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◆加茂の旨いが   っと集結 

加茂うま丼祭り初開催！  
～１６店舗１８種類の 自慢の丼を食べつくせ～ 

１１月１日（水）～１２月２８日（木）まで 

※詳しくは１０月２８日(土)の折込みチラシまたは当所ホームページをご覧ください。 

    

 

 

 

 

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

◆第４２回新年会員事業所の集い１月１０日(水)開催  
  
  １．日 時 平成３０年１月１０日（水）１５:００～ 

         第１部 式典    

         第２部 新春講演会 16:00～17:30（90分） 

             講師／帝京大学名誉教授・軍事アナリスト 

                 志 方 俊 之（しかた としゆき）氏 

         第３部 懇親パーティー 17:45～19:10（85分） 

２．場 所 加茂市産業センターホール 

３．会 費 ４,０００円 

※後日、正式なご案内をいたします。詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、大 

瀧）まで。 

 

◆第４８回永年勤続商工従業員表彰 ～おめでとうございます～  

        功績を称え２５事業所７８名を表彰 
 
今回、申請された会員事業所には表彰状を１１月２１日（火）、２２日（水）にお持ちいた

しますので、各事業所において伝達授与ください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで。 

 

NO.321 号／H29.10.31発行 

【スタンプラリーで『六角升之助』プレゼント】 

 期間中、１０店舗以上で対象の丼を召し上がった方に当所オリジナル升『六角升之 

助』をプレゼントします。 

○交換期間：平成３０年１月１１日（木）～１月３１日（水）まで。 
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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～ 
 

 

 

 

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／山本、大橋）まで。 

 

◆日本政策金融公庫教育資金貸付(教育ローン)金利引き下げ 
  年１.８１％→１.７６％（１１月１０日（金）から適用） 
※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収 200万円（所得 122万円）以内の方」または「子ども

３人以上の世帯かつ世帯年収 500万円（所得 346万円）以内の方」の金利は、年１．３６％

（現在年１.４１％）となります。 

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

◆その日のうちに即決！一日公庫相談会のご案内 
㈱日本政策金融公庫による出張金融相談会を下記のとおり開催します。買掛金決済、諸経費 

支払などの運転資金や車の入替、店舗内装工事等の設備資金など、柔軟に対応いたします。 

是非ご利用ください。 

  ・日 時 １１月１６日（木） １０:００～１５:００まで 

※完全予約制ですので事前にお申し込みください。 

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

 

◆県内でも被害が発生！ 

融資勧誘などの詐欺行為にご注意ください。 

あやしい電話やメールは無視することが一番 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ※不審な電話等がございましたら、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、大橋）まで。 

年末資金、車両入替、諸経費支払資金等々ご相談ください 
 

・担 保なし 

・保証人なし 

・保証料なし 
11/1現在（固定金利） 

 
 

 

 

1.11％  

【事 例 ①】東北電力㈱を装い、電力自由化により料金が安くなるプランを紹介する 

ため訪問したいと非通知電話があった。 

【予想被害】現在の契約内容等個人情報を聞き取り、電気設備の調査･点検、契約の 

見直しといって機器の購入させられる可能性があります。 

【事 例 ②】㈱日本政策金融公庫や独立行政法人 中小企業基盤整備機構に類似し、 

且つ、一般社団法人を使用した名称での融資勧誘ＦＡＸが届いた。 

【予想被害】手数料の記載はあるものの金利の記載は一切無く、融資後に高利な利息 

を要求される可能性があります。 
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◆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   １１月 ８日（水） 

・経営／創業相談会       １１月１６日（木）   

・税務／事業承継相談会     １１月２０日（月）    

・法律／労務相談会       １１月２２日（水）          

※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／山本、大橋）まで。 

 

◆青色決算説明会のお知らせ ～申し込み不要～ 
 １．日 時  １２月１１日（月）１０:００～１２:００または１３:３０～１５:３０ 

 ２．場 所  燕三条地場産センター メッセピア４階 大会議室（三条市須頃 1-17） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）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～ 

◎１１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。 

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。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）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。 

 

◆会議所１１月の主な行事予定 

１日（水） 

・加茂うま丼祭り開催（～12/28まで） 

５日（日）※他 12日(日)、14日(火)開催 

・歴史散策バスツアー         9:00～ 

７日（火） 

・業務会計監査            10:30～ 

８日（水） 

・正副会頭会議            12:00～ 

１４日（火） 

・中小企業会計啓発・普及セミナー  14:00～ 

１６日（木） 

 ・鉄工部会視察研修会（富山県富山市方面） 

１８日（土） 

・日商ＰＣ・電子会計実務検定試験  10:30～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

１９日（日） 

 ・第 147回日商簿記検定試験      9:00～ 

 ・中世・戦国山城探訪ツアー      9:00～ 

   ※他 28日（火）開催 

２１日（火） 

 ・商業活性化セミナー        14:00～ 

２２日（水） 

 ・常議員会              12:00～ 

２６日（日） 

 ・福祉住環境コーディネーター検定試験 10:00～ 

３０日（木） 

 ・県央３会議所正副会頭会議      17:00～ 

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 
１２／８（金） (午前の部のみ) ８：３０～１１：３０ 

いずれも 

１０:００～１２:００ 
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◆「会計」を「経営」に活かす！ ～中小企業会計普及セミナー～ 
  
○日 時 １１月１４日（火）１４:００～１５:３０ 

 ○場 所 加茂商工会議所会議室 

 ○講 師 ㈱共同ビジネスセンター取締役／税理士 坂 井 隆 之 氏 

○内 容 ①財務会計の構造について   ②自社の売上目標高を達成するために 

③税制改正のポイント 他   

○受講料 無料 

※詳しくは、当商工会議所TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

 

◆鉄工部会主管／㈱不二越、㈱コージン視察研修のご案内 
 
日本屈指の工業県で、自動車関係だけではなく様々な業種に分かれる富山県の「ものづくり企

業」視察を下記のとおり企画いたしました。鉄工部会以外の事業所も、ぜひ、ご参加ください。 

 ○日 時 平成２９年１１月１６日（木）８：２０～２０：００（予定） 

○視察先 ㈱不二越（富山県富山市）、㈱コージン（富山県上市町） 

 ○定 員 １５名 

 ○参加費 ５,０００円（交通費・昼食代等、他会議所から補助あり）  

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間）まで。 

 

 

◆売りたいものがキレイに撮れるスマホ・デジカメ撮影講座 
お店のチラシやメニューをセンスアップ！ＳＮＳにも使えます 

 
○日 時 平成２９年１１月２１日（火）１４:００～１６:００ 

 ○場 所 加茂商工会議所会議室 

○講 師 多摩美術大学美術学部絵画学科絵画専攻 

非常勤講師 津 島 岳 央（つしま たかひろ）氏 

○内 容 ①写真の構図のポイント 

 ②商品の配置、撮影の際の注意点 

 ③光のあて方 等 

 ○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。 
 
 
 
視察、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）。  

 

①中小企業会計啓発普及セミナー  ②鉄工部会視察   ③スマホ・デジカメ撮影講座 

   
【参加希望のものに○印をつけてください】 

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 


