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視察研修旅行のご案内

労働保険制度及び各種助成金制度

商業部会主催で下記の日程で視察研修を
行います。参加いただける方は商工会まで
申し込みください。

県労働保険事務組合連合会では上記の説明会を
下記日程で行います。

日

時

視察場所

の説明会

平成２４年１０月１６日（火）
アオーレ長岡
長岡大手通商店街、他

新潟会場
10 月

2 日（火）１３：３０～
新潟テルサ

新発田会場
１０月２６日（金）１３：３０～

内容詳細については
別紙の案内をご覧ください。

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※

※詳しい内容及び申込みは商工会へ※

岡方支部「むら祭り」景品募集

サービス業部会視察研修旅行

岡方支部では１０月の「むら祭り」で
ビンゴゲームを行い、来場された方に
会員の宣伝を行います。

楽しくためになる研修旅行を次の日程で開催します。

事業所のＰＲを希望される方は
景品の提供をお願い致します。

日時

平成２４年１1 月１8 日（日）

場所

高畠ワイナリー、
こんにゃく番所(山形県)

内容は後日送付予定の
通知文をご覧ください。

※詳しい内容及び申込みは商工会へ※

☆９月の予定☆

無 料 経 営 相 談 会

9/5(水)19:00 葛塚まつり民謡流し・灯籠コンテスト

（10/16(火)以外いずれも 13 時～15 時です）
月日曜

資 格 名 等

9/10(月)

日本政策金融公庫

9/12(水)

顧問税理士

9/26(水)

司法書士

鈴木

秀明

10/10(水)

日本政策金融公庫

田福

雅巳

10/11(木)

顧問税理士

10/16(火)

弁 護 士

（10 時～12 時）

問い合せ 豊栄商工会

専門講師名等

田福
高橋

高橋
吉田

雅巳
隆

隆
耕二

☎３８７－２２６４

9/6(木)13:30 融資推薦審査会・三役支部長会議 （商工会）
9/10(月)13:00 公庫相談会
9/12(水)12:30
13:00
15:00
19:00
9/14(金)11:45
19:00

（商工会）

女性部部員研修
（三条市他）
税理士による個別相談会
（商工会）
法人会金融セミナー
(商工会)
青年部定例会
(商工会)
早通支部情報発信検討委員会
（ハート）
早通支部評議員会
（つた甚）

9/16(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）
9/19(水)20:00 迄 延長相談会

(商工会)

9/24(月)9:30～11:30 食協自主検査日

（商工会）

9/26(水)13:30 司法書士による個別相談会

（商工会）

9/27(木)13:30 理事会

（商工会）

サービス業部会からのお知らせ

★商工貯蓄共済に入りましよう★

● 第１２回鍋の陣 ●

商工貯蓄共済に加入して、
人間ドッグを受けてみませんか。
メリットがいっぱいあります。

日
場

時：１１月 14 日(水)
16：30～18：30
所：JR 豊栄駅南口
エスカレーター前

手続きは、商工会で( ☎３８７－２２６４)
詳細については同封の通知文をご覧ください。

建設業経営革新支援セミナ ー

当日はサービス業部会員の
皆様からのご協力を
よろしくお願いします。

受講料
無料！

ＩＴ活用で未来を拓く
建設業界の経営革新！
～厳しい経営環境を生き抜くには～

当セミナーでは、ＩＴを活用した経営革新の
手法を具体的にわかりやすく解説します！
（日本政策金融公庫 国民生活事業）
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を
対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】
学生・生徒１人あたり３００万円以内
【利
率】
年２．６５％（固定金利、平成 24 年 5 月 10 日現在）
（母子家庭の方の利率は年２．２５％
（固定金利、平成 24 年 5 月 10 日現在）
）

◆講師

【ご返済方法】
毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
お金をかけずに売上を伸ばす！

（受講無料）

◆日時
◆会場

講師

ファーストアドバンテージ有限会社
代表取締役 酒井とし夫

日時

１０月１９日（金）１３：３０～
（受付１３：００～、終了予定１６：００）

会場

新潟県商工会館

７階大会議室

【お申込・お問合せ】 豊栄商工会 ☎３８７－２２６４

平成２４年９月２８日（金）
１４時００分～１６時００分
長岡新産管理センター
（長岡市新産 2 丁目１番地４ ☎0258-46-6300）

◆定員

１００名

◆お問合せ ９月１９日（水）までに商工会へ
ご連絡下さい。 ☎３８７－２２６４

金融セミナー

７つの広告宣伝・販促ノウハウ
この講演では小さな会社やお店がお金をかけない、
または低コストな広告宣伝・販促活動を通じて売上
アップを実現するためのノウハウを７項目に分けて
具体的に説明します。

竹 内 幸 次

◆主な講演内容
● 中小建設業者の経営革新の切り口
● 中小建設業者の経営革新のまでのステップ
● Ｗｅｂマーケティングで経営革新
・ホームページ
・ビジネスブログ
・ツィッタ―
・フェイスブック

【ご 返 済 期 間】 １５年以内
【お使いみち】
入学金、授業料、教科書代、アパート・
マンションの敷金・家賃など

㈱スプラム代表取締役
中小企業診断士

受講料無料

中小企業金融円滑化法終了に伴う
経営改善計画の必要性
～金融円滑化法が終了した後、銀行融資はどう変わる～
【日

時】 平成２４年９月１２日（水）
午後３時００分～午後５時００分

【会

場】 豊栄商工会館 ２階第１研修室

【講

師】 新潟県中小企業再生支援協議会
総括責任者補佐 伊 藤 一 哉 氏

受講するには、事前申込みが必要です。
※申込期限 ９／１０（月）必着
【お申込・お問合せ】

豊栄商工会 ☎３８７－２２６４

