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～◎会議所の動き◎～ 
加茂商工会議所 任期満了に伴う議員改選 

１号議員３２名決まる 
 
当所の議員（定数合計８０名）の任期が１０月３１日に満了となります。前回の「会員

情報」で１号議員（定数４０名）、２号議員（定数２８名）、３号議員（定数１２名）の

選挙・選任の日程、選出方法等をお知らせしましたが、１号議員の立候補並びに推薦の届

出を８月２６日（月）から９月２日（月）まで受け付けた結果、推薦の届出は定数４０名

以内でした。この結果を受けて、５日に選挙委員会を開催、当選人の確認を行い、下記の

とおり１号議員３２名の無投票当選が確定しました。 
選挙・選任規約に基づく基準日（平成２５年６月３０日）における正会員数の減少によ

り、国・通達に基づき議員定数の見直しを行った結果、８名欠員となりました。 
なお、今後選任する２号議員（部会選出）、３号議員（議員協議会にて選任）につきま

しては、決定次第お知らせいたします（＊印は新任／敬称略）。 
 

 

氏  名 事業所名／役職  氏  名 事業所名／役職 
青柳 作一 青柳木工㈲／社長  志田 長春 シダチョー建設㈱／社長 
阿部佐喜夫 ㈱アベ建商／社長  田沢   誠 ㈲田沢製作所／社長 

阿部 敏延 ㈲割烹阿部／社長  長澤 敬一 笹菊薬品㈱／社長 
阿部 正明 阿部煙火工業㈱／社長  ＊中野 壽夫 ㈱マスカガミ／社長 
有本 照一 ㈱有本電器製作所／社長  中野  亘 ㈱共同ビジネスセンター／社長 
生田 良一 ㈲生田屋／社長  西村 一博 西村税理士事務所／所長 
今井  学 ㈱オヤナギファッション/営業部長  西村 道博 ㈱ニシトク／社長 
内山  榮 ㈱コスモ・パワー新潟事業所／社長  保坂 裕一 きも乃や／店主 

小野 喜平 ㈲アルマックオノ／社長  堀内   堅 ㈱堀内組／社長 

小野塚荘一 ㈱小野塚印刷所／社長  丸川 肇平 ㈱丸川勇平商店／社長 
＊川崎  晃 ㈱川崎薬品商会／社長  三浦 伸一 ㈲三浦薬局／社長 

北澤総一郎 ㈱北澤箪笥店／社長  三本 清一 ㈱本所屋商店／社長 
牛膓  誠 ㈱下条製作所／社長  安田 憲喜 ㈲安田建築事務所／会長 
近藤 光春 ㈲近藤建築／社長  谷地田茂明 ㈱ヤチダ／社長 
佐藤 敏夫 ㈱鴨川／社長  山田 隆平 山長食品工業㈱／社長 

珊瑚三代司 ㈱サンゴマ―ト ／社長  涌井源治郎 ㈱涌井建設工業／社長 
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◆小京都を楽しむ会・あかりば２０１３開催 
 ジャズライブ！あかりば限定メニュー 

はしご酒などイベントが盛りだくさん!! 

～ 皆様のご来場をお待ちしています ～ 
 

当所では昨年度に引き続き「小京都を楽しむ会・あかりば 2013」を(一社)加茂青年会議所と

共催で開催します。 

当日は加茂農林高等学校の食材を使ったあかりば限定メニューと河井継之助の加茂軍議にち

なんだ大鍋汁の販売や、毎年恒例のジャズライブなど「食と音とあかり」が満載のイベントに

なります。 

また、あかりば 2013 の事前イベントとして市内飲食店が自慢のおつまみ１品とドリンクのセ

ットをワンコイン（５００円）で提供する小京都はしご酒プロジェクトも実施します。 

  ・日 時 ９月２１日（土）１５:００～２１:００ 
２２日（日）１２:００～２１:００ 

※ はしご酒プロジェクトは９月９日(月)～２２日(日) 

  ・各会場のイベント 

   【本町商店街】 

    ①あかりば宵の市 ②宵の市ライブ（ジャズ、フルート） ③地酒カクテル限定販売 

    ④小京都あかりばスイーツ限定販売 ⑤小京都あかりば恋だんこ限定販売 

   ⑥子供モノづくり教室       ⑦旨さガトリング級～継之助汁大試食会～ 

  【加茂山～中心商店街】 

    ⑧ＪＲ駅からハイキング まち歩きツアー  

   【加茂山公園駐車場、青海神社他】 

    ⑨あかりの木 点灯式 ⑩市民芸能 ⑪カモレンジャーショー 

    ⑫あかりの結婚式 ⑬あかり制作体験 

   【市内飲食店／参加１０店舗】 

    ⑭はしご酒プロジェクト 9月 9日（月）～22 日(日)まで 

※１ドリンク＆１フードセットの限定メニューをワンコイン（500 円）で提供  

  

