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◆小京都を楽しむ会・あかりば 2017開催 

  ～ 皆さまのご来場をお待ちしています ～ 

ジャズライブ、あかりば限定メニュー 

モノづくり教室などイベント盛りだくさん！ 
当所では「小京都を楽しむ会・あかりば 2017」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。 

・日 時 ９月１６日（土）  

１７日（日）    

・会 場 穀町商店街大通り 

  ・内 容 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（１６日(土)15：00～） 

 ⑤旨さガトリング級～継之助汁販売～ 

       ⑥まち歩きツアー（１７日(日)） 

  ・受付場所／加茂駅東口  ・受付時間／13：00～13：30 
                       ※事前申し込みが必要です。 

【小京都はしご酒プロジェクト開催中】 

    あかりば 2017の事前イベントとして市内飲食店が自慢のおつまみ１品とドリンクのセットを

ワンコイン(５００円）で楽しめる「小京都はしご酒プロジェクト」を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、ぜひお楽しみください。 

・日 時 ９月１日(金)～１６日(土)  

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／山本)まで。 

◆地元買物運動 第６回プレミアム商品券 10/2（月）販売開始 

10,000 円で 11,000 円分のお買物ができるお得な商品券 
○販売期間 １０月２日(月)～無くなり次第終了（１千セット限定） 

○有効期間 １０月２日(月)～１２月３１日(日)までの３カ月間 

○販売場所 ①加茂商工会議所 

  ②加茂市商店街(協) 

○購入限度 １人５セット（１セット１万１千円分の商品券）まで。 

      １８歳未満の方は購入できません。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 

いずれも 

１５:００～２１:００ 

１０％ 
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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／山本、大橋）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１２日（火）   

○新潟県信用保証協会相談会   ９月１３日（水） 

○法律／税務、事業承継相談会  ９月２０日（水）  

○経営、創業相談会       ９月２１日（木） 

○労務相談会          ９月２６日（火） 

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

 

◆会議所９月の主な行事予定 
 

１日(金） 

・あかりば２０１７ 

／小京都はしご酒プロジェクト 

（～１６日(土)まで） 

 ２日(土) 

 ・マイクロ水力発電事業実証実験視察 

     ／カンボジア国モンドルキリ州 

（～９日(土)まで） 

１３日(水) 

・正副会頭会議      12:00～ 

１６日(土)～１７日(日) 

 ・あかりば２０１７ 

  あかりば宵の市（於：穀町商店街） 

                15:00～21:00 

まち歩きツアー（１７日(日)のみ） 
※13：00～13：30に加茂駅東口にて受け付け 

※事前申し込みが必要です。 

 

 

１９日(火) 

 ・越後加茂川夏祭り会計監査    10:30～ 

２２日(金) 

 ・鉄工部会役員会           12:00～ 

２６日(火) 

 ・常議員会             12:00～ 

・建設部会／産廃処理対策セミナー 14:00～ 

 ・日商３級簿記受験対策講座 第１講 

     （１１／２(木)まで全 12講）19:00～ 

２７日(水) 

 ・労災防止指導会＆製造業セミナー  14:00～ 

 ・小規模企業振興委員会９月定例会  18:00～ 

３０日(土) 

 ・日商初級簿記ネット検定試験   10:00～ 

 
 

 

 

 1.11％ 

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 
                     （９月１日現在 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。 

１０：００～１２：００ 
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◆第３２回越後加茂川夏祭り盛会裡に終了！ 
 ～ご協賛・ご協力賜り誠にありがとうございました～ 

 
今年も８月１４日（月）開催の第３２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（７５６事業所） １１，１０３，５５０円 

○市民協賛金（８,４５３世帯）  ２，５８２，３７４円 

 

◆日商簿記検定試験３級 受験対策講座 全１２講座 

    会計の知識や技能を身につけたい方にも おすすめです 
○日 時 平成２９年９月２６日（火）～１１月２日（木）１９：００～２１：３０ 

      

 

       

 

 

