店とは？ ②お店の「存在価値」とは？
③見やすい、選びやすい、買いやすい売場づくりのノウハウ など
○参加費
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
上記、セミナー参加ご希望の方は、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

電話番号

所

【参加されるものに○をつけてください】
１．「越後戊辰戦争と加茂軍議」出版記念歴史講演会
２．人材確保セミナー

３．商業活性化セミナー
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