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商工会法施行５０周年・
貯共事業発足３５周年事業

髙口前商工会長 ご逝去

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
８／２５現在

２

８月７日に髙口一英 前商工会長がご逝去さ
れました。
商工会長職１６年、副会長職７年を歴任さ
れ、豊富な識見と卓越した指導力を発揮さ
れました。また、商工業の振興を通じて地域
の振興にご尽力いただきました。
髙口一英様のご逝去の報に接し、謹んで哀悼
の意を表しますとともに、故人のご冥福を心
よりお祈り申し上げます。

新規事業所数 7 事業所

商工貯蓄共済推進運動
８／２５現在

新規口数

235 口

☆今月の予定☆
9/3 (金) 11:45 早通支部情報発信事業検討委員会（ハート）
9/3（金）13:30 融資委員会・三役支部長会議・50 周年記念
事業委員会 (商工会)

商工貯蓄共済
日帰り人間ドックの予告

9/3（金）19:00 早通支部評議委員会（正力）
9/5（日）18:00
19:00
9/9（木）13:30
13:00
9/10（金）13:00
18:30

「日帰り人間ドック（ホンマ健康ランドパック）
」
を下記日程にて実施いたします。
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。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。
是非この機会にご参加ください。
また今年は、１１月末の事業所ごとの口数に
応じてキャッシュバックをいたす予定です。
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。

灯籠コンテスト (葛塚下町)
民謡ながし
理事会(商工会)
専門講師による個別相談会(司法書士)
日本政策金融公庫相談会(商工会)
木崎支部評議委員会(次郎助たかはし)

9/13（月）19:00 岡方支部運営委員会（高森新田公民館）
9/14（月）9:30

食協食品自主検査（商工会）

9/15（水）13:00

専門講師による個別相談会(中小企業診断士)

9/19（日）15:00 サービス業部会ボーリング大会(ジョイフル新発田店)
9/21（火）13:00 専門講師による個別相談会(社会保険労務士)

※詳細・申込方法等は、１０月上旬にお知
らせします。

今年５月、福島潟周辺を会場に開催しました「キテ・ミテ・
コンカツ」 好評につき第２回目を今秋に開催いたします。
申込み、詳細等につきましては、商工会青年部携帯サイトで
ご確認ください。

日

時 第１回 １１月 ７日（日）
第２回 １１月１７日（水）
ところ 中央区 新潟県健康管理協会
締 切 １０月２２日（金）両日２０名

詳細、申込み
は青年部携帯
サイトから
http://www.just.st/914662
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専門家講師による個別相談会

サービス業部会ボウリング大会

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。
（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。

日 時：９月１９日（日）午後３時スタート
場 所： 新発田市 ジョイタウンボウル新発田店
負担金：大人 ３千円 高校生まで２千円
申 込：９月８日（水）までに商工会窓口に
負担金を添えてお申し込み下さい。

《司法書士による相談会》
☆日時：9 月 9 日（木）13 時－15 時
☆講師：鈴木 秀明 司法書士

《中小企業診断士による相談会》
☆日時：９月 15 日（水）13 時－15 時
☆講師：渡辺 清史 中小企業診断士

労働保険委託事業主の皆様へ

《社会保険労務士による相談会》
☆日時：９月 21 日（火）13 時－15 時
☆講師：鈴木 善正 社会保険労務士

「雇用保険制度（法改正等）及び
各種助成金制度説明会の開催について」

《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

標記について下記のとおり説明会を開催い
たします。詳細及び申込等は豊栄商工会まで。

《弁護士による相談会》
☆日時：10 月 19 日（火）13 時－15 時
☆講師：吉田 耕二 弁護士

記
内

容

雇用保険制度及び各種助成金制度等

《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

場所日程
・新潟テルサ 10 月 4 日（月）
・新発田市生涯学習センター 10 月 13 日（水）

時

間

公庫定例相談会
㈱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。

両会場とも１３：３０～
（２時間～２時間３０分）

※参加を希望される事業所の方は、
事前に商工会までお申込ください。

・開催日時 ９月１０日（金）午後１時～３時
・場 所
豊栄商工会館

第７回 岡 方 むら祭 り開催！

新任の挨拶

毎年恒例の岡方むら祭りを下記にて開催します。
・ふれ合いイベント ・食べるイベント
・見せるイベント ・フリーマーケット 等

商工会連合会所長代理
鈴木 利幸

楽しいイベントですので是非遊びにきて下さい。

日時／ 平成２２年１０月３日（日）

この度、室長代理 飯田直則が病気療養のため
業務応援で参りました鈴木と申します。
短期間ではありますが、会員のニーズにお応えで
きるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

１０時～１５時
場所／ 高 森「薬師神社」
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