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加茂商工会議所議員８０名決まる 
―任期満了により選任・選出― 

 
当加茂商工会議所の役員・議員の３年間の任期がこの１０月３１日に満了となります。定款及び選挙・選任規約

に基づき手続きを進め、議員については８０名が決定しました。１号議員の選任された４０名につきましては、前

回の９月号会員情報にてお知らせしました。今回は決定した２号議員、３号議員についてご報告します。〔１号議員

（４０名）…会員の中から選挙によって選任。２号議員（２８名）…７つの部会から選出。３号議員（１２名）…

議員協議会にて大手企業を選出。〕 

役員〔会頭、副会頭（３名）、専務理事、監事（３名）、常議員（２６名）〕の選任については、１０月３０日に臨

時議員総会を開催して選任することになっています。 

 
当所２号議員各部会から２８名選出 

 
会員事業所は、７部会のいずれかに所属しますが、その部会から選ばれた議員を「２号議員」といい、いわば業

種代表です。その部会の本年６月３０日現在における所属会員数に応じて、各部会において選任します。 
                                （敬称略／新任以外は再任） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 名 事業所名・役職 氏 名 事業所名・役職 

※卸小売商業部会（７名） ※ニット織物業部会（１名） 
金子 欣示 金子米店店主 福本 栄子 ㈱フクエー社長 

川崎  晃 ㈱川崎薬品商会社長 ※金属工業部会（３名） 
牛膓 廣一 マイハンズヤマヘイ店主 丸山 信夫 ㈱石川鍍金工場社長 

高橋 一郎 ㈱高橋はかりや社長 三國 正昭 ㈱藤田製作所常務 

田辺 哲夫 ㈲タナベ社長 皆川 堅介 ㈱皆川製作所社長 

田邊 良夫 ㈱田邊久平商店社長 ※建設業部会（５名） 
広野 豊作 ひろの呉服店店主  栢森 茂昌 ㈱アオミ電気商会社長 

※サービス業部会（４名） 山内  実 ㈱山内組社長 

木戸 信輔 ㈲ニック加茂専務 小柳 順二 中越大栄工業㈱社長 

霜出 典良 ㈱割烹山重社長  小柳 正徹 葵設備工業㈱社長 

山川 裕士 山川石油㈱社長  長谷川一良 長谷川工務店代表 

渡辺 久二 ㈲村将軍社長 ※金融交通諸業部会（５名） 

※木工木材業部会（３名） 王  裕晋 日中ビジネス㈱社長 

青柳 作一 青柳木工㈲社長 塩野健二郎 ㈱関越社長 

桑原 良策 ㈱桑原建具工業社長 森山 一理 ㈲モリデザインワークス社長 

坪谷 勲 ㈱坪谷奥四郎商店社長 安田 憲喜 ㈲安田建築事務所社長 

山口  昇 山口昇税理士事務所所長 
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当所３号議員１２名を議員協議会にて選出 

 
３号議員（定数１２名）は１、２号議員による協議会にて選出します。この度、議員協議会を文書にて開催し、

下記のとおり選出されました。                          （敬称略・順不同） 
氏 名 事業所名・役職 氏 名 事業所名・役職 

阿部 大爾 阿部精麦㈱社長 砂塚 寿夫 ㈱北越銀行加茂支店長 
太田   明 新潟紙器工業㈱社長 長島 哲夫 ㈱第四銀行加茂支店長 
大塚 裕司 アクサ生命保険㈱新潟支社長 中林 功一 ㈱山忠社長 
兼田 啓二 東芝ホームテクノ㈱取締役部長 梁取 耕造 加茂信用金庫理事長 
川本 高志 中越運送㈱三条支店長 吉田 研兒 ㈱日立ニコトランスミッション取締役所長 
倉又 昌平 ㈱大光銀行加茂支店長 吉田   廣 吉田家具工業㈱社長 

 
 

当所７部会の部会役員を選任 
 

この１０月３１日に任期が満了となります７部会の役員が選任されましたので､お知らせいたします。 
なお、紙面の都合上、正副部会長までの掲載とさせていただきます。         （敬称略 ＊印は新任） 

