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加茂市幸町2-2-4 TEL：0256-52-1740 ＦＡＸ：0256-52-4100  

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ E-mail info@kamocci.or.jp(代表) 
 

～◎会議所の動き◎～ 

加茂商工会議所議員６７名決まる 

～任期満了により選任・選出～ 
当商工会議所の役員・議員の３年間の任期がこの１０月３１日に満了となり、定款及び選挙・

選任規約に基づき手続きを進め、議員６７名が決定しました。１号議員３２名については、前回

９月号会員情報にてお知らせしましたが、今回は２号議員・３号議員をご報告します。 

役員（会頭、副会頭、専務理事、監事、常議員）については、１０月２９日（火）開催の臨時

議員総会において選任されます。 

【議員の種類】 

議員数は商工会議所の規模、会員数によって国の認可を受け、その商工会議所の定款で決めら

れ、選出方法の違いにより１号議員（会員の中から選挙によって選任）、２号議員（各部会から

選出）、３号議員（１号、２号議員による議員協議会にて選出）で構成されています。 

２号議員 ６部会から２３名選出 
「２号議員」は各部会の所属会員数に応じて選任され、いわば業種代表となりますが、

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

国の通達に基づき議員定数の見直しを行った結果、５名欠員となりました。 
 （敬称略・順不同／＊印は新任） 

氏 名 事業所名・役職 氏 名 事業所名・役職 

商業部会（５名） 工業部会（２名） 

関  英男 ㈱浜屋／社長     遠藤 雅丈 ㈱藤田製作所／取締役 

田辺 哲夫 ㈲タナベ／社長 ＊鶴巻恵一郎 ㈱ツルマキ工業／社長   

田邊 良夫 ㈱田邊久平商店／社長 建設部会（５名） 

永井 賢一 (資)中越商電社／社長 小柳 順二 中越大栄工業㈱／社長 

広野 豊作 ひろの呉服店／店主 小柳 正徹 ㈱葵設備工業／社長 

サービス部会（４名） 栢森 茂昌 ㈱アオミ電気商会／社長 

木戸 信輔 ㈲ニック加茂／社長 長谷川一良 長谷川工務店／代表 

酒井 藤男 ㈲天神屋会館／社長    山内  実 ㈱山内組／社長 

山川 裕士 山川石油㈱／社長 諸業部会（５名） 

渡辺 久二 ㈲村将軍／社長 王  裕晋 日中ビジネス㈱／社長 

木工木材部会（２名） 坂井 一成 加茂タクシー㈲／社長    

桑原 良策 ㈱桑原建具工業／会長 塩野健二郎 ㈱関越／相談役 

田辺  攻 ㈲田辺木工所／社長 藤本 準一 藤本準一税理士事務所／所長 
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３号議員 １２名を議員協議会にて選出 
「３号議員」は１、２号議員で構成される協議会にて選出されますが、文書による議員協議会

を開催し、下記のとおり選出されました。         （敬称略・順不同／すべて再任） 

 

 

６部会の部会役員を選任 
部会役員についても１０月３１日に任期満了となり、各部会全体協議会において６部会の役員

が選任されました。なお、紙面の都合上、正副部会長を掲載します。 

          （敬称略・順不同／＊印は新任） 

部 会 
【部 会 長】 

氏名・事業所名・役職 

【副 部 会 長】 
氏名・事業所名・役職 

田邊 良夫（㈱田邊久平商店／社長） 
商業部会 

田辺 敏夫 

(㈱田辺喜平商店／社長) 永井 賢一（(資)中越商電社／社長） 

山川 裕士（山川石油㈱／社長) 

佐藤 敏夫（㈱鴨川／社長) サービス部会 
木戸 信輔 

（㈲ニック加茂／社長） 
更科  勲（理容さらしな／店主） 

 茂野 克司（㈲茂野タンス店／社長） 
木工木材部会 

＊田辺  攻 

（㈲田辺木工所／社長）    ＊志田 隆夫（㈲志田工芸／社長） 

鶴巻恵一郎（㈱ツルマキ工業／社長） 
工業部会 

有本 照一 

（㈱有本電器製作所／社長） ＊牛膓  誠（㈱下条製作所／社長） 

長谷川一良（長谷川工務店／代表） 

小柳 正徹（㈱葵設備工業／社長） 建設部会 
小柳直太郎 

  （小柳建設㈱／社長） 
堀内  堅（㈱堀内組／社長） 

三浦 伸一（㈲三浦薬局／社長） 

王  裕晋（日中ビジネス㈱／社長） 諸業部会 
西村 一博 

（西村税理士事務所／所長）
＊小皆 芳夫（三条信用金庫加茂支店/支店長） 

 
 
