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商工貯蓄共済
日帰り人間ドックの予告

労働保険制度（法改正を含む）及び
各種助成金制度の説明会

「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。
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利用事業所ごとにおこ
なう予定です。
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。

県労働保険事務組合連合会では上記
説明会を下記日程で行います。

新潟会場
１０月３日（月）１３：３０～
新潟テルサ
新発田会場
１０月２１日（金）１３：３０～
新発田市生涯学習センター
☆詳しい内容及び申込みは商工会へ

※詳細・申込方法等は、１０月上旬送付の
チラシをご覧ください。
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
日

「キラッと光るいいお店」
新潟県表彰募集
☆対象事業所 小売業・卸売業・サービス業
で次のいずれかひとつ以上に該当し他の
模範となる店舗

時

☆今月の予定☆
9/1（木）11:45 早通支部情報検討委員会（ハート）

・原材料、製法、品揃えを工夫するなど
消費者ニーズに対応したこだわりのあ
るサービス提供を行っているもの
・少子高齢化、環境など地域の課題に対
応する取組みを行っているもの
・県産品の積極的な販売、自治体による
地産地消の取組みへの協力など、県産
品の販売促進を行っているもの
・まちづくり活動や地域の行事に積極的
に参加するなど地域との連携を積極的
に行っているもの

9/5（月）19:00 葛塚まつり民謡流し・灯籠コンテスト
9/7（水）13:00 司法書士による個別相談会（商工会）
9/7（水）13:30 融資推薦審査会・三役支部長会議（商工会）
9/9（金）13:00 公庫相談会（商工会）
9/9（金）19:00 早通支部評議員会（正力）
9/13（火）19:00 青年部定例会（商工会）
9/14（水）13:00 中小企業診断士による個別相談会（商工会）
9/16（金）18:30 工業部会ボウリング大会（ﾆｲｶﾞﾀｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ）

・地域経済の発展に寄与する取組みを行
っているもの

9/18（日） 9:00 第 162 回商工会珠算検定試験（商工会）
9/18（日）15:00 サービス業部会ボウリング大会（ｼﾞｮｨﾀｳﾝ新発田店）

☆ 自薦・他薦を問いません。
☆ 募集〆切 ９月３０日必着
☆ 詳しいことは県商業振興課商業振興係
(℡025-280-5237)又は商工会へ

9/21（水）13:00 社労士による個別相談会（商工会）
9/22（木）13:30 理事会（商工会）
9/26 (月) 9:30～11:30 食協自主検査(商工会玄関前)
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専門家講師による

公庫定例相談会

個 別 相 談 会(９月・１０月)

(９月・１０月)

お申し込みは、商工会へ
☆日時：９月７日（水）13 時－15 時
講師：鈴木 秀明 司法書士

㈱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。

☆日時：9 月 1４日（水）13 時－15 時
講師：渡辺

中小企業診断士

☆日時：9 月 21 日（水）13 時－15 時
講師：鈴木

善正

社会保険労務士

☆日時：１０月５日（水）13 時－15 時
講師：高橋 隆 税理士

・開催日時

・場

清史

９月 ９日 (金)
１０月１１日 (火)
いずれも午後１時～３時
所 豊栄商工会館

☆日時：１０月 1９日（水）13 時－15 時
講師：渡辺

清史

中小企業診断士

☆日時：１０月２８日（金）10 時－12 時
講師：吉田

第 26 回

耕二

弁護士

事業承継セミナー

第1弾

参加無料

９ １６

金

日

時：
月
日（ ）
午後６時３０分ﾌﾟﾚｰｽﾀｰﾄ

場

所： ニイガタグランドボウル
（新潟市笹口）

1７事業所から事業主・家族・従業員
９５名の参加を得て開催いたします。
参加される皆さん、団体戦・個人戦の
優勝を目指して、ご奮闘を期待します。

〈豪華景品を多数用意！〉

サービス業部会ボウリング大会

相続に関する環境が複雑化するなか、
事業承継を考える個人事業主や経営者
に、相続に関する知識をご提供します。
✰日
✰会

時
場

９月 14 日（水）午後１時 30 分

✰講

師

渡部一 税理士事務所
代表 渡 部 一 氏

豊栄商工会館 ２階 第１研修室

✰テーマ「 事業承継としての個人の相続」
～相続の仕組みを理解する～
✰申込み

日 時：９月１８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７日（水）までに商工会窓口に
負担金を添えてお申し込みください。

主
共

催
催

９月８日（木）まで商工会へ申
し込みください。
新潟法人会豊栄地域部会
豊栄商工会・豊栄商工会青年部
豊栄青色申告会

岡方むら祭り
日
場
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時：１０月 ２日（日）午後１０時スタート
所： 大久保公民館及び神明神社

