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◆小京都を楽しむ会・あかりば 2015 開催 
              ～ ご来場をお待ちしています ～ 
当所では「小京都を楽しむ会・あかりば 2015」を昨年度に引き続き(一社)加茂青年会議所と

共催で開催します。 

会場の穀町商店街ではあかりば宵の市、河井継之助の加茂軍議にちなんだ継之助汁の販売や、

毎年恒例のジャズライブなどを行います。昨年度好評だった「影絵」をテーマにした装飾もお

楽しみください。 

・日 時 ９月１９日（土）いずれも 

２０日（日） １５:００～２１:００   
【穀町商店街大通り】 
    ①あかりば宵の市 ②宵の市ジャズライブ ③大人の社交場スナック「灯り場」 
    ④Tech×Tech KAMO親子モノづくり教室   ⑤旨さガトリング級～継之助汁販売～ 
    ⑥ＪＲ駅からハイキング まち歩きツアー 

◆小京都はしご酒プロジェクト開催中 
    あかりば 2015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」は９月１日から開催中です。
あかりばコラボラーメン・ワンコインランチもございますので、ぜひお試しください。 

・日 時 ９月１日(月)～２０日(日)  

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

◆会議所９月の主な行事予定 

２日（水） 

・サービス部会視察研修会 

   （東京ギフトショー、川越方面～３日） 

４日（金） 

 ・商業・サービス部会正副部会長会議 12:00～ 

５日（土） 

・日商ＰＣ検定・電子会計実務検定  10:00～ 

８日（火） 

・日本政策金融公庫定例相談会    10:00～ 

９日（水） 

・信用保証協会定例相談会      10:00～ 

 ・正副会頭会議            12:00～ 

 ・丸経審査会            14:30～ 

１１日（金） 

・建設部会視察研修会（金沢方面～１２日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

１６日（水） 

 ・ＩＴリテラシー向上支援セミナー  13:30～ 

１９日（土）～２０日（日） 

 ・小京都を楽しむ会・あかりば 2015 

２４日（木） 

 ・夏祭り会計監査          14:00～ 

２５日（金） 

 ・労務／法律相談会         10:00～ 

２６日（土） 

 ・２級リテールマーケティング 

       （販売士）検定試験   13:30～ 

２８日（月） 

 ・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定例会    12:00～ 

２９日（火) 

 ・常議員会             12:00～ 

NO.286 号／H27.9.1 発行 

http://www.kamocci.or.jp/
mailto:info@kamocci.or.jp


 2 / 5 

 

いずれも１０：００～１２：００ 

◆第３０回越後加茂川夏祭り盛会裡に終了！ 
 ～ご協賛・ご協力いただき誠にありがとうございました～ 

今年も８月１４日（金）開催の第３０回越後加茂川夏祭りは、事故もなく盛会裡に終了するこ

とができました。市民の皆様、会員事業所の皆様より多大なご協賛、ご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。    

また、準備作業や当日の警備等ボランティア、翌日清掃にご協力いただいた皆様、大変ありが

とうございました。 

なお、今回、皆様からご頂戴しました協賛金は、次のとおりです。 

●会員協賛金＝７８５事業所   １２,２３４,３５０円 

●市民協賛金＝８,５５７世帯    ２,６４５,８５１円 

 

◆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   ９月 ８日（火） 

・新潟県信用保証協会相談会   ９月 ９日（水）  

・労務／法律相談会       ９月２５日（金）   

・経営・創業 

／税務・事業承継相談会  ９月２８日（月）             

※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)新潟県健康管理協会 

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

 

 
 

９月１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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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】 

◆実務に役立つワードチラシ作成・差し込み印刷講座のご案内 
   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９月１６日（水） 

       ①ワードで魅せるチラシ作成講座 １０：００～１２：００ 

       ②ワードで差し込み印刷講座   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。） 

  ・内 容 ①図形やイラストを使ってのチラシ作成 ②案内状や宛名ラベル差し込み印刷 

  ・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。 

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

 