 

 

氏 名 事業所名・役職 氏 名 事業所名・役職 

阿部 一郎 阿部精麦㈱／社長 佐藤 愼樹 中越運送㈱新潟支社三条地区／部長 

阿部 貴行 加茂信用金庫／理事長 島田 久巳 アクサ生命保険㈱新潟支社加茂分室／支社長

太田   明 新潟紙器工業㈱／社長 中野由起子 ㈱第四銀行加茂支店／支店長 

小柳直太郎 小柳建設㈱／社長     中林 功一 ㈱山忠／社長 

桐生 淳一 ㈱大光銀行加茂支店／支店長 山崎  厚 ㈱北越銀行加茂支店／支店長 

桑原 良夫 東芝ホームテクノ㈱／取締役 吉田   廣 吉田家具工業㈱／社長 
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◆地元買物運動・第２回プレミアム商品券販売開始 
    １万円で１万１千円のお食事やお買物ができるお得な商品券! 
  ・販売期間 １０月 1日（火）～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（仲町 1-34） 

        加茂ショッピングセンターメリア（駅前 2-1） 

  ・購入上限 １人５セット（５５，０００円分）まで 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本） 

※販売時間、取扱店については当所ＨＰ（http://www.kamocci.or.jp/）をご覧ください。 

◆第３回加茂まちなかゼミナール  

１０月８日（火）～１１月１５日（金）まで開催！全２５講座 
１０月４日（金）～受付開始 お申し込みは直接参加店へ 
お店の技やノウハウ、日常で役に立つコツなどを教えてもらえる「まちゼミ」を開催します。 
どなたでも参加できますので、お気軽に参加店へお電話ください。 
※まちゼミチラシは１０月４日（金）に新聞折り込みされます。  

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）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、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昨年度に引き続き東京・表参道ネスパスを会場

に加茂市特産シティーセールスを開催いたします。 

・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)まで。 
 

◆新潟国際ビジネスメッセ 2013 に初出展します 
当所木工木材部会は１０月２４日(木)、２５日(金)の２日間、「木工のまち加茂」をＰＲす

るために新潟市産業振興センターで開催される県内最大級の商談型産業見本市「新潟国際ビジ

ネスメッセ２０１３」に初出展します。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740(担当／明間)まで。 
 

◆長岡城奪還・歴史散策バスツアーのご案内 
  北越戊辰戦争で加茂から長岡城奪還を目指した河井継之助（長岡藩家老上席）所縁の史跡ル

ートをバスで巡ります。 

  ・日  時 平成２５年１１月１９日（火）、２４日(日) 2 回開催 

両日ともに１０：００～ ※加茂商工会議所１５：３０頃解散 

  ・集合場所 市川邸跡地（本町 2-1／北越銀行加茂支店前） 

・コ ー ス 市川邸跡地～御台場の戦い跡地～大黒戊辰古戦場跡地～八丁沖古戦場パーク～継之助 

左膝被弾の地～栄涼寺（河井継之助墓地）～河井継之助邸跡（現在の河井継之助記念館）

～ＪＲ長岡駅大手口（長岡城本丸跡の碑）～誓願寺（従僕木川松蔵墓地）～長岡ＩＣ～

三条燕ＩＣ～加茂商工会議所 

  ・参 加 費 １，０００円（昼食、資料代／当日ご持参ください） 

  ・定  員 両日ともに３０名（どちらか１日のみの参加となります。） 

・申し込み １１月１２日(火)までに加茂商工会議所へお申し込みください。 

※定員に達し次第締め切ります。 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／羽下、高畑） 

市内 73 店舗で

ご利用できます
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◆第３８回新年会員事業所の集い１月１１日（土）開催 
 ～新春講演会講師は同志社大学大学院ビジネス研究科教授 

