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商工会法施行５０周年・
貯共事業発足３５周年事業

木崎支部会員の皆様へ
会員研修のお知らせ
行き先

商工会では、周年事業の会員増強と商工
貯蓄共済推進の事業を積極的に行ってい
ます。つきましては、会員増強及び商工貯蓄
共済事業の加入について会員の皆様方の
ご理解・ご協力をお願いします。
１ 会員増強運動
９／２７現在
新規事業所数 7 事業所
２

金属加工で有名な
燕市の

山古志の闘牛と 「
触れ合える

日時

新規口数

体験交流牛舎 」

１０月１６日（土）
午前８時出発

商工貯蓄共済推進運動
９／２７現在

「 磨き屋一番館 」

多数のご参加をよろしくお願い
します

404 口

☆今月の予定☆

商工会法施行５０周年・貯共事業発足３５周年記念事業

日帰り人間ドック

10/1（金）18:30 第２回キテ・ミテ・コンカツ（長岡屋）

11 月７日(日)・17 日(水)実施
キャッシュバックもあります

10/5 (火) 12:00 工業部運営委員会(商工会)
10/6 (水) 13:00 専門講師による個別相談会(商工会)
10/6 (水) 13:30 融資審査会・三役支部長会議(商工会)

「日帰り人間ドック（ホンマ健康ランドパック）」
を実施いたします。
人間ドックの一般受診料は、45,150 円ですが、
商工貯蓄共済の加入者又は被共済者であれば、
５割引の 22,050 円でご利用できます。
また、新潟県健康管理協会までのバス送迎・
ホンマ健康ランドでの入浴・お食事付きとなって
おります。
是非この機会に商工貯蓄共済の加入および
人間ドックのご利用をお願いいたします。
※詳細・申込方法等は、同封のチラシをご覧
ください。

10/7 (木) 11:45 早通支部情報発信事業
第 7 回検討委員会(ハート)
10/8 (金) 13:00 日本政策金融公庫相談会(商工会)
10/11 (月) 10:00 キテ・ミテ・キタク(新潟競馬場)
10/13 (水) 19:00 青年部定例会(商工会)
10/16 (土)

8:00 木崎支部会員研修(燕市・山古志)

10/19 (火) 10:00 無料法律相談会(商工会)
10/20 (水) 13:00 専門講師による個別相談会 (商工会)
10/29 (金) 13:30 従業員健康診断(商工会)

商工貯蓄共済(キャッシュバックの内容)
また、今年の４月１日～来年２月２８日まで
に、商工会(人間ドック利用券)を通じて『み
どり病院・新潟県健康管理協会・健康医学予
防協会・山北徳洲会病院』で人間ドックを受
診された方は、１１月末の事業所貯共保有口
数に応じて右表のとおりキャッシュバックいたし
ます。
※キャッシュバックは、１事業所あたり２回を上
限とします。支払いは、後日になります。

1

１１月末事業所貯共
保有口数

１回あたりの人間ドック
利用キャッシュバック額

1 口以上 5 口未満
5 口以上 10 口未満
10 口以上 15 口未満
15 口以上 20 口未満
20 口以上

２，０００円
４，０００円
１０，０００円
１５，０００円
２０，０００円

専門家講師による個別相談会

公庫定例相談会

昨年度の継続事業として、専門講師（社会保険労
務士・税理士・司法書士・中小企業診断士）によ
る個別相談会等を開催いたします。

㈱日本政策金融公庫による定例相談会を
下記日程にて開催します。ご希望の方は、予約
が必要ですので、商工会又は㈱日本政策金
融公庫 新潟支店 (228-2152)へご連絡ください。
また、２期分の決算書のご用意をお願いします。

（申込み等について）
１．会場は豊栄商工会にて行います。
２．時間は、午後１時～３時までです。
３．１相談者当り約 4０分を原則とします。
４．相談は無料となっております。
５．事前に必ずご予約ください。(相談内容確認)
６．相談会の日程は、月報にて案内致します。

・開催日時 １０月８日（金）午後１時～３時
・場 所 豊栄商工会館

《税理士による相談会》
☆日時：10 月 6 日（水）13 時－15 時
☆講師：高橋 隆 税理士
《弁護士による相談会》
☆日時：10 月 19 日（火）10 時－12 時
☆講師：吉田 耕二 弁護士
《中小企業診断士による相談会》
☆日時：10 月 20 日（水）13 時－15 時
☆講師：渡辺 清史 中小企業診断士
《社会保険労務士による相談会》
☆日時：11 月 10 日（水）13 時－15 時
☆講師：大矢和也 社会保険労務士
《税理士による相談会》
☆日時：11 月 17 日（水）13 時－15 時
☆講師：高橋隆税理士
《司法書士による相談会》
☆日時：１１月 24（水）13 時－15 時
☆講師：荘司 忠 司法書士

商工会法施行５０周年記念事業

新規会員様
会費キャッシュバック
法施行５０周年記念事業の一環として、
今年度商工会にご加入の会員につきまし
ては、会費をキャッシュバックいたします。
内容につきましては、次のとおりです。
１.対象期間
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日
の間に理事会の承認を得た方
２.対象者
新規加入者(但し、
個人から法人・法人から個人・
個人で事業主変更等は対象外)

サービス業部会員の皆様へ
部会員研修のお知らせ

ご近所・取引先・お知り合いで商工会に
未加入の方がいらっしゃいましたら、ご
紹介ください。

行き先

多数の加入をお願いします。

日

※ 詳細は、別送付の文書をご覧ください。
多数のご参加をよろしくお願いします

５支部合同講演会予告
５支部合同の講演会を下記のとおり
開催します。

労働保険委託事業所の皆様へ

１.日 時 １１月１７日(水)午後６時
２.場 所 かとう仕出店(長戸呂)
３.講 師 未定
５支部合同講演会につきましては、１１月
上旬にご連絡します。

商工会へ労働保険の事務委託をされている
事業所で口座振替を利用されている方は、

２期分の口座引落日が
１１月１日（月）となっています。
尚、委託手数料等も２期分の保険料と一緒に
引き落としとなりますので、口座の残高等を
ご確認くださるよう宜しくお願いいたします。

講演会終了後、懇親会を開催しますので
宜しくお願いします。

多数のご参加をよろしくお願いします

時

月夜野びーどろパーク
豆腐懐石猿ケ京ホテル
１１月１５日（月）
午前８時出発 豊栄商工会館
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