 

○場 所 加茂商工会議所会議室  

○講 師 長谷川簿記教室 代表 長谷川政治 氏 

○受講料 １０,０００円(会員事業所の役員、従業員、その家族も含む)／非会員16,000円 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで。 

 

◆バーコード入門講座（無料）のご案内  

 どう印刷するの？ どこに申し込むの？ 申請料は？ などなど疑問解決 
 
○日 時 平成２９年１０月３日（火）１３：３０～１５：３０ 

  ○場 所 リサーチコア研修室④（三条市須頃 1-17 TEL:0256-32-2311） 

  ○内 容 ①バーコード（ＪＡＮコード）が必要な場合 

       ②バーコードの仕組みと作り方について ほか 

 ※申し込み、お問い合わせは、直接（一財）流通システム開発センターへ（TEL:03-5414-8502、 

FAX:03-5414-8504）ご連絡ください。 

 

◆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。 

 

９月 ２６日（火）、 ２８日（木） 

１０月 
３日（火）、 ５日（木)、１０日（火）、１３日（金）、１７日（火） 

１９日（木）、２３日（月）、２６日（木）、３１日（火） 

１１月 ２日（木) 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場／加茂市産業センター） 

(一社)新潟県健康管理協会 

TEL025-283-3939 
９／２５（月）（午前の部のみ） ８:３０～１１:３０ 
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◆建設系産業廃棄物処理対策セミナー  

  ～産業廃棄物処理法が強化 誤った判断が命とりになることも～ 
○日 時 平成２９年９月２６日(火) １４：００～１５：３０  

○場 所 加茂商工会議所会議室 

○講 師 三条地域振興局環境課廃棄物対策 担当官 

○内 容 ①産業廃棄物処理法の解説 

②建設工事に伴う産業廃棄物の適正な処理について 

③建設業者による不法投棄の事例、行政処分・罰則等 他 

○受講料 無 料 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

 

◆労災防止指導会＆製造業セミナー 
 ○日 時 平成２９年９月２７日（水）１４：００～１６：３０ 

  ○場 所 加茂商工会議所会議室  

○テーマ 第１部 労働行政施策並びに労働災害の現状と予防の留意点について 

及び             講師：三条労働基準監督署 安全専門官 上石裕一 氏 

   講 師 第２部 わが社のヒューマンエラー対策と売上向上策 

講師：㈲中里スプリング製作所 代表取締役 中里良一 氏  

○受講料  無 料 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで。 

 

◆常識を覆すアイデアで勝負《経営戦略セミナー》  
～赤字ローカル線いすみ鉄道 廃線危機からの脱出～ 

  ○日 時 平成２９年１０月１３日（金）１４：００～１６：００ 

  ○場 所 加茂商工会議所会議室 

  ○講 師 いすみ鉄道㈱ 社長 鳥塚 亮（とりつか あきら）氏 

 

  

 

 

 

 
 
○受講料 無 料 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 
 

 

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。 

※参加される番号に○をつけてください 。           （ＦＡＸ：５２－４１００）  

 

事業所名  参加者名 
 

住  所  電話番号 
 

 

１．日商簿記３級受験対策講座     ２．建設系産業廃棄物処理対策セミナー 
 

３．労災防止指導会＆製造業セミナー  ４．経営戦略セミナー 

※切らずにこのまま FAXしてください 

昭和３５年東京都生まれ。子供の頃から乗り物好きで新幹線の運転士になることが夢だっ

たが、国鉄赤字による採用中止により断念。学習塾の講師を務め、昭和６２年大韓航空、平

成２年には英国航空に入社し２０年以上に渡り成田空港で旅客、運航部門に勤務。在職中、

平成４年に鉄道のＤＶＤを制作するパシナコーポレーションを設立。平成２１年廃線の危

機にあった千葉県のローカル路線「いすみ鉄道」公募社長として採用。数々の経営戦略によ

り危機を乗り越えた。現在、執筆活動や全国での講演会等で活躍中。 

 