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

 

◆第２回 小京都加茂の味と技まつり in 表参道ネスパス 
 

加茂市の魅力である食品、地酒、お菓子、特産品の販売、伝統技術や産業紹介、観光案内等

を情報発信し、首都圏から加茂に訪れてもらうための足がかりとして東京・表参道ネスパスを

会場に昨年に引き続き加茂市特産シティーセールスを開催いたします。 

東京にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

・開催日 平成２５年１０月３日(木)～６日（日） 

・場 所 表参道・新潟館ネスパス（東京都渋谷区神宮前 4-11-7） 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢・高畑）まで。 
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◆地元買物運動・第２回プレミアム商品券    (火)発売！ 
 ～１万円で１万 1 千円分のお買物ができる お得な商品券～ 
 
加茂市内の飲食店、食料品、衣料品など７３店舗（昨年度５２店舗）でご利用いただける「プ

レミアム商品券」を昨年度に引き続き発売します。詳細は９月中旬に市内全戸配布されるチラシ、

新聞折り込みチラシ等をご覧ください。 
   ・販売期間 １０月１日（火）～売り切れ次第終了 

・販売場所 加茂商工会議所、加茂市商店街（協）（仲町） 
加茂ショッピングセンターメリア１Ｆ特設会場（駅前） 

   ・購入上限 １人５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。 

 

 

◆日本商工会議所青年部 

第３３回北陸信越ブロック大会加茂大会 記念講演会 
 

当所青年部では、９月１３日(金)から１５日(日)、日本商工会議所青年部第３３回北陸信越ブ

ロック大会を開催します。 

 記念講演会では清水彩子氏(㈱Ｓｕｇａｒ／代表取締役)を講師に迎え「時流を掴み成功させる行動

力」と題し、ご講演いただきます。清水氏は２３歳で新潟にキャバクラドレスのブランドを立ち

上げ、２０１０年には「渋谷１０９」に期間限定ショップを出店。現在では年商４億円を突破し、

ＮＨＫ「東京カワイイＴＶ」やＴＢＳ系「王様のブランチ」など多くのメディアに紹介されてい

ます。 

  入場無料でどなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。 

   ・日 時／９月１４日(土)１６：００～１７：３０ 

   ・会 場／加茂文化会館大ホール  ・入場料／無料 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／明間）まで。 

 

◆会議所９月の主な行事予定 
 
１１日(水) 
 ・正副会頭会議           12:00～ 
１３日(金) 
・青年部北陸信越ブロック大会（～１５日） 

１４日(土) 
 ・青年部北陸信越ブロック大会記念講演会 
                   16:00～ 
１７日(火) 
 ・第 28 回越後加茂川夏祭り会計監査 10:30～ 
２１日(土) 
 ・日商ＰＣ検定            9:00～ 
 ・小京都を楽しむ会・あかりば 2013（１日目） 
                   15:00～ 

２２日(日) 
 ・小京都を楽しむ会・あかりば 2013（２日目）

12:00～ 
２４日(火) 
 ・経営･創業･税務･事業承継相談会   10:00～ 
 ・小規模企業振興委員会       12:00～ 
２５日（水） 
 ・法律・労務相談会         10:00～ 
 ・総務会計委員会          10:30～ 
２７日(金)  

・常議員会             12:00～ 
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～◎金融・創業・経営支援情報◎～ 
  
◆無担保・無保証・低金利・保証料ゼロ！ 
 

   

 

 

 

 

 
 

【補給対象者】金融機関等より金融円滑化法による貸付条件変更を受けた実績があり、当所に 

よる推薦を受けてマル経融資を実行した小規模事業者。 

【補給対象資金使途】運転資金  【補給対象期間】５年  【申請先】加茂商工会議所 

※申請にあたっては金融機関等による貸付条件の変更実績の証明書が必要 

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

 

◆無料専門家定例相談会のお知らせ 
～税理士・弁護士・社労士・中小企業診断士による相談会開催中～ 

 
経営/創業相談 

税務/事業承継相談 
９月２４日(火) 

法律相談・労務相談 ９月２５日(水) 

いずれも１０：００～ 

    １２：００まで 

 

※９月１７日(火)までにお申し込みください。(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。 
 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(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～ 

・健康診断→受診料一部補助  ・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 検診日時（会場は加茂市産業センターです） 

(一社)新潟県健康管理協会 

TEL025-283-3939 
９／１７(火)     ８：３０～１２：００ 

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

県制度融資/マル経融資(経営改善資金)0.2％利子補給します。 

・融資限度額 １,５００万円 
・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) 


