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〜◎会議所の動き◎〜
◆タウン誌「かもいろ」発行で加茂の魅力を発信！
当商工会議所では、中心市街地活性化支援策の一つとして市内外の消費者へ加茂の魅力を発
信するための無料タウン誌「かもいろ」創刊号を現在編集中です。堅苦しさのない身近な情報
をお届けすべく３月末発行に向けフル回転中です。ぜひ、ご期待ください。
なお、
「かもいろ」創刊に伴うスポンサーを募集中です。スポンサー料は発行ごとに１回２，
０００円で年２〜４回発行を予定しています。ぜひ、ご協力をお願いします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／羽下）まで。

◆駅からハイキング

〜おかげさまで満員御礼！〜
加茂 新酒の酒蔵見学と美味しい商店街食べ歩き

ＪＲ加茂駅と当商工会議所が共催で行う「駅からハイキング」第２弾が２月２日(土)に開催
されます。今回は「加茂の食」をテーマに中心商店街を巡り、雪椿酒造㈱(仲町)のご協力を得
て新酒が造られている酒蔵を見学するコースです。
当所では、今後も魅力的な加茂をＰＲするため、さまざまなまちあるきツアーを企画中です。
広報等で随時お知らせいたしますので、ぜひご参加ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／羽下）まで。

◆金属製造業技術集団（Tech×Tech KAMO）
テクニカルショウヨコハマ２０１３へ初出展します。
当所金属製造業技術集団(Tech×Tech KAMO)は２月６日(水)〜８日(金)の３日間、パシフィ
コ横浜で開催される製造業の見本市「テクニカルショウヨコハマ２０１３」に初出展し、各社
の技術力をＰＲすると共に首都圏からの更なる受注の拡大を目指します。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤）まで。

◆会議所２月の主な行事予定
２日(土)
・駅からハイキング
６日(水)
・正副会頭会議
１２日(火)
・日本政策金融公庫定例相談会
・イベント活性化委員会
１３日(水)
・信用保証協会定例相談
・サービス部会役員会
１６日(土)
・ＰＣ検定
１８日(月)
・商業部会役員会
・商業セミナー

10:00〜
12:00〜
10:00〜
17:00〜
10:00〜
12:00〜
12:00〜
12:00〜
13:40〜

２０日(水)
・販売士検定
9:30〜
２２日(金)
・常議員会
12:00〜
・人権啓発セミナー
13:45〜
２４日(日)
・簿記検定
9:00〜
２５日(月)
・諸業部会役員会
12:00〜
・中小企業会計啓発・普及セミナー 13:15〜
２７日(水)
・木工木材部会役員会
15:00〜
・建設部会役員会
15:00〜
・県産材利用建設関連セミナー
15:40〜
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〜◎金融・経営支援・創業情報◎〜
◆有利な国の制度融資

〜無担保・無保証人・低金利・保証料不要〜

経営改善資金（マル経融資）推薦案件の９５％が貸付決定
☆今なら設備資金２年間金利低減されます☆（H25 年 3 月 31 日まで）

設備資金貸付金利 １.２５％
・融資限度額 １,５００万円 ・運転資金貸付金利 １.７５％（1/30 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。

◆専門家定例相談会(無料)を開催中 〜秘密厳守〜
どんな相談でも受付けます。まずはお電話ください。
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
る相談会を開設しています。

・労務相談・法律相談
・税務相談
・経営/創業相談

２月２０日(水)
２月２５日(月)
２月２６日(火)

いずれも
１０：００〜１２：００

※２月１５日（金）までにお申込みください（各相談内容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
２月１２日（火）
いずれも１０:００〜１２:００
・新潟県信用保証協会相談会 ２月１３日（水）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆青色申告無料納税相談会のご案内
３月４日(月)、５日(火)９：３０〜１５：３０
・会 場 加茂商工会議所会議室
※当日ご持参いただくもの
１．申告関係書類 ２．前年度の確定申告書、決算書、又は収支内訳書の控え
３．各種控除証明書、源泉徴収票 ４．印鑑
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。
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〜◎税務・共済情報◎〜

