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◆会員事業所地区別懇談会開催のご案内  
～非会員の方でもご参加いただけます 

お知り合いの事業所をお誘いください～ 
    

 

 
 

 

※ご都合の良い日程にご参加ください。両日のご出席も可能です。 

   会費：２,０００円(他は会議所より補助。当日ご持参ください) 

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

◆「越後戊辰戦争と加茂軍議」出版記念解説講座 

          河井継之助 と 加茂 
   

昨年９月に出版した「越後戊辰戦争と加茂軍議」の内容を、著者である河井継之助記念 
館の稲川明雄館長から５回シリーズで分かりやすく解説していただきます。  
 

１．日時とテーマ                ※いずれも午後２時～３時４０分 

      第一講：「加茂軍議・前夜～戦争は薩摩・長州の軍事クーデター～」・・２/ ４(土)  

      第二講：「加茂軍議・一日目～各藩の思惑、駆け引き～」・・・・・・２/２５(土) 

      第三講：「加茂軍議・二日目～長岡城奪還・進軍手配～」・・・・・・３/ ４(土) 

      第四講：「戦争に自主参加した加茂の人達～その結末～」・・・・・・３/２６(日) 

      第五講：「米沢藩士 雲井龍雄の討薩ノ檄と長岡城奪還」・・・・・・４/ １(土) 

   ２．場 所  加茂商工会議所会議室 

   ３．受講料  無料 ※但し、テキストとして「越後戊辰戦争と加茂軍議」の本を使用い

たしますので、お持ちの方はご持参ください。お持ちでない方は

当日会場にてお買い求めください。一冊：１,６２０円(税込)。 

３月１２日は小千谷市で開催！ 
     日 時  ３/１２（日） 午後２時～４時 

     場 所  小千谷市民会館大会議室/小千谷市土川 1-3-3 ℡:0258-82-9111 

     テーマ  「河井継之助 小千谷談判と加茂軍議」 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。 

 開 催 日 会 場 

① ３月 １日（水）午後６時３０分～ 割烹おおたに（柳町 1-4-10） 

② ３月２２日（水）午後６時３０分～ 割烹みなと（松坂町 3-8） 
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◆マル経融資の案内です 加茂市内制度融資一番の低利率 
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◎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、山本）まで。 

 

◆平成２８年分 所得税・消費税 

確定申告相談・申告書提出は当所窓口へ 
当所では、経営指導員、記帳専任職員による相談窓口を設置し、所得税・消費税の確定申告や

税に関するあらゆる相談受付を随時行っております。お気軽にご相談ください。 

※ご相談は、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大瀧、山本、大橋）まで。 

 

◆青色申告会無料相談会のご案内 

○日  時 ３月６日(月)・７日(火) 
○受付時間 ９:３０～１５:３０（時間内にお越しください） 

○場  所 加茂商工会議所会議室 

【当日ご持参いただくもの】 

１.申告関係書類 ２.前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控 

３.各種控除証明書、源泉徴収票 ４.印鑑  

 

※三条税務署では、確定申告期間中は特設相談窓口での対応となりますのでご注意ください。 

   ○開設期間 ２月１６日(木)～３月１５日(水) ９:００～１６:００(土日祝日は除く) 

○場  所 リサーチコア６階研修室（三条市須頃 1-17） 

 

◆セルフメディケーション推奨のための医療費控除特例の創設 
適切な健康管理のもと、医療用医薬品からの代替を進める観点から、特定健康診断（メタボ

検診）、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている人が、平成２９

年１月１日から平成３３年１２月３１日までの間に、指定医薬品の購入費用が年間１万２千円

を超えて支払った場合には、その購入費用（年間１０万円を限度）のうち１万２千円を超える

額を所得控除できる制度が創設されました。  

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

 

 
 

 

 

 

２月１日現在 

 

(固定金利) 
 

1.16％ 

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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◆育児休業・介護休業法が改正 
妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続ける

ことができるよう、平成２９年１月１日から改正制度がスタートしました。 

【改正の概要】 

 １．介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度を整備 

２．多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度の整備 

３．妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境 

の整備 

※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   ２月 ７日（火） 

・新潟県信用保証協会相談会  ２月 ８日（水） 

・税務、事業承継相談会    ２月１４日（火）  

・法律／労務相談会      ２月２３日（木） 

・経営、創業相談会      ２月２４日（金） 

※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、山本）まで。 

 

