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◆第３０回 越後加茂川夏祭り８/１４(金)実施 
・噴水花火（20:30 点火） 

・祝３０回スペシャルスターマイン（20:45 点火） 

・２尺玉５連発（20:57 点火） 

 ・２ｋｍ大ナイアガラ（21:00点火） 
  【イベントスケジュール】 

    ①13:00～14:30 ウキウキ桃釣り大会  ⑧18:30～19:00 灯ろう流し 

    ②14:00～21:00 おいしんぼ広場    ⑨19:10～19:20 開会セレモニー 

    ③14:00～18:30 かつごう加茂川夏祭り ⑩19:25～20:15 大盆踊り大会 

    ④14:30～16:00 ユンボキャッチャー  ⑪20:20～20:30 WHITE PEACE Project 

    ⑤15:00～16:00 キッズダンス             平和への願い「白菊」打上 

    ⑥16:15～17:45 加茂川コンサート   ⑫20:30～21:00 大花火大会 

    ⑦18:00～18:30 よさこいソーラン 

    ※ＮＳＴ新潟総合テレビ「越後加茂川夏祭り２０１５」 

      平成２７年８月２２日（土）放映（１４：３０～１５：００） 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで 

 

◆小京都を楽しむ会・あかりば２０１５開催 
本年度も穀町商店街を会場に「あかりば宵の市」を開催します。飲食、物販、恒例のジャズ

ライブ等、楽しいイベントが盛りだくさんです。 

また、毎年好評の市内飲食店が限定メニューを提供する食べ飲み歩きイベント「小京都はし

ご酒プロジェクト」も開催します。参加店、詳細等は後日チラシでご案内いたします。 

・開催日 ９月１９日(土)～２０日(日) 
※はしご酒プロジェクトは９月１日(火)～２０日(日) 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／佐藤)まで。 

 

◆第７回加茂まちなかゼミナール参加店募集 
～加茂市内の全会員事業所が自店で開催できます～ 

 ・募集締切 平成２７年８月１９日（水） 

・開催期間 平成２７年１０月８日（木）～１１月８日（日） 

※期間中１回のみの開催でも構いません。参加店の都合に合わせ

て開催日を設定できます。 
 ・参 加 料 １講座 ５,０００円（チラシ掲載料他） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／滝沢)まで。 
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いずれも１０：００～１２：００ 

◆第４６回永年勤続商工従業員表彰申請受け付け中(無料) 
・表彰該当者  

勤続年数が１０年、２０年、３０年、３５年、４０年、４５年、５０年に達する従業員で、

他の模範として認められる者。算定基準日は平成２７年１１月２３日（月）となります。 

※法人役員並びに個人事業所の家族従業員は対象となりません。 

・表彰状の交付   

表彰状は１１月１９日(木)～２０日(金)に交付します。表彰式は行いませんので各事業所

において伝達授与ください。また記念品は、各事業所にて適宜ご用意ください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／渡邉)まで。 

 

◆マル経融資の大事なご案内です  

加茂市内制度融資一番の低利率 
 

 

 

 

4 

 

 

 

◎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) 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、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～          
・日本政策金融公庫相談会   ８月１１日（火） 

・新潟県信用保証協会相談会   ８月１９日（水）  

・経営・創業／法律 

税務、事業承継相談会  ８月２４日（月）   

・労務相談会          ８月２５日（火）             

※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／大橋、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。 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場／加茂市産業センター） 

(一社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL025-370-1960 

８／１１（火） (午前の部)   ８：３０～１１：３０ 

 (午後の部)  １３：００～１５：３０ 

(一社)新潟県健康管理協会 

TEL025-283-3939 
９／２５（金）（午前の部のみ） ８：３０～１１：３０ 

 

 
 

８月３日現在 

 

(固定金利) 
 

1.25％ 
車両入替、諸経費支払等々 柔軟に対応 

担保なし・保証人なし・保証料なし 
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◆第８０回東京インターナショナル・ギフトショー 

視察研修会のご案内 
世界各国から様々なジャンルの新製品が集まる日本最大の見本市「第８０回東京インターナシ

ョナル・ギフトショー」並びに蔵づくりの街並みで有名な川越の視察研修会を下記のとおり企画

いたしました。ぜひ、ご参加ください。 

・日 時 平成２７年９月２日（水）～３日（木）１泊２日 ※8:50産業センター集合 

・視察先 蔵の街・川越市内、東京ビッグサイト 

・定 員 １０名 

・参加費 １９，８００円（交通費、宿泊、夕食代／他に会議所より補助あり） 

       ※夕食時の飲料代、２日目の昼食代は各自精算となります。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／明間)まで。 
 

◆国指定史跡鳥越城並びに越中おわら風の盆八尾町 

                 視察研修会のご案内 
 建設部会では平成２７年度事業計画である加茂山城復元をテーマにした調査・研究と景

観保存を活かした町づくりについて下記のとおり視察研修会を企画いたしました。  

ぜひ、ご参加ください（他部会の方でも参加できます）。 

・日 時 平成２７年９月１１日（金）～１２日（土）１泊２日 ※7:50産業センター集合 

・視察先 富山市八尾山田商工会（富山県富山市）、国指定史跡鳥越城（石川県白山市） 

・定 員 １５名  

・参加費 １９，８００円（交通費、宿泊、夕食代／他に会議所より補助あり） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／佐藤)まで。 
 

