加茂市幸町2-2-4 ＴＥＬ52-1740 ＦＡＸ52-4100 ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ E-mail info@kamocci.or.jp（代表）

NO.331 号／H30.7.2 発行

◆新潟経営大学と包括連携協定を締結
公開講義「地域と観光」のご案内／受講無料
当所では、地域経済の発展と活性化を目的に新潟経営大学と包括連携協定を７月５日（木
に締結しますが、その連携事業の第１弾として「産学連携で育む！グローカル・コミュニテ
ィ」をテーマに公開講義が開催されます。どなたでも聴講できますので、この機会に、ぜひ
ご参加ください。
〇日 時 平成３０年７月５日(木)、６日(金)、１３日(金)、２０日(金)、２７日(金)
初回５日(木)は１２:１０まで。他はいずれも９:００～１４:３０。
〇場 所 新潟経営大学キャンパス
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／髙畑、大瀧）まで。

◆小京都を楽しむ会-あかりば２０１８／９月１５日(土)・１６日(日)開催

『はしご酒プロジェクト・宵の市』参加店募集
本年度も穀町商店街を会場に「あかりば宵の市」を開催します。飲食、物販、恒例のジャズラ
イブ等、楽しいイベントが盛りだくさんです。
今年も大好評の市内飲食店の限定メニュー・食べ飲み歩きイベント「小京都はしご酒プロジェ
クト」の出店者を募集いたします。正式な募集要項は、後日ご案内いたしますので、奮ってご参
加ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、山本）まで。

・はしご酒プロジェクト
・あ か り ば 宵 の 市

９月 １日(土)～１５日(土)
９月１５日(土)～１６日(日)

※申込み締切りは７月３１日(火)。後日、募集要項を送付いたします。
宵の市出店者説明会は８月２３日(木)１５：００～

◆『第２回 加茂うま丼祭り』参加店募集
昨年に引き続き、地元飲食店の活性化を目的に、「丼」をテーマにした飲食イベントを開催し
ます。売上増加のきっかけとして、お店のＰＲの一環としてぜひ、ご参加ください。
〇実施期間 ９月９日(日)～１０月３１日(水)
〇事業内容 上記期間中、お店で丼メニューを提供してください。丼のジャンル（和・洋・
中）は問いません（ご飯の上に具を乗せたものであればＯＫ）。肉料理と魚料
理で区分けします。使用する食材、価格は自由です。１日限定〇食、丼の提供
時間(ランチタイムのみ等々)も各店にお任せします。
〇参 加 費 ５,０００円 「加茂うま丼マップ」を作成し各店の丼メニューを紹介します。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。
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◆スムーズな事業承継のために～個別相談会のご案内～
どんな疑問にも専門家がお答えいたします！
日 程
７月２４日（火）
・２６日（木）
※いずれも右記の時間。
事前に予約が必要です。

時 間(１事業所９０分程度)
①１４：００～１５：３０
②１５：４５～１６：１５
③１６：３０～１８：００

〇場 所 加茂商工会議所研修室
〇講 師 ㈱にいがた事業承継サポート室 事業承継士／土 田 正 憲 氏
〇内 容 ・事業承継を行うための準備 ・事業承継に関する疑問や不安などのよろず相談
〇参加費 無料（完全予約制）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、山本）まで。

◆二次公募受付中!ＩＴ導入補助金で
業務効率化＆売上アップ
◎補 助 対 象 経 費 ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等
◎補助金上限額等 上限額：５０万円 下限額:１５万円 補助率：１／２以内
◎対象となる取り組み事例
・顧客情報をＩＴツールで記録。きめ細かいサービスでリピーターを獲得する
ための顧客管理システム導入。
・商品の在庫管理を一括データ化し、業務効率を改善するためのシステム導入。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。
・効率的な配車を組み勤務時間短縮を図るための車両管理システム導入。他

