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～新たな展開にチャレンジ！目指せ経営革新！～ 

第二創業塾（全１０講）のご案内 
 厳しい経済状況の中で、企業の行き詰まりつつある既存事業を再構築し、経営革新を行わなければならない時代

となりました。当セミナーでは、経営革新に成功している実体験談と、専門家による実務演習との組み合わせ経営

革新、業種転換のノウハウやビジネスプラン作成方法等を習得していく内容です。全講義を通して、中小企業診断

士の武田浩昭氏よりコーディネーター役としてご指導いただき、９、１０講については中小企業診断士の小松俊樹

氏からもビジネスプランの作成をお願いしています。 
 ▼場 所 加茂市産業センター    ▼時 間 １９：００～２１：３０   

▼受講料 ３，０００円（全１０講） ▼申込締切 １１月１６日（水） 

 ▼内容・日程（中小企業庁補助事業により受講料は格安となっています） 
日 程 内 容 講 師 

①11 月 18 日（金） 
第二創業とは何か。第二創業の進め方 
（終了後、懇親会・名刺交換会） 

中小企業診断士 武田浩昭氏 

②11 月 21 日（月） 
起死回生の経営学 
～倒産地獄を垣間見た経営者の再建策～ 

エデゥカ㈱ 代表取締役 竹下光彦氏 
（実務演習：経営環境分析） 

③11 月 24 日（木） 
電気、電子部品の組み立てに取り組んで

きた企業が、フード事業に挑戦！ 
㈱ツルマキ工業 代表取締役 鶴巻恵一郎氏 
（実務演習：既存事業分析） 

④11 月 28 日（月） 
「安全と豊かな生活」をキーワードに、

建設業からハナビラ茸栽培へ挑戦！ 
ミツワ興業㈱ 常務取締役 山添康昭氏 
（実務演習：自社の優位性を評価する） 

⑤11 月 30 日（水） 
既存の経営資源を活かし、福祉部門の車

両に挑戦！ 
㈲カスタムセレクト 代表取締役 佐久間均氏 
（実務演習：商品・サービスの開発） 

⑥12 月 2 日（金） 
企業を変革する経営品質とは？ レッツアイ 代表 赤塚陽一氏 

（実務演習：商品・市場戦略の立案） 

⑦12 月 6 日（火） 
新潟の中小企業をバックアップしてくれ

るＮＩＣＯとの上手な付き合い方とは？ 
(財)にいがた産業創造機構 
（実務演習：戦略推進のための具体的施策展開） 

⑧12 月 8 日（木） 
珈琲店からレストラン＆ケーキショップ

へチャレンジ！ 
㈱新潟雪詩慕雲 代表取締役 斎藤邦雄氏 
（実務演習：成功へのロードマップづくり） 

⑨12 月 12 日（月） 
３年間の目標損益計画策定 
ビジネスプランの完成（１） 

中小企業診断士 武田浩昭氏 
中小企業診断士 小松俊樹氏 

⑩12 月 15 日（木） 
３年間の目標損益計画策定 
ビジネスプランの完成（２） 

中小企業診断士 武田浩昭氏 
中小企業診断士 小松俊樹氏 

※ お申込み、お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／堀川）まで。 
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第３０回「新年会員事業所の集い」 
来年１月１１日（水）開催（あらかじめご予定ください）

 当商工会議所では、毎年賀詞・情報交換を行うとともに､会員相互の交流を図ることを目的に「新年会員事業所の

集い」を開催しています。平成１８年は、１月１１日（水）午後３時～、加茂市産業センターホールで開催いたし

ます。内容等詳細が決まり次第、ご案内いたします。１月１０日の開催ではございませんので、お間違いないよう

お願いします。  

 

経営改善をやりながら資金調達を 
マル経資金（無担保・無保証人）をご活用ください 
対象： 従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業、 

または、従業員数２０人以下の製造業・その他業種 
～融資利率１．５０％（１１/４現在） 秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） ～ 

◎マル経資金とは、当所会員事業所で小企業等の方々に経営改善を行っていただくための無担保・無保証人・低利

な国の政策融資制度です。現状の経営から脱却し、経営改善をお考えの方はどうぞご利用ください。 
●融資条件:貸付限度額５５０万円 ●返済期間:運転５年以内、設備７年以内 (環境衛生業種は運転資金のみ対象)
●必要書類:３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの） 

※国の制度資金のため、税金を完納していることが条件です。 
信用保証協会による金融相談会 
▼日時 １２月７日（水）午前１０時～１２時 

▼必 要 書 類･･･３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの） 

国民生活金融公庫による金融相談会 
▼日時 １１月２４日（木）午前１０時～午後３時 

▼必 要 書 類･･･３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの） 

※ 日程は完全予約制です。必要書類を用意のうえ、必ず事前に当商工会議所までお申込みください。 

 ※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員 (担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
 