部 会 役 職 氏名・事業所名・役職 役 職 氏名・事業所名・役職 
副部会長 桑原寛治(㈱小山商店専務) 卸小売商業部会 部会長  野本正次 

(㈱つばめや商店社長)  〃 田辺敏夫(㈱田辺喜平商店社長) 
副部会長 山川裕士(山川石油㈱社長) サービス業部会 部会長 ＊木戸信輔 

 （㈲ニック加茂専務）  〃 ＊佐藤敏夫(㈱鴨川社長) 
副部会長 北澤総一郎(㈱北澤箪笥店社長) 木工木材業部会 部会長  石山資雄 

   （㈱石山木工所社長）  〃 青柳作一（青柳木工㈲社長） 
副部会長 岡田能隆（㈱マルキン加茂営業部専務） ニット 

織物業部会 
部会長  人選中 

 〃 ＊森 松夫（森セット代表） 
副部会長 有本照一（㈱有本電器製作所社長） 金属工業部会 部会長  丸山信夫  

（㈱石川鍍金工場社長）  〃 斎藤 譲（㈱サイトー社長） 
副部会長 長谷川一良（長谷川工務店代表） 建設業部会 部会長  涌井源治郎 

  （㈱涌井建設工業社長）  〃 ＊小柳 正徹（葵設備工業㈱社長） 
副部会長 西村一博（西村税理士事務所所長） 金融交通 

諸業部会 
部会長  外山禎一 

（外山禎一土地家屋調査士事務所所長）  〃 大橋時雄（加茂信用金庫理事・部長） 
 

 

！無担保 マル経資金 
従業員数２０人以下の製造業・その他業種 

従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業 

対象 ＞ 

＞ 

１０／１６現在の金利 

２.２％ 
金利上昇傾向のため、今が借り時です！ 

まずはお電話ください。～秘密厳守～ 

！無保証人 

 
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

の政府系国民生活金融公庫の融資制度です。経営改善をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。 
 ●融資条件 貸付限度枠５５０万円 ●返済期間 運転５年以内 設備７年以内  

(飲食業等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、他に会社の登記薄謄本、試算表（３カ月以内のもの） 

（制度資金のため、税金を完納していることが条件です。） 
  ●金融相談日のご案内 

１）国民生活金融公庫相談会  ▼日時 １１月 １５日（木）１０：００～１５：００ 
２）信用保証協会相談会    ▼日時 １１月 １４日（水）１０：００～１２：００ 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
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とっておきの加茂・秋物語 
 

来る１１月１０日（土）・１１日（日）の２日間、加茂市民体育館をメイン会場に、加茂市産業センター及び中央

コミュニティセンターの３会場で開催する商工振興フェア『とっておきの加茂・秋物語』もあと一カ月となりまし

たが、現在、急ピッチで準備中です。 
メイン会場となる加茂市民体育館では、１１月１０日（土）９時３０分からオープニングセレモニーを皮切りに

「木」「布」をテーマに、加茂の特産品である桐箪笥、建具、屏風などの展示・商談・販売や名物料理（鯛めし）開

発・提供、鴨粕汁の無料提供、試飲コーナーなど多くのイベントの他、人力車写真撮影など盛り沢山の内容となっ

ています。 
加茂市産業センターでは、最新の家電製品の展示・販売、市内製造業の展示コーナーや、中央コミュニティセン

ターでは、雪椿の花びら染めや皮細工教室、パッチワーク展示、絵手紙教室など体験型会場として予定しています。 
青海神社入口の駐車場では、屋台村を開設し、夕方からはジャズの演奏も行います。是非、１１月１０日・１１

日の２日間は、「とっておきの加茂・秋物語」へお越しください。 
なお、メイン会場となる加茂市民体育館周辺には、駐車場がございません。加茂市役所駐車場から無料シャトル

バスを運行いたしますので、ご利用ください。 
※詳しくは、当商工会議所（℡５２－１７４０担当：難波）まで。 

 

～無料です～ 
 当商工会議所では、永年勤続商工従業員表彰規則に基づき、次のとおり優良商工従業員を表彰します。該当する

従業員がおられましたら、ぜひご推薦ください。 
▼表彰該当者 （年数計算基準日／平成１９年１１月２３日）各事業所における勤続年数が５年､１０年､１５年､ 

２０年､３０年及び３０年以上の者は５年ごとにその表彰年次に達する者（但し、５年は女性のみ､

法人役員並びに個人事業の家族従業員は対象となりません） 
▼表彰状名義 ①３０年以上表彰…日本商工会議所会頭並びに当所会頭 ②２０年表彰…新潟県商工会議所連合会

会頭並びに当所会頭 ③１５年､１０年､５年表彰…当所会頭 
▼表彰式及び 表彰式は行いませんので、当該事業所において適宜伝達授与ください。また記念品は、各事業所に 
記念品   てご用意ください。 