エコノミスト 浜 矩子（のりこ）氏～ 
賀詞交換と会員相互の交流を目的に毎年開催の「新年会員事業所の集い」を、平成２６年 1

月１１日（土）午後３時から加茂市産業センターホールで開催します。 

 後日、正式なご案内をさせていただきますので、お誘いあわせのうえ多数ご参加ください。 

※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・あかりば 2013 ご来場ありがとうございました 
去る９月２１日（土）～２２日（日）に開催したイベント「小京都を楽しむ会・あかりば２

０１３（主催：（一社）加茂青年会議所、共催：加茂市、加茂商工会議所）」には、大勢のご来

場をいただきありがとうございました。市内はもとより市外からもたくさんの来場があり、加

茂の魅力を知ってもらう良い機会となりました。今後も「小京都加茂」の魅力を発信してまい

ります。 

 

◆無担保・無保証人・低金利・保証料ゼロ 

マル経融資制度  
貸付金利 1.75％→1.65％(１０月 1 日現在) 
・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） 

 

 

【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～ 

法律相談          １０月２１日(月) 

税務/事業承継相談 １０月２１日(月) 
経営/創業相談   １０月２３日(水) 
労務相談      １０月２５日(金) 
※１０月１５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。 

～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  １０月８日（火）  

・新潟県信用保証協会相談会 １０月９日（水）   

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）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。

いずれも１０:００～１２:００まで

いずれも１０:００～１２:００まで
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◆経営安定セミナーのご案内 
  中小企業だからこそ勝てる！ 

逆転勝利の法則で利益３倍…１０倍を目指せ!  
～不況のせいにしない！ 「小さい」「弱い」からこそ勝てる戦略がある～ 

・日 時 平成２５年１１月１２日（火）１３：３０～１５：３０ 

  ・場 所 加茂商工会議所会議室  ・受講料 会員：１,０００円／非会員：３,０００円 

・講 師 ランチェスターマネジメント㈱ 社長 河辺よしろう 氏 

・内 容 ①「売れない」ではなく「買わない」の法則 

       ②売れる市場は「脳みその中」にある 

      ③「小さい」「弱い」からこそ勝てる戦略がある 

       ④ありふれた商売を金のなる木に変える経営 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／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。 

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

  

◆会議所１０月の主な行事予定 
１日(火) 

 ・プレミアム商品券販売開始     9:00～ 
・まちづくり委員会        12:00～ 
２日(水) 
・２級販売士検定          9:30～ 
３日(木) 
・加茂市特産シティセールス出展(～6日) 
(於：表参道・新潟館ネスパス) 

７日(月) 
 ・正副会頭会議          12:00～ 
 ・イベント活性化委員会      16:00～ 
 ８日(火) 
 ・第３回まちなかゼミナール開催(～11 月 15 日) 
 ・日本政策金融公庫相談会     10:00～ 
 ・簿記検定３級対策講座(第 1講)  19:00～  
９日(水) 

 ・信用保証協会相談会        10:00～ 
１１日(金) 
 ・駅からハイキング         8:40～ 
 ・簿記検定３級対策講座(第 2講)  19:00～ 
１５日(火) 
 ・総務会計委員会         11:00～ 
 ・簿記検定３級対策講座(第 3講)  19:00～ 

１６日(水) 
 ・常議員会            12:00～ 
１８日(金) 
・簿記検定３級対策講座(第 4講)  19:00～ 

２１日(月) 
・法律・税務・事業承継相談会    10:00～ 

２２日(火) 
・簿記検定３級対策講座(第 5講)  19:00～ 

２３日(水) 
 ・経営相談会           10:00～ 
・県内商工会議所女性会合同研修会 15:30～ 

２４日(木) 
 ・新潟国際ビジネスメッセ 2013(～25 日) 
  (於：新潟市産業振興センター) 
２５日(木) 
・労務相談会           10:00～ 
・木工ブランド事業打ち合わせ   13:00～ 
・簿記検定３級対策講座(第 6講)  19:00～ 

２９日(火) 
・臨時議員総会           16:30～ 

３０日(水) 

・簿記検定３級対策講座(第 7講)  19:00～ 

 
 

実 施 機 関       健 診 日 時（会場：加茂市産業センター） 

(一社)新潟県健康管理協会 

TEL025-283-3939 
１０／２８（月）   ８：３０～１２：００ 

(社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL025-370-1960 

１１／ １（金）  ８：３０～１１：３０ 

         １３：００～１５：００ 