◆復興特別所得税が創設（平成２５年１月１日〜）
〜給与から差し引く源泉徴収実務にご注意ください〜

◎平成２５年１月１日から平成４９年１２月３１日までに支払われる給与等から徴収す
る所得税額について、現在の所得税額に２.１%の税率を乗じた額を復興特別所
得税として上乗せ。
◎源泉徴収税額表も改正されています（平成２５年分を使用してください）
。
※その他、法人税、住民税についても復興特別税の対象となります。
参照（国税庁ＨＰ）http://www.nta.go.jp/index.htm
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／羽下、滝沢）まで。

◆将来の生活資金は万全ですか？

〜小規模企業共済のご案内〜
現役引退後の生活資金は年金だけでは不十分です。小規模企業共済は経営者
のための退職金積立制度で、掛金が全額所得控除となります。

・常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事業主または会社
の役員の方が対象です。
・掛金１，０００円から７０，０００円の範囲内で自由に設定できます。
・個人事業主の「共同経営者（配偶者専従者、後継予定者）」も加入できます。
・掛金は全額所得控除。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本、明間）まで。

◆取引先倒産時の資金調達に役立ちます〜倒産防止共済のご案内〜
取引先の突然の倒産…まさかの時の資金調達先準備は万全ですか。倒産防止
共済なら取引先の倒産などの場合に回収困難になった売掛金（被害額）相当の
資金を早急に調達できます。
・貸付限度額が掛金の１０倍の範囲内で最高 8,000 万円。
・解約はいつでも可能。※加入期間により解約手当金の額は変わります。
・掛金は最高２０万円まで（５千円刻み）、全額損金・経費算入。
・無担保・無保証人です。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本、明間）まで。
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〜◎検定試験・セミナー情報◎〜
◆〜日商ＰＣ検定(文書作成・データ活用・プレゼン資料作成)

電子会計実務検定のご案内〜
当所では効率的な業務遂行を目指すパソコン技術を養う日商ＰＣ検定と会計ソフトから会
計情報を分析・活用できる能力を身につける電子会計実務検定を実施しています。ご自身、社
員のスキルアップにぜひご活用ください。
◎検定施行スケジュール
施行検定
施行級
試験日
申込受付期間
１級・２級
日商ＰＣ検定
(文書作成・データ活用) ３級・Ｂasic
1 月 28 日(月)
１級・２級 2 月 16 日(土)
日商ＰＣ検定
〜2 月 8 日(金)
(プレゼン資料作成)
３級
電子会計実務
上級
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／大瀧）まで。

受験料
１ 級：10,000 円
２ 級： 7,000 円
３ 級： 5,000 円
Ｂasic： 4,000 円
上 級：10,000 円

◆商業セミナーのご案内 〜受講してすぐに使える実践講座〜
ブラックボードＰＯＰ講習会 ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｰｶｰ等教材付き！！
・日 時 平成２５年２月１８日(月) １３：４０〜１５：５０
・場 所 加茂商工会議所会議室
・参加費 会員２，５００円 非会員５，０００円（教材費込み）
てつくら

・講 師 日本ＰＯＰサミット副会長 鐡 倉 れ い 子 氏
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／山本）まで。

◆人権啓発セミナーのご案内
日本経済再生と企業の社会的責任(CSR)
〜ストップ・ザ・不景気 美しい日本を目指して〜
・日 時 平成２５年２月２２日(金) １３：４５〜１５：４５
・場 所 加茂市産業センター３階講習室 ・受講料 無料
・講 師 社会評論家 青 葉 ひ か る 氏
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／羽下）まで。
※切りとらずこのまま FAX してください
上記セミナーに参加希望の方は、下記申込書にご記入の上お申込みください。

【参加申込書】
事業所名

住

所

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

参加者名
参加者名
【ご参加されるセミナーに○をつけてください】
１．商業セミナー

２．人権啓発セミナー
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（FAX：52‑4100）

