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～ ◎ 会 議 所 の 動 き ◎ ～ 

◆地元買物運動・プレミアム商品券を発行！ 

発行総額１，１００万円 １０月１日（月）～発売開始 

  加茂市内の飲食店や食料品、医薬品、衣料品など１万円で１万１千円分のお買物ができる商 

品券を発売します。詳細は９月下旬の新聞折込チラシをご覧ください。 

 ・販売期間  １０月１日（月）～売切れ次第終了（１千セット限定） 

 ・販売場所  加茂商工会議所、加茂市商店街協同組合事務所（仲町）  

・購入上限  １人３セット（１セット１万１千円分の商品券）まで 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）まで。 

 

◆小京都を楽しむ会 ＡＫＡＲＩＢＡ with 秋物語 2012 

                        ぜひご来場ください 

・開催日 平成２４年９月２２日(土・祝)～２３日（日） 
・会場とイベント内容 

 

１．加茂山～青海神社／ＡＫＡＲＩＢＡ／(社)加茂青年会議所主催 

 

２．加茂市民体育館／「和」をイメージした商品の販売・展示紹介。飲食コーナーでは  

              オリジナル升と地酒セットや抹茶とお菓子、漬物等を販売。 

 

３．加茂山公園駐車場／飲食会場、ジャズ演奏等。 

 

４．まち歩きツアー／「小京都加茂山古道 加茂歴史散策マップ」完成を記念したツア 

              ーや浴衣を着て楽しむまち歩き等を開催。 

 

５．穀町・山崎ビル／雪椿の花びら染研究会による販売・体験教室、ＪＡＰＡＮブラン 

              ド製品展示。           

 

※まち歩きツアーで着用する浴衣、帯、下駄をお貸しいただける方を募集します（クリーニン

グ後返却）。たんすに眠っている浴衣等がございましたらご協力をお願いいたします。 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／高畑）まで。 
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◆小京都加茂山古道 加茂歴史散策マップを作成中！ 
現在、観光をキーワードとした来街者の増加策として、歴史などいろいろな情報を掲載した散

策マップを作成中です。コースは、①加茂駅～加茂山ハイキングコースを巡り、下条川ダム自然

学習館②加茂駅～加茂山ハイキングコース～中心市街地歴史散策コース等が手軽に散策できる

内容となっています。 
秋のハイキングシーズンに向け、急ピッチで作業を進めていますので、もうしばらくお待ちく

ださい！ 
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／羽下、難波）まで。 

◆タウン誌「かもいろ」を創刊します。 
～協力スポンサー（発行ごとに 2 千円）を募集しています～ 
当所では中心市街地活性化支援策の一つとして市内外に加茂の中心市街地の魅力を発信する

ためのタウン誌（情報誌）を作成中です。 
 創刊号は９月末発行を予定しており内容も堅苦しくない身近な情報を中心に掲載し、無料です。 
現在、タウン誌を設置してくれる商店街各個店やコンビニ等を募集中です。 
また、趣旨に賛同くださる会員事業所の皆様より広く協力スポンサーを募集しています。 
※お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／羽下、山本）まで。  

◆第２７回越後加茂川夏祭り盛会裡に終了！ 
 ～ご協賛・ご協力いただき大変ありがとうございました～ 

今年も８月１４日に実施しました第２７回越後加茂川夏祭りは、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。 
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＝８１７事業所   １２，６４９，０００円 

●市民協賛金＝市民８，７３４世帯 ２，６９６，８０１円 

◆会議所９月の主な行事予定  

５日(水) 

・まちゼミ個別訪問          9:00～ 

７日(金) 

・正副会頭会議           12:00～ 

１１日(火) 

 ・日本政策金融公庫定例相談     10:00～ 

１２日(水) 

・信用保証協会定例相談        10:00～ 

・中小企業会計啓発・普及セミナー  13:30～ 

１３日(木) 

 ・青年部９月例会・臨時総会    19:00～ 

１５日(土) 

 ・日商ＰＣ検定            9:00～ 

１８日(火) 

 ・夏祭り会計監査       13:30～ 

２２日(土)～２３日(日) 

 ・小京都を楽しむ会・秋物語 2012 

２４日(月) 

・経営・創業・税務相談会   10:00～  

２５日(火) 

 ・法律相談会         10:00～ 

２６日(水) 

・労務相談会         10:00～ 

・常議員会          12:00～ 

・まちゼミ事前説明会     19:00～ 

２７日(木) 

 ・青年部役員会        19:00～ 
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～◎金融・創業・経営支援情報◎～ 
◆有利な国の制度融資 ～無担保・無保証人・低金利～ 