◆中国の桐の専門家 常徳龍博士 来日特別講演会のご案内 
 主催：ワンアジア㈱ 後援：加茂箪笥（協） 

  ・日 時 平成２７年９月８日（火）１５：３０～１７：００ 

  ・場 所 加茂市産業センター３階研修室 ・参加費 無料 

  ・講 師 中国桐専門研究員 常 徳龍（じょう とくりゅう）博士 

  ・内 容 桐資材の現状とその利用の展望について 

  ・その他 講演会終了後、１８：００より交流会を膳亭西加茂店（寿町）会費４，０００円で 

予定しています。 

  ・申込み 直接、ワンアジア㈱までお申込みください。 

TEL:0256-53-9000 FAX:0256-47-7218 

 

 

◆「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 4 / 5 

 

 

◆日商簿記検定試験３級 受験対策講座 

    会計の知識や技能を身につけたい方にも おすすめです 
 

・日 時 平成２７年１０月６日（火）～１１月１２日（木）全１２回 

      毎週火曜日、木曜日の１９：００～２１：３０ 

・場 所 加茂商工会議所会議室  

・講 師 長谷川簿記教室 代表 長谷川政治 氏 

・受講料 １０,０００円(会員事業所の役員、従業員、その家族も含む)／非会員16,000円 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

 

◆消費税転嫁対策 税制対策セミナー 

節税･脱税紙一重!?中小企業経営者の正しい会計のご案内 
 

 ・日 時 平成２７年１０月１９日（月）１５：００～１６：３０ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 富永公認会計士・税理士事務所 所長 富 永 和 也 氏 

 ・参加料 会員１，０００円 非会員３，０００円 

 ・内 容 消費税率改正により増税になっている事業所も多く、各事業 

所の節税対策と正しい会計について、事例を交えて分かりや 

すく解説いたします。  

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

◆消費税転嫁対策②商業活性化セミナー 

心をつかむキャッチコピー 立ち止まらせるＰＯＰ作成講座 
  

・日 時 平成２７年１０月２３日（金）１３：３０～１６：００ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 エルベスプランナーズ 代表 矢吹ちおり 氏 

 ・参加料 会員２，５００円 非会員 ５，０００円  

※教材費込み（樹脂ボード、マジック） 

・内 容 ①ＰＯＰを使い、お客様の心に「伝わる言葉」で感情を刺激 

     ②販売トークで、お客様の心に「届くような伝え方」で感情を刺激 

     ③販売トークとＰＯＰを使い、お客様の「心を動かす言葉」で感情を刺激 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 
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◆消費税転嫁対策③経営力向上セミナーのご案内 

 人生が変わるアンガーマネジメント講座 
   

 

 

・日 時 平成２７年１１月６日（金）１３：３０～１５：３０ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 （社法）行政書士 こばやし事務所 所長 小 林 浩 志 氏 

 ・参加料 会員１，０００円 非会員３，０００円 

・内 容 ①怒ってはダメなのか？問題となる４つの怒り 

     ②クレーム対応に役立つ、怒りの本質を知っておく  

     ③怒りで失う明るい未来と周囲の信頼  

     ④心の器を大きくするには 

     ⑤相手に気持ち・考えを上手に伝える方法 他 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

◆消費税転嫁対策④マイナンバー制度対応セミナー 

 個人番号通知!!マイナンバー制度にどう対応するか 
 ・日 時 平成２７年１１月１８日（水）１３：３０～１５：３０ 

 ・場 所 加茂商工会議所会議室 

 ・講 師 牛島総合法律事務所 弁護士 薬師寺 怜（れい） 氏 

 ・参加料 会員１，０００円 非会員 ３，０００円  

・内 容 ①マイナンバー制度の概要 

②中小企業に必要な実務対策とは 

     ③情報管理面で留意すべき事項 他 

 ※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．「おもてなしギフトショップ」出店説明会  ２．日商簿記３級受験対策講座  

 

３．税制対策セミナー   ４．商業活性化セミナー  ５．経営力向上セミナー  

 

６．マイナンバーセミナー  

※切らずにこのまま FAXしてください 

アンガーマネジメントとは１９７０年代にアメリカで開発されたイライラや怒りの感情と

上手に付き合っていく心理技術です。 