▼締切日・費用 １０月２６日（金）まで。申請料等の費用は無料です。 
▼申込方法   所定の申請用紙（お問い合わせください）にご記入のうえ、期日までにお申し込みください。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／近藤）まで。 
 

 
「かもっ子割引クーポン」を 

ぜひご利用ください！ 
お買物・ご利用は地元のお店から～地元買物運動実施中！＝１０/１全戸配布～ 

 大好評！ 

 当商工会議所では、活気あふれる商店街の再生を目指して、お客様により良いサービスを提供し支持される店づ 
くりと、市内店舗から買物を促進する地元買物運動を実施しています。  
本事業の一環として、平成１６年度から実施の「かもっ子割引クーポン」発行事業は、毎年消費者から大変好評

いただき、本年も各組長様を通じて１０月１日に市内全戸配布しました。このクーポンは、市内７１店舗が参加し、

１２月末日までの３カ月間、割引サービスが受けられるというものです。 
市内のお店や商店街が良くなるためには、消費者皆様のご意見やご提案が大切です。何かお気付きのことがあり

ましたら、お気軽に各お店または商工会議所へお寄せください。 
なお、市内各コミュニティセンター並びにみやげものセンター、加茂美人の湯などの公共施設でも同クーポンを

配布しております。ぜひ、お買物・ご利用は加茂市内でお願いします。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、近藤）まで。 
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当商工会議所では、受診料の一部補助を行っています

ので、この機会に、従業員全員受診されるようご案内い

たします。また人間ドックも、より受診しやすいよう、

当所会員事業所を対象に 1 名につき２,０００円を補助

しておりますので、詳しくは当商工会議所までお問い合

わせください。 

健康診断

受診料の補助制度をご利用下さい！ 

 
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 

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

 

 女優・磯村みどり主演 

演劇「いのちの華」 公演のご案内 

とき：１１月１０日（土） 
ところ：加茂文化会館 

はな 

 
来る１１月１０日（土）女優・磯村みどり主演の演劇「いのちの華」が加茂文化会館主催、加茂商工会議所共催 

により上演されます。 
 入場料は、芸術文化振興基金の助成により通常料金の約半額と大変お得な料金になっています。加茂商工会議所

でもチケットを販売中ですので、この機会にぜひ「芸術の秋」をご堪能ください！ 
●日 時 平成１９年１１月１０日（土） 午後２時 開演   ●会 場 加茂文化会館 大ホール 

●入場料 全席指定 Ｓ席３，０００円（当日３，５００円）Ａ席２，０００円（当日２，５００円） 

     （加茂商工会議所ではＳ席のみのお取扱いとなります。） 

※チケットのご購入、お問い合わせは当商工会議所 TEL 52-1740（担当／羽下・近藤）まで。 

 

 

最低賃金が１０月１９日から改正されます 
 

 

新潟県の最低賃金が１０月１９日から、現行の６４８円から９円引き上げられ、時間額６５７円に改正されます。 

新潟県最低賃金 ６５７円 １９年１０月１９日から 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／佐藤、滝沢）まで。 
 
  

第３２回「新年会員事業所の集い」 
１月１０日（木） 開催 

 
 当商工会議所では、平成２０年１月１０日（木）午後２時３０分から加茂市産業センターホールにて賀詞交換と

会員相互の交流を目的に「新年会員事業所の集い」を、開催します。 

後日、正式なご案内をさせていただきますが、当日は、お誘い合わせのうえ多数ご参加ください。 

※ お問い合わせは、当商工会議所TEL 52-1740（担当／明間）まで。 

 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、いずれも加茂市産業センターです） 
(社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL025-370-1960 
１１月 １日（木）   ８：３０～１１：３０ 

           １３：００～１５：００      

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             
TEL025-283-3939 

１２月 ４日（火）   ８：３０～１１：３０ 