商工会議所 マル経融資 ～保証料もいりません!!～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

・融資限度額 １，５００万円 ・運転資金貸付金利 １．７５％（9/5 現在） 

・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） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 

 

◆無料専門家定例相談会を開催中～秘密厳守～ 
  日頃抱えている経営上の問題、課題等について、専門的な知識や実務経験を持つ専門家によ 

る相談会を開設しました。どんな相談でも受付けます。 

  ・経営・創業相談 ９月２４日（月） ・法律相談 ９月２５日（火） 

・税務相談    ９月２４日（月） ・労務相談 ９月２６日（水） 
 

※９月１４日（金）までにお申込みください（各日２名程度、先着順・完全予約制） 

※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。 

～金融定例相談もご利用ください。～ 
 
・日本政策金融公庫相談会 ９月１１日（火） 

・新潟県信用保証協会相談会 ９月１２日（水） 
  

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 
 

◆エキスパートバンクをご活用ください ～起業・創業支援事業～ 
小規模事業者及び創業を予定する方々の経営や技術的な要望に応じて、各分野のエキスパート

（専門家）を直接事業所等に派遣し、技術改善、商品開発、経営管理など専門的・実践的な指導

アドバイスにより、問題解決を図っていく事業です。 
・費用は初回無料 
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）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～ 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、加茂市産業センターです） 

(社)新潟県健康管理協会 

TEL025-283-3939 

平成２４年 ９月２８日（金）８：３０～１２：００ 

     １０月２９日（月）８：３０～１２：００ 

設備資金 
貸付金利 

東日本大震災に係る特定被災区域の設備資金貸付について利率が２年間 0.5％低減されます。被災区域

外でも本設備投資を通じ「特定被災区域の復興に資する設備投資」に該当する場合は適用となります。 
１.２５％ 

いずれも 

１０:００～ 

１２:００まで 

いずれも１０:００～１２:００まで 
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～◎セミナー・検定情報◎～ 
 

◆中小企業会計啓発・普及セミナー 

「会計を経営に活かす」～決算書は税務申告のためだけではもったいない～ 

・日 時 平成２４年９月１２日(水)１３：３０～１５：３０ 

・場 所 加茂商工会議所会議室   ・参加料 無料  

 ・講 師 ㈱パートナーズプロジェクト 高野 裕 氏 

 ・内 容 経営分析力、資金調達力、受注開拓のポイントについての解説 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）まで。 
 

◆ 日商簿記検定試験３級受験対策講座  11 月 18 日(日)施行 

短期集中・全１２講座・夜間コースで楽々受講 
・日 時 平成２４年１０月１０日（水）～１１月１６日（金） 

毎週水、金曜日 １９：００～２１：３０ 

・場 所 加茂商工会議所会議室 ・講 師 長谷川簿記教室 代表 長谷川政治 氏 

・受講料 １０千円（会員事業所の役員、従業員、その家族も含む）／非会員 １６千円 
 

◆秋の検定試験日程のご案内 
●日本商工会議所 第１３２回簿記検定試験  

・試験日 １１月１８日(日)  ・申込受付期間 ９月２８日(金)～１０月１７日(水) 

・受験料 １級７，５００円 ２級４，５００円 ３級２，５００円 ４級１，６００円 

●東京商工会議所 第２９回福祉住環境コーディネーター検定試験 

  ・試験日 １１月２５日(日)  ・申込受付期間 ９月１１日(火)～１０月１２日(金) 

  ・受験料 １級１０，５００円 ２級６，３００円 ３級４，２００円 

●東京商工会議所 第３３回 カラーコーディネーター検定試験 

  ・試験日 １２月 ２日(日)  ・申込受付期間 ９月１８日(火)～１０月１９日(金) 

  ・受験料 １級９，１８０円 ２級７，１４０円 ３級５，１００円 

●東京商工会議所 第３２回 ビジネス実務法務検定試験 

  ・試験日 １２月 ９日(日)  ・申込受付期間 ９月２５日(火)～１０月２６日(金) 

  ・受験料 １級１０，５００円 ２級７，１４０円 ３級４，２００円 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）まで。 

 

 

上記セミナー・対策講座を受講希望の方は、下記申込書にご記入の上お申込みください。 

【参加申込書】        （FAX：52-4100） 

事業所名  住 所  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

参加者名  参加者名  

【ご参加されるセミナー・研修会に○をつけてください】 

１．中小企業会計啓発・普及セミナー  ２．日商簿記検定試験３級受験対策講座  

 

※切りとらずこのまま FAX してください 