遠隔地取引の開始や取引先のマイナスの噂を聞いた時・入金状況に変化があった時‥‥ 

少しでも気になったら…企業情報検索サービス…をご活用ください 

～加茂商工会議所会員のみ特別
● ●

格安
● ●

料金
● ●

にて受付中！～秘密厳守～ 
当商工会議所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使ってデータを収集し、情報公開している企業情報を

当所会員事業所に情報提供するサービスを実施中です。リスク回避、与信管理にご活用ください。 
１．企業調査…１件 1,500 円（実費） 

◎  基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、創業、株主構成、取引銀行、主力取引企業（仕入

先、販売先）、取扱商品（製品）、直近３ヵ年の決算内容、最近の業況、同業種順位（全国・県内） 他 

２．企業調査レポート…1件 38,000 円（会議所会員特別料金：通常価格 50,000 円⇒38,000 円） 
◎  レポート内容…上記基本情報に、財務諸表・不良債権状況・資産状況等、より詳細な情報を追加。 

※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 

 
企業等ＯＢ人材マッチング事業～直接ＯＢがお伺いしてアドバイスいたします！ 
技術支援・生産管理等～企業等ＯＢ人材の豊富なノウハウと経験があなたの企業を活性化～ 

技術支援・生産管理・製品開発・販売マーケティングなど、経営上の実務的な課題に企業等ＯＢ人材が直接企業

にお伺いして、現場で培ったノウハウを、専門家とは違った視点から具体的なアドバイスをいたします。現在、大

手製造業を退職されたＯＢを中心に８名のアドバイザーから登録いただいています。ＯＢ人材アドバイザーへの謝

金は１日１万～３万円。お気軽にご相談ください。 

【にいがた県央地域ＯＢ人材バンク】 ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/objinzai/  

（アドバイザーの詳細・専門分野がご覧いただけます） 

※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 
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健康診断はお済みですか？～受診料の一部を当商工会議所が補助します～    

 従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられていますが、企業発展のためには従業員の健康管理が一番

大切です。当商工会議所では、より受診しやすいよう受診料の一部補助を行っていますので、この機会に従業員全

員が受診されますようご案内申し上げます。 

１．対 象 者  加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．健診機関・日時  

 
 
 
政府管掌生活習慣病検診はキャンセル待ちの状況です。あらかじめご了承ください。 
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／阿久津）まで。 

 

大好評！！ 人間ドックが→今だけ¥29,400-で受診できます！！   
（社）新潟県健康管理協会では、人間ドックキャンペーンを１０月１日から来年３月２４日まで実施中です。   

加茂商工会議所会員事業所の事業主、従業員の方であれば誰でも、通常４５，１５０円（税込）のところ、キャン

ペーン特別料金２９，４００円で実施します。また、数名お集まりいただいた場合は、送迎サービスもあります。

是非この機会にご利用ください。 
 ※ 詳しい内容、お問合せは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／阿久津）まで。 
 

 大好評！！～親切、丁寧、分かりやすい個別フリーレッスン制～ 
加茂商工会議所パソコン教室只今募集中！ 

・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０～２０：３０（全６回コース） 
・定 員：１０名（先着順に受付となりますので、お早めにご予約ください） 
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円 
・テキスト代：①～⑦ ３,４６５円 ⑧～⑨ ２,１００円 
※加茂地区雇用促進協議会にご加入いただいている事業所は、受講料を   

年間２回に限り補助します。  
 

 

フリーレッスン制ですので自分のペースで無理なく修得できます。  

もちろんパソコン初体験の方でも安心して受講できます。 

※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 総務課 

（担当／近藤）まで。 

 
 

 

法律トラブル・年金・労務問題等の「御社の悩み」を即・解決！ 
 ～秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください）～ 

  
補助事業導入により相談料は無料、秘密厳守ですので、ぜひご利用ください。 
・日時／場所   随時（連絡を頂いた後、専門家と日程調整します） 
・内   容  各事業所における法律・労務関係等に関する諸問題全般について 

○債権回収や商売上におけるあらゆる法的トラブルについての相談 ○労使関係トラブル   

○就業規則の変更､見直し ○賃金・退職金制度見直し ○各種助成金の申請方法 他 
・専門相談員   当商工会議所の委嘱した弁護士、社会保険労務士やその他のエキスパート 
※お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／堀川）まで。 

 

実 施 機 関       健 診 日 時         
(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             

