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◆第４３回新年会員事業所の集い１月１０日(木)開催
１．日 時

平成３１年１月１０日（木）１５:００～
第１部 式典
第２部 新春講演会 16:00～17:30
講 師／（公社）日本中国友好協会 会長
元伊藤忠商事㈱ 会長 丹羽宇一郎 氏
テーマ／日中関係と日本経済のこれから
第３部 懇親パーティー 17:45～19:10
２．場 所
加茂市産業センターホール
３．会 費
４,０００円
※後日、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
渡邉）まで。

◆第４９回永年勤続商工従業員表彰

～おめでとうございます～

功績を称え２１事業所９０名を表彰
今回、申請された会員事業所には表彰状を１１月２１日（水）、２２日（木）にお持ちいた
しますので、各事業所において伝達授与ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆労務問題は重要な経営問題です

無料労務相談会をご利用ください
～働き方改革関連法が４月１日から順次施行～
働き方改革関連法施行に伴う就業規則や３６協定の見直し、残業・賃金問題、退職や解雇時
の対応等、経験豊富な社会保険労務士が相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。

日時 １１月２０日（火） １０：００～１２：００
※相談無料（１社１時間程度）
。上記時間以外でも承りますのでご相談ください。

◆「働き方改革関連法」説明会
～ポイントや対応をわかりやすく解説～
〇日時 １１月２７日（火）１３:３０～１４:３０
〇場所 加茂市産業センター３階研修室
〇参加料 無料
〇講師 新潟県働き方改革推進支援センターアドバイザー 社会保険労務士 高野真規 氏
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間）まで。
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◆マル経融資のご案内

～年末資金の調達にご利用ください～

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

1.11％

（１０月３１日現在

固定金利）

○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)
○貸付までの流れ
お申し込み → 商工会議所／審査会

今月の審査会は

→ 国民生活金融公庫へ推薦

→ 貸付決定・融資

１１月７日（水）、２６日（月）です。

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆一日公庫相談会をご利用ください
㈱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。買掛金決済、諸経費
支払などの運転資金や車の入替や店舗内装工事等の設備資金など、柔軟に対応いたします。
○日 時
平成３０年１１月１３日（火）１０：００～１５：００まで（完全予約制）
○場 所
当所研修室

◆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１４日（水） １０:００～１２:００
〇税務、事業承継相談会
１１月１４日（水） ※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。
○経営、創業／法律
１１月１５日（木）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆青色決算説明会のお知らせ～申し込み不要～
〇日 時
１２月１４日（金）１０:００～１２:００または１３:３０～１５:３０
〇場 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。

２０１９年分から消費税簡易課税制度を選択または止めようとす
る場合、本年１２月３１日（月）までの提出が必要です。
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◆お店の商品やサービスのＰＲにご活用ください
『加茂オリジナル推奨品』に応募しませんか？
当所では加茂市の魅力を高めるために加茂らしさや、オリジナル性のある商品、サービス等
を集めた「加茂オリジナル推奨品事業」に取り組んでいます。推奨品は随時募集中です。ぜひ、
ご応募ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、渡邉）まで。

◆健康診断のご案内～当所会員事業所には受診料を補助します～
◎基本検査項目
①既往歴及び業務歴の調査 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身長・体重・Ｂ
ＭＩ・視力・聴力の測定 ④胸部Ｘ線検査 ⑤血圧測定 ⑥尿検査 ⑦腹囲の測定 ⑧
貧血検査 ⑨肝機能検査 ⑩血中脂質検査 ⑪糖代謝検査 ⑫心電図検査 計１２項目
・基本検査項目受診料･･･７,１２８円(税込）※8,208 円のところ 1,080 円の会員割引
・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。
実施機関
（一社）新潟県健康管理協会
TEL:025-283-3939

健 診 日 時

（会場は、加茂市産業センター）

１２／４(火)(午前の部のみ)

８:３０～１１:３０

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆会議所１１月の主な行事予定
５日(月）～６日(火)
・全国商工会議所観光振興大会 2018
（福島県会津若松市）
７日(水)
・上半期業務会計監査
10:30～
・マル経審査会
12:20～
９日(金)
・正副会頭会議
12:00～
１２日(月)
・第３回加茂オリジナル推奨品認定委員会
並びに認定事業者との意見交換会 16:00～
１３日(火)
・県央３会議所役員・議員合同研修会 14:00～
・県央３会議所正副会頭会議
17:00～
１５日(木)～１６日(金)
・小規模企業振興委員会視察研修
(千葉県香取市他）
１７日(土)
・日商ＰＣ・電子会計実務検定試験 10:30～

１８日(日)
・第 150 回簿記検定試験
9:00～
２０日(火)
・消費税軽減税率制度セミナー
14:00～
２１日(水)
・常議員会
12:00～
２３日(金)～２４日(土)
・オリジナル推奨品販売イベント
（東京都中央区日本橋／ブリッジにいがた）
２５日(日)
・福祉住環境コーディネーター検定試験
10:00～
２６日(月)
・マル経審査会
12:00～
２７日(火)
・働き方改革関連法説明会
13:30～
２８日(水)
・鉄工部会視察研修会(長野県下諏訪町他)
３０日(金)
・小規模企業振興委員会１１月定例会 17:30～
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◆11 月はアクサ生命保険共済キャンペーン実施中！
福利厚生制度を共済制度や各種保障プランでサポート
ご加入の生命保険（アクサ生命、他社問わず）が現在の状況に合っているのかどうかを証
券診断させていただく他、医療保険や経営者向プランなどのご提案もいたします。アクサ推
進員、職員が事業所へ訪問した際にはよろしくお願いします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆動画で集客～お金をかけずに売り上げを伸ばそう！
小さな会社の上手なスマホ活用術
＆消費税軽減税率制度セミナー
〇日

時 １１月２０日（火）１４：００～１６：３０
第１部 講 師 三条税務署個人課税第一部門 上席国税調査官 小杉 悟 氏
テーマ 消費税軽減税率制度と消費税転嫁のポイントについて
第２部 講 師 ㈲ティー・キューブ 代表取締役 高橋浩子 氏
テーマ 小さな会社の上手なスマホ活用術
○参加料 会員／１,０００円 非会員／３,０００円（第１部のみ参加の場合は無料）
〇持ち物 スマートフォン、タブレット、ノートＰＣなどインターネットに接続できるもの
（当日はポータブル WiFi を用意します。有線ＬＡＮは不可。Instagram、Youtube、
Facebook、Twitter 等いずれかのアカウントを事前に取得してください。）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。

◆鉄工部会主管／ものづくり支援センターしもすわ
大和電機工業㈱視察研修のご案内
鉄工部会では電機、機械、精密工業を基盤とし、高度技術が集積する長野県下諏訪町の「も
のづくり企業」視察を下記のとおり企画いたしました。鉄工部会以外の方も参加できます。ご
興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。
○日 時 平成３０年１１月２８日（水）８：２０～１９：２０（予定）
○視察先 ものづくり支援センターしもすわ、大和電機工業㈱(長野県下諏訪町)
○定 員 １０名
○参加費 ５,０００円（交通費・昼食代等、他会議所から補助あり）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／橘）まで。
※切らずにこのまま FAX してください

上記、セミナー、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。
【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

電話番号

所
１．働き方改革関連法説明会

２．小さな会社の上手なスマホ活用術＆消費税軽減税率等制度セミナー
３．鉄工部会／下諏訪視察研修
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