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ピークカット１５％大作戦 応援隊
参加企業募集中
新潟県では、ピークカット・節電に取り組んでいただく
企業等に標記応援隊を募集しています。県配布のポス
ターに取組内容を記載し、掲示していただきます。
問合せ等は下記へお願いします。
新潟県新エネルギー資源開発室℡２８０－５２５７
新潟市北区役所商工観光係
℡２８７－１３６５
豊栄商工会
℡２８７－２２６４

節電行動計画説明会実施企業募集中
節電サポート事務局が、業種・業態にそった節電行動
計画作成をサポートします。事業所単独の説明会を
希望される方等は、下記にお申し込みください。
節電サポート事務局新潟支部
℡ 0570-064-443

fax 256-8454

☆今月の予定☆

６月･７月は「学卒者求人確保強化月間」です
～若い力を育てて 企業の力に！～
来春新規高校・大学等の卒業予定者を巡る
雇用環境は、前年同様に厳しい状況が懸念
されています。新潟労働局・ハローワーク
新潟では新潟県ほか関係機関と連携して、
６月・７月を「学卒者求人確保強化月間」と
定め、学卒者の求人確保と今春卒の未就職卒
業者の就職支援及び来春新規学校卒業予定者
の就職支援を強化することとしています。
事業主の皆様におかれましては、未就職卒業者
に対する応募機会の拡大 及び 来春新規学校
卒業予定者の採用枠の拡大について、ご理解
とご協力をお願いします。

7/5 （火）10:00

無料法律相談

7/5 （火）19:00

早通支部評議員会

7/6 （水）13:30

融資推薦審査会・三役支部長会議（商工会）

7/7 （木）11:45

早通支部情報検討委員会

7/11（月）9:00～11:00

（商工会）
（つた甚）

（ハート）

食協検便（商工会）

7/11 (月）10:00～15:00

公庫一日相談会

（商工会）

7/11（月）19:00

青年部定例会

（商工会）

7/12 （火）18:00

岡方支部運営検討委員会（かとう仕出し店）

7/12（火）・25 (月）9:30～ 11:30 食協自主検査（商工会）
7/13 (水）14:00

女性部部員研修

7/13 (水）15:00

サービス業部会役員会

7/18 (月・祝）6:00～10:00

《問合せ先》
新潟新卒応援ハローワーク
【ハローワーク新潟 若者しごと館】
℡０２５―２４０－４５１０

（商工会）

青年部 朝市（地区公民館駐車場）

7/20 (水）13:00

司法書士による個別相談会

7/24 (日） 6:00

木崎支部 地引き網

7/27 (水）13:00

（商工会）

（島見浜

鈴権）

中小企業診断士による個別相談会（商工会）

7/30 (土）17:00～21:00
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（新潟市内）

豊栄商店会祭り（本町）

裏面もご覧ください。

新技術・新商品開発による
新事業展開

第１１回豊栄商店会まつり

葛天夏祭 in 本町 開催
・日 時
・場 所

財団法人にいがた産業創造機構では、中小企業者等
が行う新技術開発や新商品開発などの経費を助成
します。

７月30 日(土)PM５～９時
本町（荘司司法書士事務所～町北幸）

① 技術・新商品事業化調査助成金

（稲荷神社～相馬時計店）

助成金額５０～２００万円 助成率１/２以内

・内 容

① 大抽選会 ② ライブ演奏
③ 飲食屋台村 ④ フリーマーケット
⑤ 福島 会津若松物産品展
※詳しくは、７月上旬・７月下旬 折込予定の
チラシをご覧ください。

② 付加価値化サポート助成金
助成金額５０～５００万円 助成率１/２以内

・募集期間 平成２３年７月２９日１７時まで
・問合せ先・申込先
財団法人にいがた産業創造機構
℡ 246-0051 FAX 246-0030

商工貯蓄共済
日帰り人間ドックの予告

炊き出しボランティア活動実施
（サービス業部会員集合）
東日本大震災の被災者の方に下記のとおり
炊き出しボランティア活動を実施します。
参加できる方は、豊栄商工会にご連絡下さい。
記

「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。

１集合日時 ７月１３日（水）１７：００
２場所
豊栄総合体育館前
３内容
炊き出し（味噌汁）

一日公庫相談会

※詳細・申込方法等は、９月上旬にお知らせ
します。

日

㈱日本政策金融公庫による一日公庫相談会を
下記日程で開催します。

時

第１回 １１月 ６日（日）
第２回 １１月１６日（水）
ところ 中央区 新潟県健康管理協会
締 切 １０月１９日（水）両日２０名

ご希望の方は、予約が必要です。
商工会又は㈱日本政策金融公庫 新潟支店
(℡246-2012)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。
・開催日時 ７月１１日（金）１０時～１５時
・場 所 豊栄商工会館

また今年も、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する予定です。
（平成２３年４月１日～平成２４年２月２８日
の間に商工会を通じて実施した場合）

専門家講師による個別相談会
《弁護士による相談会》
日時：7 月 5 日（火）10 時－12 時
講師：板垣弁護士
《司法書士による相談会》
日時：7 月 20 日（水）13 時－15 時
講師：荘司司法書士
《中小企業診断士による相談会》
日時：7 月 27（水）13 時－15 時
講師：渡辺中小企業診断士
《社会保険労務士による相談会》
日時：8 月 17 日（水）13 時－15 時
講師：大矢社会保険労務士
《税理士による相談会》
日時：8 月 26 日（金）13 時－15 時
講師：高橋税理士

是非この機会に商工貯蓄共済の加入及び
人間ドックのご利用をお願いいたします。

商業部会感謝セール開催される。
「２０１１夏！豊栄商工会感謝セール」
～新潟グランドホテル リゾートガーデン御招待～
招待日 平成２３年８月１７日（水）
とよさかシール１０冊 もしくは
シール５冊プラス現金 2,500 円でご招待
ただ今、参加店募集中
大勢の参加をお願いします。
問合せ 豊栄商工会 ℡０２５－３８７－２２６４
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