TEL025-283-3939 

１２月２日（金）８時３０分～１１時３０分 
平成１８年２月３日（金）８時３０分～１１時３０分 

講座名（各コースとも２時間×６回） 
①パソコン基礎 ②インターネット 

③ワード基礎 ④ワード応用 

⑤エクセル基礎 ⑥エクセル応用 

⑦ホームページ作成 ⑧アクセス２０００（データベース）

⑨パワーポイント（プレゼンテーション） 

コース名 ２－Ｄ ２－Ｅ 
第１回 １１／２１日 （月） １２／５日 （月） 

第２回 ２４日 （木） ７日 （水） 

第３回 ２５日 （金） ９日 （金） 

第４回 ２８日 （月） １２日 （月） 

第５回 ３０日 （水） １４日 （水） 

第６回  １２／２日 （金） １６日 （金） 
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 消費税の対応は万全ですか？～改正消費税対応講習会/個別相談会～   

消費税の課税事業者となった場合は、速やかに届出書の提出等が必要です。また、一般課税で申告される場合、

仕入税額控除を受けるためには、一定の要件にしたがって帳簿の記載や請求書等の保存をしなければなりません。 
当商工会議所では、各事業者の消費税相談に対応するため、改正消費税に関する個別相談会を下記のとおり開催

いたしますので、お気軽にご相談ください。 
▼ 日 時 ●講習会   ①１１月１４日（月）13：30～15：30 ②１１月１５日（火）19：00～21：00 

      ●個別相談会 ①１１月２１日（月）②１１月２２日（火）※要予約、講習会を受講の上お申込ください。 

▼ 場 所  加茂産業センター  ▼受講料・相談料  無 料 

▼ その他 個別相談はお申込み後時間調整の上、時間をご連絡いたします。 

※ お申込み、お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 指導課（担当／難波、高畑）まで。 

 

 伝授いたします！「お客様の心をギュギュッと掴むコツ」！ 

～１２月１３日（火）加茂商工会議所青年部公開セミナー開催！～      
三重県伊勢市では今、手作りのレストラン・ウェディングが多くの若者の支持を得ています。派手な広告を打つ

ことなく、口コミ中心でそのムーブメントを作り出している注目企業が「㈲クロフネカンパニー」です。そのクロ

フネカンパニー代表取締役 中村文昭氏をお招きして「お客様の心をギュギュッと掴むコツ」をテーマに加茂商工

会議所青年部が公開セミナーを開催いたします。一番大切にしている事は人との出会いであるという中村氏が、独

特のコミュニケーション法、夢を持つことの大切さ、そして出会いを繁盛に結びつけるノウハウをお教えします。

ぜひこの機会に顧客確保のコツを学び、お役立てください。 
▼日 時  １２月１３日（火）１９：００～ ▼場 所  加茂商工会議所会議室 
▼参加費  無料 

※ お申込みは、当商工会議所TEL 52-1740指導課（担当／山本）まで。 

 

接客スキルアップセミナー 

～『もう一度あなたかたら買いたい』と言わせるために～ 
長引く不況による消費の冷え込みはいまだ回復の兆しが見えず、売上や利益の確保が困難になっている昨今、既

存顧客の確保と新規顧客の増加は経営において必須条件となっています。その場でモノを売って終わりにするので

はなく、顧客に感動を与え、自社・自店のファンを増やすことが必要です。そのために必要となる接客術をお教え

します！ 

▼日 時 １１月１５日（火）13：30～15：30  ▼場 所 加茂商工会議所会議室 

▼受講料 １，０００円（資料･お茶代） 

▼テーマ お客様の心を狙い撃ち！教えます顧客感動接客術！！▼講 師 ㈲マムズ 取締役 梅沢房子氏 
※ お申込みは、当商工会議所 TEL52-1740 指導課（担当／山本）まで。 

改正消費税対応講習会・個別相談申込書 
加茂商工会議所指導課（難波、高畑）（ＦＡＸ５２－４１００）御中     （希望日に○印をつけてください） 

事業所名  ＴＥＬ  

受講者名  ＦＡＸ  

 １１／１４(月)(昼)13：30～15：30  11/21(月)  11/22(火)
講習会 

 １１／１５(火)(夜)19：00～21：00
個別相談会 

午前・午後・何時でもよい 

青年部公開セミナー受講申込書 
加茂商工会議所指導課（山本）（ＦＡＸ５２－４１００）御中      

事業所名  ＴＥＬ  

受講者名  ＦＡＸ  

接客スキルアップセミナー参加申込書 
加茂商工会議所指導課（山本）（ＦＡＸ５２－４１００）御中      

事業所名  ＴＥＬ  

受講者名  ＦＡＸ  


