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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) 
 

 

◆今年は役員・議員の改選が行われます 
現在の役員・議員は１０月３１日をもって任期満了となります。 

～議員総数は会員数の減少により従来の８０名から７０名選出に～ 

当所の１、２、３号議員の任期が１０月３１日(月)で満了となることから、議員の選挙・選

任規約により順次手続きが行われます。 

【議員の種類と定数】 

  全国の商工会議所は、商工会議所法の定めるところにより運営され、商工会議所会員の代表

者として「議員」を選んでいます。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ていますが、当所の議員総数は会員数の減少に伴い、従

来の８０名から１０名減の７０名に変更しています。また、選出方法の違いにより１号議員、

２号議員、３号議員で構成されています。 

 

●１号議員(定数３６名)とは‥‥ 

  会員事業所の中から選挙によって選ばれる議員を「１号議員」といい、正会員は選挙権、被

選挙権を有します(地区外等の特別会員を除きます)。 

 ・会員事業所を代表する者は、本人が立候補または他の会員から推薦されることができます

(本人の承諾が必要です)。 

 ・この立候補、推薦数が議員定数の３６名を超える場合は、投票が行われます。 

 ・投票は、本年６月３０日現在における正会員の事業所で、会費１口(１,０００円)につき
１個の選挙権を有します。ただし、１会員の選挙権は最高２０個までとなっています。 

 
 正会員事業所(地区外等の特別会員を除く)の中から選ばれる１号議員の立候補または推薦

を８月２６日～９月２日の間、受け付けます。 

※1号議員立候補届・1 号議員候補者推薦届(本人の承諾が必要)は当所にあります。 

 

●２号議員(定数２４名)とは‥‥ 

会員事業所は、６部会のいずれかに所属します。その部会から選ばれた議員を「２号議員」

といい、いわば業種代表で、本年６月３０日現在における所属会員数に応じ、各部会において

選任されます。２号議員の選任方法は、各部会で定めることになり、９月１６日(金)までに６

部会の会議が開催され、各部会選出の２号議員が選任されます。また、部会長、副部会長、他

の部会役員の任期も本年１０月３１日(月)に満了となり各部会において選任します。 

 

●３号議員(定数１０名)とは‥‥ 

  １号、２号議員の決定後、両議員による議員協議会の選考委員をもって選考・選任します。

当所では比較的大手企業を３号議員に選出しています。 

 

※役員である会頭、副会頭(３名)、専務理事、監事(３名)、常議員(２３名)の選任は、上記議員

７０名で構成する「議員総会」において選任され、臨時議員総会は１０月２８日(金)に開催し

ます。 
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◆マル経融資のご案内 ～加茂市内制度融資一番の低利率～ 
 

 

 

 

 

 
  ○対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下 

            〃     製造業・建設業・その他：２０人以下 

  ○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) 設備資金：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、山本）まで。 

 

◆第４７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２８年１１月２３日（水）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２１日(月)～２２日(火)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。 

※所定の申請用紙に必要事項を記入・押印のうえ、９月２日(金)までに、当所窓口へ申請して

ください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／渡邉)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 ９日（火）   

○新潟県信用保証協会相談会  ８月１０日（水） 

○法律相談会         ８月２２日（月）  

○税務、事業承継相談会      〃 

○労務相談会         ８月２５日（木） 

○経営、創業相談会      ８月２６日（金）       

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

 

◆会議所８月の主な行事予定 
 

２日(火） 

・丸経審査会         12:00～ 

・夏祭り実行委員会 

最終連絡打合せ会議  15:00～ 

 ４日(木) 

 ・鉄工部会役員会       12:00～ 

 ５日(金) 

・正副会頭会議        12:00～ 

６日(土） 

 ・日商ＰＣ検定        10:30～        

 

 

１４日(日) 

 ・第３１回越後加茂川夏まつり 13:00～ 

１５日(月) 

 ・夏祭り美化翌日清掃      8:00～       

１８日(木） 

 ・労災防止指導会、製造業セミナー 

15:30～ 

２０日(土) 

 ・ＮＳＴ越後加茂川夏祭り放映 14:30～ 

 

 
 

 

 

 1.30％ 
車両入替、諸経費支払等々 柔軟に対応いたします 

・担保なし 

・保証人なし 

・保証料なし 

4

8/1現在(固定金利) 
 

※日程が合わない場合は再調整い

たしますのでご相談ください。 

１０：００～１２：００ 
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◆第３１回 越後加茂川夏祭り８/１４(日)実施 
○噴水花火（20:30点火）    ○２尺玉３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  ⑦16:15～17:45 加茂川コンサート 

  ②14:00～21:00 おいしんぼ広場    ⑧18:30～18:30 よさこいソーラン  

  ③14:30～16:00 ユンボキャッチャー  ⑨18:30～19:00 灯ろう流し 

  ④14:30～16:00 ワクワク車ｄｅアート ⑩19:25～20:15 大盆踊り大会 

  ⑤14:30～16:00 縁日広場       ⑪20:30～21:00 大花火大会 

⑥14:30～18:30 かつごう加茂川夏祭り    

※ＮＳＴ新潟総合テレビ「越後加茂川夏祭り２０１６」 

８月２０日（土）放映（14:30～15:00） 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）まで 

 

 

◆小京都を楽しむ会・あかりば２０１６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１７日(土)～18 日(日) 

※はしご酒プロジェクトは９月１日(木)～１７日(土) 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／大橋)まで。 

 

 

◆第９回加茂まちなかゼミナール参加事業所募集 
 お店を知ってもらうチャンスです 

何気ない普段の会話でも お客様は大満足！ 
・募集締切 ８月１９日（金）  
・開催期間 １０月１１日（火）～１１月１１日（金） 

※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。 

 