◆建設企業経営革新支援事業補助金
～建設業の活性化を応援します～
建設企業等が新分野・新市場進出や、新技術・新工法開発等の経営革新に向けて取り組む事業
に対し、企画、開発、販売プロモーション等に係る費用の一部を助成します。
◎補助金額 ５０万円～２００万円
◎補助率：１／２
◎対象となる取り組み事例
・建設業以外の新分野、新市場への進出 ・建設業の強化を目指す新たな事業展開
・新技術、新工法の開発 ・合併、事業協同組合、企業組合、協業組合設立などの企業連携
・情報通信技術等の新技術を活用した新たな事業展開
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆源泉所得税の納付はお済みですか？
納期特例適用事業者の納付期限は７月１０日(火)です
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、渡邉）まで。
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◆加茂市内制度融資一番の低利率

マル経融資をご利用ください
営業車入替・買掛金決済・諸経費支払等々 柔軟に対応

無担保・無保証人・保証料なし
７月２日現在
（固定金利）

1.11％

○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、明間）まで。

◆一日公庫相談会をご利用ください
㈱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や店舗内装工事等の設備資金など、柔軟に対応いたします。
○日 時
平成３０年７月１９日（木）１０：００～１５：００まで（完全予約制）

◆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
７月１１日（水）
いずれも
・法律／税務、事業承継相談会
７月２０日（金）
１０:００～１２:００
・経営・創業／労務相談会
７月２６日（木）
※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、明間）まで。

◆会議所７月の主な行事予定
４日（水）
・正副会頭会議
５日（木）
・新潟経営大学包括連携協定
調印式並びに記念講演会
８日（日）
・福祉住環境コーディネーター検定
９日（月）
・鉄工部会役員会
・Tech×Tech KAMO 活動報告会
１２日（木）
・夏祭り飲食売店出店者打合せ会議
１４日（土）
・リテールマーケティング(販売士)検定

12:00～

10:00～
10:00～
12:00～
13:20～
13:30～

１９日（木）
・日本政策金融公庫一日相談会
・夏祭り盆踊り代表者会議
２３日（月）
・夏祭り正副委員長会議
２５日（水）
・常議員会
２６日（木）
・第１四半期会計監査
・警察友の会加茂地区会
３０日（月）
・丸経審査会

9:30～
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10:00～
19:00～
13:30～
12:00～
10:30～
18:00～
12:00～

◆にいがた県共済 Ｗチャンスキャンペーン実施中
～火災・自動車保険の証券を見せて豪華賞品が当たる～
現在、他社で加入中の火災保険・自動車保険の証券コピーをご提出いただくだけで、注目
の家電製品が当たるキャンペーンを実施中。ご提出いただいた証券をもとに見積りもさせて
いただきます。この機会にぜひ、現在ご加入の補償内容や掛金をお確かめください。
〇キャンペーン期間
７月１日（日）～９月３０日（日）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）まで。

◆地域の発展のために、新会員をご紹介ください
皆様のお近くに最近ご商売を始めた方や経営に関することでお悩みの方がいらっしゃい
ましたら、ぜひ商工会議所までご紹介ください。
ご入会いただいた入会者と紹介者にそれぞれ会議所主催の講習会や会員事業所地区別懇
談会、新年会員事業所でご利用いただける２,０００円分の会議所利用券を進呈いたします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆健康診断のご案内

～会員特別受診料補助あり～

◎基本検査項目
①既往歴及び業務歴の調査 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身長・体重・ＢＭ
Ｉ視力・聴力の測定 ④胸部Ｘ線検査 ⑤血圧測定 ⑥尿検査 ⑦腹囲の測定 ⑧貧血検
査 ⑨肝機能検査 ⑩血中脂質検査 ⑪糖代謝検査 ⑫心電図検査
計１２項目

※当所会員事業所には受診料を補助します
・基本検査項目受診料･･･７,１２８円（税込）※8,208 円のところ 1,080 円の割引
・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）

（一社）新潟県労働衛生医学協会 ７／３０(月)(午前の部)
TEL:025-370-1960
(午後の部)

９：００～１１：３０
１３：００～１５：００

（一社）新潟県健康管理協会
７／２６(木)(午前の部のみ) ８：３０～１１：３０
TEL:025-283-3939
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。
※切らずにこのまま FAX してください

事業承継個別相談会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

電話番号

所

７月２４日(火)・２６日(木)

①14：00

②15：45～

③16：30～

希 望 日
（希望日、希望時間に〇印をつけてください）
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