◆カンボジア国マイクロ水力発電視察のご案内 
工業部会ではマイクロ水力発電機の海外市場調査、実証実験に係る視察研修を下記のとおり企

画いたしました。 

ぜひ、ご参加ください（他部会の方でも参加できます）。 

・日 時  平成２７年１０月３１日（土）～１１月５日(木)６日間 
・視察先 カンボジア国・プノンペン市、シェムリアップ市 
・定 員  約１０人 ・参加費 １人約２７万円程度 (後日清算払い) 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／佐藤)まで。 

 
 

上記視察に参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。 
                             （FAX:52-4100）         

事業所名  

Ｔ Ｅ Ｌ  参加者名  

Ｆ Ａ Ｘ  参加者名  

【参加希望のものに○印をつけてください】 

１．東京ギフトショー視察  ２．国指定史跡鳥越城並びに越中おわら風の盆八尾町視察 

 
３．カンボジア国マイクロ水力発電視察 
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事業者 

生産者 

加茂商工会議所 

申込 商品登録 

横須賀商工会議所 

(おもてなしギフトショップ) 

販売 

購入 受注・代金支払 

ネット上のお客様 

 

商品発送 

【ネットショップの仕組み】 

 

◆労災防止指導会＆製造業セミナーのご案内 
・日 時／平成２７年８月２１日（金）１４：３０～１７：００ 

 ・場 所／加茂商工会議所 会議室 

 ・参加料／無料 

 ・内 容／第１部 テーマ：労働行政施策並びに労働災害の現状と予防の留意点について 

講 師：三条労働基準監督署 安全衛生課 担当官 

            第２部 テーマ：町工場の挑戦 

～企業間連携と江戸っ子１号がもたらした社内変革～ 

          講 師：㈱浜野製作所 代表取締役 浜野慶一 氏 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤）まで。 

 

◆「おもてなしギフトショップ」出店説明会のご案内 
  ～Ｙａｈｏｏショッピングで簡単にギフト販売ができます。 

「おもてなしギフトショップ」とは全国の商工会議所が連携、運営するインターネットショ

ップです。今回はショップの概要、出店方法についてご紹介します。ネット通販に興味のある

方はぜひ、ご参加ください。 

 ・日 時／平成２７年９月１６日（水）１３：３０～１５：３０  

 ・場 所／加茂商工会議所会議室 

 ・講 師／ヤフー㈱ 社長室 社会貢献部 ビジネスコンサルタント 小澤富士男 氏 

 ・参加料／無料 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記セミナーに参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。 

                                （FAX：52-4100） 

事業所名  参加者名 
 

住  所  電話番号 
 

 
【参加希望のものに○印をつけてください】 
 

１．労災防止＆製造業セミナー   ２．「おもてなしギフトショップ」出店説明会  

※切らずにこのまま FAXしてください 
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◆実務に役立つエクセル実践・ビジネス活用講座のご案内 
   主催：㈱スタッフエースビジネススクール 後援：加茂商工会議所 

 ・日 時 平成２７年８月２６日（水） 

       ①エクセル実践講座     １０：００～１２：００ 

       ②エクセルビジネス活用講座 １３：１５～１５：１５ 
  ・場 所 加茂商工会議所研修室 

  ・受講料 各講座３，０００円（テキスト代込み 当日持参ください。） 

  ・講 師 スタッフエースビジネススクール インストラクター 

  ・内 容 ①ビジネスで使う関数での請求書等の作成 ②エクセル裏技・グラフ作成など 

  ・申込み 直接、スタッフエースビジネススクールまでお申込みください。 

   問合せ TEL:0120-835417 FAX:0256-35-2178 
 

◆インバウンドセミナーのご案内      
  主催：新潟県三条地域振興局 後援：加茂商工会議所 

  ・日 時 平成２７年８月２８日（金）１４：００～１６：００ 

  ・場 所 燕三条地場産業振興センター リサーチコア６階研修室②（三条市須頃 1-17） 

  ・内 容 ①外国人旅行者の現状 ②外国人旅行者向け消費税免税制度の概要 他 

  ・申込み 直接、新潟県三条振興局 企画振興部地域振興課までお申込みください。 

   問合せ TEL:0256-36-2204 FAX:0256-32-5882 
 

◆商工会議所通常業務休業のお知らせ 
８月１４日(金)から１７日(月)まで通常業務を休業させていただきますので、よろしくお願

い申し上げます。当所自動車共済にご加入の方で万一事故が発生した場合は、共済本部の事故

処理センターが２４時間体制で受け付けていますのでご連絡ください。 

 

 

 
 

 
 

◆会議所８月の主な行事予定 
５日（水） 

  ・正副会頭会議            12:00～ 

１１日（火） 

  ・日本政策金融公庫定例相談会    10:00～ 

１４日（金） 

  ・第３０回越後加茂川夏祭り     13:00～

１５日（土） 

  ・夏祭り美化翌朝清掃        8:00～

１９日（水） 

・信用保証協会定例相談会      10:00～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

２１日（金）労災防止指導会＆ 

          製造業セミナー  14:30～ 

２２日（土） 

・第３０回越後加茂川夏祭り 

     ＮＳＴ・ＴＶ放映       14:30～ 

２４日（月） 

 ・経営・創業／法律 

税務、事業承継相談会    10:00～ 

２５日（火） 

 ・労務相談会            10:00～ 

２７日（木） 

 ・夏祭りスタッフ慰労会       18:30～ 

 

『関東自動車共済（協）本部事故処理センター』 

  ＴＥＬ： ０１２０－８９－８８１９（フリーダイヤル） 
 


