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～主な内容～１ページ：・新春落語会ご案内・年末調整について・貯蓄共済推進キャンペーン・今月の予定
２ページ：・工業部会経営セミナー/ 情報交換会・葛塚支部新春セミナー＆新年会の開催予告
・商業部会感謝セール・商業部会情報交換会/忘年会・長浦支部会員研修会 開催

･専門家個別相談会・岡方金儲け研究会/新春懇談会･商工会閉庁のお知らせ

年末調整のお知らせ
年末調整の時期となりました。
年末調整とは、毎月の給料や賞与などの支払いの際に
徴収した税額と、その年の給与総額について収めなければ
なら な い税額（年税額）を比べ、その過不足額を精算する
手続きのことです。

日時：平成 24 年１月９日(祝)
午後１時開演
場所：白新町「長岡屋」
料金：７００円
出演：水都家艶笑
三流亭楽々
豊栄商工会青年部

源泉徴収した税額の納期限について
・納期の特例の承認を受けていない場合
給料や報酬などを支払った月の翌月１０日

毎年、ご好評をいただいており
ます新春落語会。
今 回 もまたパワーアップして
開催いたします。

・納期の特例の承認を受けている場合
１月から６月までの分‥‥７月１０日
７月から１２月までの分‥‥翌年の１月１０日
※納期限の特例の届出書を提出し、
一定の要件を満たす場合は翌年の１月２０日

水都家艶笑 師匠

今回は水都家艶笑師匠と同じく地元
新潟で活躍されている三流亭楽々さん
をお招きしての本格落語をお楽しみく
ださい。
もちろん青年部員も出演いたします。
新春の初笑い。皆様のお越しをお待
ちいたしております。
三流亭楽々

扶養控除が変わりました！
年少扶養親族（１６才未満）に対する扶養控除が廃止され、
１６才以上１９才未満の扶養親族は特定扶養から除外されました。
尚、この改正に伴い、障害者控除の金額が変更になりました。

お問い合わせ

豊栄商工会青年部

新潟税務署代表（２２９－２１５１）または商工会へ

今がチャンス!!

“期間限定”
貯蓄共済推進キャンペーン!!
１

会員還元キャンペーン実施中!!
平成２３年度中に更新・増口・新規口数合計で５口以上の方
には、豊栄で使えるお買物券・お食事券を差し上げます。
(５～９口の方は、お買物券・お食事券 10,000 円分。１０口
以上の方は、お買物券・お食事券 20,000 円分)

２

各種割引、キャンペーン制度の実施
⑴商工貯蓄共済の人間ドックを利用する場合、受診料の割引
制度があります。
（例）新潟県健康管理協会・健康医学協会では商工貯蓄共済
割引＋協会けんぽ加入者（本人）割引で
３５歳～７４歳→１６，４００円
４０歳・５０歳→１４，１００円
⑵商工貯蓄共済の人間ドックを利用した事業所に、助成金を
お支払いします。
平成２３年１１月末の商工貯蓄共済の保有口数に応じて助成
します。
４口以下２，０００円 最大１０，０００円

☆今月の予定☆
12/6 (火) 14:00
〃
18:30

融資委員会・三役支部長会議
女性部役員会

(商工会)
(零曜日)

12/7 (水) 13:00

社労士による個別相談会

(商工会)

12/9 (金) 13:00
〃
18:30

公庫相談会
長浦支部研修会

(商工会)
(大倉屋)

12/12(月) 19:00

青年部定例会

(商工会)

12/13(火)
〃
12/15(木)
〃
12/21(水)
〃

商業部会情報交換会及び忘年会(大倉屋)
税理士による個別相談会
(商工会)
青年部忘年会
(松潟屋)
工業部経営セミナー及び情報交換会(長岡屋)
商工貯蓄共済推進委員会
(商工会)
理事会
(商工会)

18:30
13:00
19:00
18:30
14:00
15:00

1/6 (金) 16:00

⑶スキー旅行等各種協定施設の利用割引制度があります。
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新春懇談会

(中常楼)

葛塚支部

工業部会員の皆様へ

新春セミナー＆新年会の開催

「経営セミナー・情報交換会」

(予告)

のご案内
「三代目経営者が語る
～事業継承を成功させる秘訣～」

テーマ
講

師

日 時
研修会
懇親会
場 所
負担金

竹井機器工業株式会社 (新潟市秋葉区)
代表取締役社長 竹井 顕一郎 氏

日 時 平成２３年１２月１５日(木)
セミナー 午後６時３０分～７時３０分
情報交換会 午後７時３０分～

平成２４年１月１９日(木)

１８時００分～１９時００分
１９時００分～
豊栄駅前 ｢長岡屋｣
３,000 円(当日徴収させていただきます)

※テーマ・ 講師等は、１月号に掲載します。

※セミナーのみのご参加も可能です(参加費無料)

場 所 白新町 「長岡屋」
会 費 4,000 円 (当日徴収させていただきます)

長浦支部
「会員研修会」の開催について

豊栄商工会

感謝セール開催中！
～弥彦神社初参りと四季の宿【みのや】
日帰り食事会ご招待感謝セール～
１２月１日より開催しています。

☆ご招待日☆

平成２４年１月１２日(木)
年末年始お客様サービスの一環として
是非ご活用ください。

日 時
研修会
懇親会
場 所

平成２３年１２月９日(金)

テーマ

金融・税務・労務について

講 師

豊栄商工会

負担金

4,000 円(当日徴収させていただきます)

１８時３０分～１９時００分
１９時００分～２１時００分
嘉 山 ｢大 倉 屋 ｣
鈴木 利幸

※出欠は１２月２日迄に豊栄商工会(鈴木・中村)へ

専門家個別相談会

商業部会員の皆様へ

「情報交換会・忘年会」のお知らせ

相談時間は、13 時～15 時です。
☆開催日：１２月７日（水）
講師：鈴木 善正 社会保険労務士
☆開催日：１２月９日（金）
担当：日本政策金融公庫担当

商業部会では下記内容で情報交換会・忘年会を開催いたします。
詳細及び申し込みについては先に配布した案内文書をご覧ください。

多数の方の参加をお待ちしております。

記

☆開催日：１２月１３日（火）
講師：高橋 隆 税理士
お申込は商工会へ

日

時 平成２３年１２月１３日（火）
午後６時３０分～
場 所 嘉山「大倉屋」
負担 金 4,000 円

豊栄商工会館の閉庁のお知らせ

予告

当会は、下記の日程で閉庁いたします。皆様には
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解と
ご協力をお願いいたします。

岡方支部金儲け研究会及び新春懇談会
平成２４年 １月２０日（金） かとう仕出し店
講演内容 【大倉喜八郎の功績について】（案）
※時間・内容等、詳細については１月の広報にてご案内いたします。

・年末年始による閉庁
平成 23 年 12 月 29 日(木)～平成 24 年 1 月 3 日(火)
・新春懇談会による閉庁
平成 23 年 1 月 6 日(金) 15 時～
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