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◆小京都を楽しむ会・あかりば 2018
～ 皆さまのご来場をお待ちしています ～
当商工会議所では「小京都を楽しむ会・あかりば 2018」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

・会 場

９月１５日（土）
１６日（日）

いずれも
１５:００～２１:００

穀町商店街大通り、加茂山公園野外ステージ脇

○あかりば宵の市…美味しいお酒と食事を提供
○宵の市ジャズライブ…押川聖子、なおさいとう
○うまさガトリング級継之助汁…両日 16:00～販売
（各日 100 食限定 無くなり次第終了）

【小京都はしご酒プロジェクト開催中】
あかりば 2018 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（あ
かりばコラボラーメン）をワンコイン(５００円・税込）で楽しめる「小京都はしご酒プロジェ
クト」を９月１日から開催しています。また、今回は、食欲の秋にぴったりのデカ盛りメニュー
（１,０００円・税込)も企画いたしました。この機会に、ぜひお楽しみください。
・開催期間 ９月１日(土)～１５日(土)
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／山本)まで。

◆お店自慢の逸品が集結
第２回加茂うま丼祭り開催

9/9（日）～

１３事業所１４種類の丼ぶりをお楽しみください。
〇開催期間

９月９日（日）～１０月３１日（水）まで

※詳しくは、９月５日(水)の折り込みチラシをご覧ください。
※詳しくは当商工会議所 TEL:52-1740(担当／滝沢)まで。
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うまどん

◆マル経融資のご案内
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
（９月３日現在

固定金利）

～加茂市内制度融資一番の低利率～

柔軟に対応いたします

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) 設備資金：１０年(据置２年以内)
○貸付までの流れ
申 込 → 商工会議所／審査会 → 国民生活金融公庫へ推薦 → 貸付決定・融資

次回審査会開催日は

９月２５日（火）です。

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）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１１日（火）
１０:００～１２:００
○新潟県信用保証協会相談会
９月１２日（水）
※日程が合わない場合は再調整
○法律／税務、事業承継相談会
９月２０日（木）
いたしますのでご相談くださ
○経営、創業／労務相談会
９月２１日（金）
い。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆会議所９月の主な行事予定
１日(土）
・あかりば 2018
小京都はしご酒プロジェクト
（～15 日(土)まで）
５日(水)
・正副会頭会議
12:00～
９日(日)
・第２回加茂うま丼祭り（～10/31（水）まで）
１５日(土)～１６日(日)
・あかりば 2018
あかりば宵の市（於：穀町商店街）
15:00～21:00

２１日(金)
・越後加茂川夏祭り会計監査
9:30～
・小規模企業振興委員会９月定例会 18:00～
２５日(火)
・マル経審査会
12:00～
２６日(水)
・常議員会
12:00～
・日商３級簿記受験対策講座 第１講
（11/5(月)まで全 12 講）18:30～
２９日(土)
・日商初級簿記ネット検定試験
10:00～
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◆第３３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（火）開催の第３３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（７３５事業所） １１,１１２,８５０円
○市民協賛金（８,５４２世帯）
２,５７３,６３２円

◆地元買物運動 第７回プレミアム商品券 10/1（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１日(月)～無くなり次第終了（１千セット限定）
○有効期間 １０月１日(月)～１２月３１日(月)までの３カ月間
○販売場所 ①加 茂 商 工 会 議 所
いずれも午前９時発売
②加茂市商店街(協)
○購入限度 １人５セットまで（１セット／１万１千円分）。
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。

10%
Premium

◆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です。ご提出いただいた証券をもとにお見積りさせてい
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
９月３０日（日）まで
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）まで。

◆健康診断のご案内／次回検診は１０月２９日
～当所会員事業所には受診料を補助します～
◎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・Ｂ
ＭＩ・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
・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）新潟県健康管理協会
１０／２９(月)(午前の部のみ)
TEL:025-283-3939
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。
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８:３０～１１:３０

◆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３０年９月２６日（水）～１１月５日（月）１８：３０～２１：００
９月
１０月
１１月

２６日（水）
２日（火）
、 ４日（木)、 ９日（火）
、１２日（金）、１５日（月）
１９日（金）
、２３日（火）、２６日（金）
、３０日（火）
１日（木)、５日（月）

○場 所 加茂商工会議所会議室
○講 師 (税)山口会計パートナーズ 代表社員／税理士 山口 昇 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／滝沢）まで。

◆働き方改革セミナー
なぜ、今 働き方改革が必要なのか
〇日 時
〇条 所
〇講 師

～改革の必要性と進め方～

平成３０年１０月３日（水）１４:００～１６:００
加茂商工会議所会議室
淑徳大学教授 ジャーナリスト 野村浩子 氏
昭和 59 年お茶の水女子大学文教育学部卒業。就職情報会社ユー・ピ
ー・ユーを経て、昭和 63 年、日経ホーム出版社発行のビジネスマン向け
月刊誌「日経アントロポス」の創刊チームに加わる。平成 7 年「日経ＷＯＭ
ＡＮ」編集部に移り副編集長に、平成 15 年 1 月から編集長。平成 18 年 12
月、日本初の女性リーダー向け雑誌「日経ＥＷ」編集長に就任。平成 19
年 9 月、日本経済新聞社、編集委員、平成 24 年 4 月、「日経マネー」副
編集長。平成 26 年 4 月から淑徳大学人文学部表現学科長・教授に着任。

〇内 容

①間違った「働き方改革とは」
②改革に向けて企業のやるべき事
③単純な残業削減やノー残業デーではダメなのです。
④具体的な業務効率化とは 他
〇参加費 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。

事業主の
皆さん
必聴です！

※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。
※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

電話番号

所

１．日商簿記３級受験対策講座

２．働き方改革セミナー

4/4

