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◆第３９回新年会員事業所の集い１月８日(木)開催 
   １．時 間：１６：３０～（従来１５：００開会ですが、今回は１６：３０～となります。） 

         第１部 年賀式／年頭挨拶・来賓紹介・来賓祝辞 16:30～17:00（30分） 

         第２部 懇親パーティー 17:15～19:10（115分） 

              ・アトラクション（ジャズライブ） 

  ２．場 所：加茂市産業センターホール 

３．会 費：４,０００円 
  ※１１月中旬以降、正式なご案内をいたします。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

 

◆経営計画作成支援セミナーのご案内 やるなら今!！ 

  ５年後儲かっている会社の 仕組みづくり講座 

              ～成功への道、伝授します～ 
  

[スケジュール] 

   ◎成功への道① 経営者の熱い思いが成否を決める 

     日時：１１月１０日（月）18:30～21:30 

     内容：会社の方向を示すプランの構築、経営戦略の発想 

   ◎成功への道② 「思い込み」を捨てる覚悟と発想の転換 

     日時：１１月１７日（月）18:30～21:30 

     内容：５年後、儲かっている会社の戦略マップづくり 

 ◎成功への道③ 個別相談会 経営計画を実行に移す態勢を整える 

   日時：１１月２７日（木）・２８日（金）18:30～21:30 

   内容：経営計画に関する個別相談（いずれか１日１時間程度、希望者のみ） 

[講師]中小企業診断士 原 一義 氏 小松俊樹 氏 

[会場]加茂商工会議所会議室 [受講料]無料 [定員]２０名 
 

[経営計画作成支援セミナー参加申込書] 

 

事業所名：               参加者名：                 
 

 

Ｔ Ｅ Ｌ：                              Ｆ Ａ Ｘ：                  

NO.271 号／H26.11.4発行 

●意欲的な経営者 

●若手経営者・後継者 

●創業後１～５年の経営者 

●意欲的な青年部員 

 

http://www.kamocci.or.jp/
mailto:info@kamocci.or.jp
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◆女性会創立３０周年記念 公開講演会開催のご案内 

 １．日 時  平成２６年１１月７日（金）１６:００～１７:３０ 
２．場 所  加茂市産業センター３階講習室 

３．講 師  ことのは語り／木村まさ子氏 

４．演 題  自分をほめる言葉の力 

５．参加費  無料（どなたでも参加できます） 

※詳しくは、当商工会議所TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

◆商業活性化セミナー 

 お客様を魅きつける簡単手作りラッピング講座 
         ～ギフト包装から店舗演出まで幅広く活用～ 

１．日  時  平成２６年１１月１９日（水）１３:３０～１６:３０ 

２．場  所  加茂商工会議所会議室 

３．講 師   ㈲ナガイ工房 社長 永井久美子 氏 

４．参 加 費  会 員／２,０００円 非会員／５,０００円   

  (教材費込)  包装紙、リボン、箱等は当所で用意します。              

５．持 ち 物  ハサミ、カッター、ホチキス、筆記用具、各事業所の商品（包みたい物） 

 ６．定  員  ２０名 

※詳しくは、当商工会議所TEL:52-1740（担当／山本、滝沢）まで。 

 

 

 

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し込みください。 

【参加申込書】        （FAX：52-4100） 

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．女性会公開講演会     ２．商業活性化セミナー  
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◆マル経融資のご案内 

◎融資限度額 ２,０００万円  

◎返済期間  運転資金７年(据置１年以内) 設備１０年(据置２年以内) 
※貸付金額が１,５００万円を超える場合は事業計画書の提出が必要です。 

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

 

◆無料定例相談会のご案内 ～秘密厳守/完全予約制～          
・新潟県信用保証協会相談会  １１月１２日（水）        

・法律／税務、事業承継相談会 １１月１７日（月）  １０:００～１２:００ 

・労務相談          １１月１９日（水）   

・経営、創業相談       １１月２８日（金）  １５:００～１７:００ 

 ※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。 

◆その日のうちに即決！１日公庫相談会のご案内 
  ㈱日本政策金融公庫による出張金融相談会を下記のとおり開催します。ぜひご利用ください。 

  ・日 時 １１月１１日（火）１０：００～１５：００まで 

※完全予約制ですので事前にお申し込みください。 

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

 

◆小規模企業共済のご案内～経営者のための退職金積立制度～   
［加入資格］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。 

      ７万円×１２カ月分を年払い手続きした場合、８４万円が全額所得控除 

［メリット］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。経営状況に応じて増減額可能。年払い可能。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／山本）まで。 

 

◆青色決算説明会のお知らせ 申し込み不要です。 
 １．日 時  １２月１５日（月）１０:００～１２:００、１３:３０～１５:３０ 

 ２．場 所  燕三条地場産センター メッセピア４階 大会議室（三条市須頃 1-17） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

 

 
 

 

１.４５％ ⇒ 

 

 

 

 

1.35％ 
年末資金、車両入替、諸経費支払等々 柔軟に対応 

無担保・無保証人・保証料なし 



 4 / 4 

 

◆労働保険事務組合のご案内 
 ～労働保険に入っていない経営者に人を雇う資格はありません～ 
 労働者（アルバイト含む）を１人でも雇っている事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）

に加入しなければなりません。 

まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主は当商工会議所までご相談ください。 

労働保険の成立手続き等、事業主に代わって当所労働保険事務組合が代行いたします。 

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

◆泉田新潟県知事とのタウンミーティング開催のお知らせ 
 １．日 時  平成２６年１１月６日（木）１４:４５～１６:４５（開場／１４:１５） 

 ２．場 所  加茂市産業センターホール 

 ３．参加料  無料  ※申し込み不要     

４．テーマ  地域の魅力を創造する～食と農によるまちおこし～ 

５．主 催  新潟県 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／高畑）まで。 
 

◆会議所１１月の主な行事予定 

 

実 施 機 関       健 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 
１２／３（水） (午前の部のみ) ８:３０～１１:３０ 

５日（水） 

・正副会頭会議              12:00～ 

７日（金） 

 ・女性会創立 30周年記念公開講演会  16:00～ 

１０日（月） 

 ・経営計画作成支援セミナー(第 1講) 18:30～ 

１１日（火） 

  ・日本政策金融公庫一日相談会    10:00～ 

１２日（水） 

  ・信用保証協会定例相談会       10:00～ 

１４日（金） 

  ・歴史散策バスツアー(1回目)     9:00～ 

１５日（土） 

  ・日商ＰＣ検定            9:00～        

１６日（日） 

  ・工業部会／フィリピン経済視察(～20日) 

・第 138回簿記検定試験         9:00～ 

１７日（月） 

  ・法律／税務・事業承継相談会     10:00～ 

  ・経営計画作成支援セミナー(第 2講)  18:30～ 

１９日（水） 

  ・労務相談会             10:00～ 

・商業活性化セミナー         13:30～ 

２２日会（土） 

  ・歴史散策バスツアー(2回目)     9:00～ 

２３日（日） 

・福祉住環境コーディネーター検定  10:00～ 

２６日（水） 

  ・常議員会 

             12:00～ 

２７日（木） 

  ・経営計画作成支援セミナー 

個別相談会(1日目)    18:30～ 

２８日（金） 

  ・４委員会合同視察会(～20日) 

    ・経営・創業相談会         15:00～ 

・経営計画作成支援セミナー 

            個別相談会(2日目)     18:30～ 

３０日（日） 

  ・カラーコーディネーター検定    10:00～ 

 