 

◆地元買物運動・第５回プレミアム商品券参加事業所募集 
  毎年大好評のプレミアム商品券を本年度も引き続き発行します。 

○募集期間 ８月２日（火）～８月２６日（金） 

○参 加 料 １店舗 ５,０００円（申込時に併せて納入ください） 

○販売価格 １１，０００円分の商品券を１０，０００円で販売 

   ○販売期間 １０月３日（月）～無くなり次第終了 

○利用期間 １０月３日（月）～１２月３１日（土） 

○参加資格 会員事業所であり売場面積 500㎡未満の事業所 

(本社を市内に持つ会員事業所は上記面積を超えても参加可能) 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／滝沢)まで。 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO7b1rSN_8YCFUqglAodD_4K4Q&url=http://bluedaisy.rdy.jp/bd/bdsozai/illust/summer_event/hanabi.html&ei=ESG4Va6PIMrA0gSP_KuIDg&bvm=bv.99028883,d.dGo&psig=AFQjCNHoR1DJruMzlJeQhcFrDJ9QDm3MRg&ust=1438216713028412
TEL:52-1740（担当／
TEL:52-1740(担当／
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◆労災防止指導会＆製造業セミナーのご案内          

労働災害は、人間の行動が一つの要因となって起きている場合が多く、企業存続を脅かす大き

な要因になりかねません。 

本指導会では管内の労働災害の発生状況、労働災害予防の留意点について説明します。 

また、第２部では加茂鉄工業（協）と当所が共同で取り組んでいるマイクロ水力発電機の海外

（ＪＩＣＡ中小企業海外展開支援事業）、国内事業展開の可能性について、技術指導をいただい

ている石川県立大学瀧本教授よりご講演いただきます。この機会にぜひ、ご参加ください。 

 ○日 時  平成２８年８月１８日（木）１５：３０～１７：００ 

 ○場 所  加茂商工会議所会議室 

 ○講 師  第 1 部 三条労働基準監督署 安全衛生課 担当官 

       第 2 部 石川県立大学 教授 瀧本裕士 様 

 ○内 容  (1)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 

       (2)マイクロ水力発電の海外、国内事業展開の可能性について 

 ○受講料  無 料 

○申込み  申込書に記入のうえ、８月１２日（金）までに当商工会議所（担当／明間 

TEL:52-1740、FAX:52-4100）へお申し込みください。 

 

◆人材確保セミナーのご案内   

「企業は人なり」という言葉どおり、どのような人材を確保できるかが企業の将来を左右しま

す。特に中小企業にとって中途採用は重要な課題で、採用した人材を即戦力として活かしていか

なければなりません。 

今回は、優れた人材を確保するための採用に外せないポイントや、折角採用したけれども入社

後の勤務状況により発生しがちな困った事例と、その対処法など分かりやすく解説いたします。 

経営者・人事担当の方にお勧めのセミナーです。この機会に奮ってご参加ください。 

○日 時  平成２８年９月６日（火）１３：３０～１５：３０ 

○場 所  加茂商工会議所会議室 

○講 師  社会保険労務士法人 こじま事務所 所長 小 島 正 晴 氏 

○内 容  (1)定着しやすい職場環境とは？  

   (2)採用でミスを犯しやすいポイント 

      (3)若年層、中年層、シニア層の採用のポイント 

      (4)入社後のフォローアップ、トラブル防止ポイント 他 

○受講料  会員１，０００円 非会員３，０００円 

○定 員  ２０名 

○申込み  申込書に記入のうえ、９月１日（木）までに事務局（担当／山本 TEL:52-1740、 

FAX:52-4100）へお申し込みください。 

 

◆オリエンタルカーペット㈱、㈱朝日相扶製作所、 

㈱天童木工視察研修会のご案内 
木工家具の産地であり、伝統産業を生かしたブランド作りを推進している山形県山形市地域

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２８年９月１５日（木）～１６日（金）１泊２日 ※8:50産業センター集合 

○視察先 オリエンタルカーペット㈱、㈱朝日相扶製作所、㈱天童木工 

○定 員 １５名 

○参加費 ２０，０００円（交通費、宿泊代等、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／渡邉)まで。 

 

TEL:52-1740(担当／
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◆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 

 

◆商工会議所通常業務休業のお知らせ 
８月１５日(月)から１７日(水)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。 

 

 

 
 

 
 
 

 

上記、まちゼミ、プレミアム商品券、セミナー、視察研修会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)  

 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、加茂市産業センターです） 

(一社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL:025-370-1960 

８／５（金）（午前の部）  ８：３０～１１：３０ 

      （午後の部） １３：００～１５：００ 

（一社）新潟県健康管理協会 

TEL:025-283-3939 
９／２３（金）(午前の部のみ) ８：３０～１１：３０ 

事業所名  参加者名 
 

住  所  電話番号 
 

 

【参加されるものに○をつけてください】 

 

 １．第９回加茂まちなかゼミナール 

 

 ２．第５回プレミアム商品券 

 

 ３．労災防止指導会＆製造業セミナー 

 

 ４．人材確保セミナー 

 

 ５．オリエンタルカーペット㈱、㈱朝日相扶製作所、㈱天童木工視察研修会 

 

 ※永年勤続商工従業員表彰申請は、所定の申請用紙に必要事項をご記入・押印のうえ、 

９月２日(金)までに当所窓口へ申請ください。ＦＡＸによる受付はできません。 

 

事業所名や住所、電話番号等の変更がありましたらお知らせください。 

※切らずにこのまま FAXしてください 

『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） 
 