◆会議所２月の主な行事予定 
１日(水) 

・テクニカルショウヨコハマ 2017出展  （～3日） 

 ４日(土) 

・加茂軍議解説講座①（4/1まで全 5講） 14:00～ 

 ７日(火) 

 ・サービス部会／ 

  インターナショナル ギフトショー視察（～8日） 

 ８日(水) 

 ・第 83回インターナショナル ギフトショー 

／feel NIPPON出展（～10日） 

１３日(月) 

 ・小京都加茂まち歩きツアー①     12:00～ 

１４日(火)   

・正副会頭会議            12:00～ 

１５日(水) 

 ・リテールマーケティング検定（1～3級） 9:30～ 

１６日(木) 

 ・小京都加茂まち歩きツアー②     12:00～ 

 

１７日(金) 

 ・商業部会役員会        12:30～ 

 ・建設部会／ドローン入門講座  13:30～ 

１９日(日) 

 ・青年部主催/ 

第 5回冬季かもリンピック  10:00～ 

２０日(月) 

 ・サービス部会役員会      14:00～ 

 ・中小企業会計啓発普及セミナー 15:00～ 

２２日(水) 

 ・常議員会           12:00～ 

２４日(金) 

 ・鉄工部会役員会        12:00～ 

２５日(土) 

 ・加茂軍議解説講座②      14:00～ 

２６日(日) 

 ・第 145回簿記検定試験（2～4級） 9:00～ 

２７日(月) 

 ・県央３会議所正副会頭会議   16:00～ 

 

◆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 
３／１３（月） (午前の部のみ)  ９：００～１１：００ 

いずれも１０：００～１２：００ 
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◆第５回冬季かもリンピックのご案内 
 当所青年部では、今年も下記のとおり冬季かもリンピックを開催いたします。タイヤを使っ

たチューブレースや家族対抗雪積み合戦など、子供から大人まで楽しめる雪上イベントの他、

あったかメニューも用意しています。当日はご家族おそろいでお越しください。 

・日 時：２月１９日(日)１０:００～１５:００ 

・場 所：冬鳥越スキーガーデン（加茂市長谷 186-７） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52－1740(担当／山本)まで。 
 

◆各種セミナーのご案内 
 ①中小企業会計啓発・普及セミナー 

平成２９年度税制改正のポイントと適切な会計実務 
・日 時：平成２９年２月２０日（月）１５：００～１６：３０ 

・場 所：加茂商工会議所会議室 

・講 師：（税法）山口会計パートナーズ 代表社員／税理士 山 口  昇 氏 

・参加費：無料 

・内 容：(1)平成２９年度の税制改正のポイント 

     (2)適切な会計実務と決算書作成のポイント 他 
 

②ワークライフバランスセミナー 

早分かり！育児・介護休業法改正のポイント 

      ～仕事と育児・介護の両立に向けて働きやすい職場環境とは～ 
・日 時：平成２９年３月６日（月）１３：３０～１５：３０ 

・場 所：加茂市産業センター３階研修室 

・講 師：矢沢労務管理事務所 所長 矢沢良治  氏 

・参加費：会員１,０００円 非会員３,０００円 

・内 容：(1)制度改正のポイントと解説  

     (2)育児・介護休業をしながら継続就業できるための職場環境とは 他 
 

 ③セキュリティーセミナー 

社会の変化に対応した情報セキュリティー対策 
  ・日 時：平成２９年３月１７日（金）１４：００～１６：００ 

・場 所：加茂商工会議所会議室  

・講 師：㈱プラムザ 取締役 神 田 友 幸 氏 

・参加費：無料 

・内 容：(1)身近に潜むウィルス攻撃手法とは 

      (2)被害発生時の対応方法 他 

 
 
上記、会員地区別懇談会、セミナーに参加ご希望の方は、下記申込書にご記入のうえ、お申し込

みください。※参加希望のものに○印をつけてください    （ＦＡＸ：５２－４１００） 

事業所名  参加者名  

住  所  電話番号  

 １．会員事業所地区別懇談会 （ ３月１日（水） ・ ３月２２日（水） ） 

 ２．「越後戊辰戦争と加茂軍議」出版記念解説講座 

 ３．各種セミナー 

     ①中小企業会計啓発・普及セミナー ②ワークライフバランスセミナー 

    ③セキュリティーセミナー 

※切らずにこのまま FAXしてください 


