2012(平成 24 年)10 月 1 日 発行

(月刊)

第 63 号

発 行／豊栄商工会
〒950-3321 新潟市北区葛塚 3348 番地 / TEL 025(387)2264 / FAX 025(387)5523 / E-mail toyosci@iplus.jp /
URL http://www.xyj.co.jp/toyosaka/sci/

～５支部合同講演会～

日帰り人間ドック
（ホンマ健康ランドパック）

恒例の５支部合同講演会を下記のとおり開催します。

「日帰り人間ドック（ホンマ健康ランドパック）」

☆日

時

１１月８日（木）午後６時

☆会

場

大 倉 屋（嘉山）

☆講

師

イラストレーター・作家
遠 藤 ケ イ 氏

☆テーマ

「商いとあそび心」

※詳細等については、別紙チラシをご覧ください。
講演会終了後、
懇親会も併せて
開催しますので
皆様のお越しを
お待ちしております。

を 11 月 7 日（水）
・11 月11 日（日）の日程で
実施いたします。
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・お食事付となっております。
さらに、貯蓄共済の割引と協会けんぽ加入者
（本人）割引をセットでお得感満載です。
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の利用事業所ごとに
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。

※別紙付の文書をご覧ください。

☆10 月の予定☆

なんと利率１．７５％
（無担保・無保証）
日本政策金融公庫では、
商工会を通じて次の条件で融資します。
◆ 使いみち
◆ 融 資 額

運転資金 ／ 設備資金
１，５００万円以内

◆ 返済期間

７年以内 ／ １０年以内
◆ 利
率
１．７５％
◆ その他 ・無担保無保証です
・商工会長の推薦が必要です
お問合せ 豊栄商工会 ☎ 3 8 7 － 2 2 6 4

10/1(月)19:00 青年部役員会

(どまんな館)

10/4(木)11:30 早通支部情報発信検討委員会
第２回加盟店情報交換会
（和寛楽）
13:30 融資推進審査会・三役支部長会議 (商工会)
10/7(日)10:00 岡方支部むら祭り

（大瀬柳）

10/10(水)13:00 公庫相談会

（商工会）

10/11(木)13:00 税理士による個別相談会

(商工会)

10/15(月)19:00 青年部定例会

(商工会)

10/16(火) 9:00 商業部視察研修旅行 （アオーレ長岡 他）
10:00 弁護士による個別相談会
（商工会）
13:30 法人会労務セミナー
（商工会）
10/17(水)20:00 迄 延長相談会

(商工会)

10/18(木)～19(金) いづれも 13:30～14:50
従業員健康診断

（商工会）

10/28(日) 6:30 木崎支部親睦旅行

(軽井沢)

無料経営相談会
日 時

資 格 名 等

労務対策セミナー

専門講師名等

10/10（水） 日本政策金融公庫

田福 雅巳

10/11（木）

高橋

（13 時～1５時）

（13 時～1５時）

10/16（火）
（10 時～12 時）

11/７(水)
（13 時～1５時）

顧問税理士
弁護士

高橋

隆

田福 雅巳

11/21(水)

渡辺 清史

（10 時～1５時）

中小企業診断士

お問い合せ 豊栄商工会

～平成２５年４月スタートする
高年齢者雇用法の改正への対応～

隆

11/12（月） 日本政策金融公庫

（13 時～1５時）

高齢者雇用これからどうす る

【日

時】 平成２４年１０月１６日（火）
１３時３０分～１５時３０分

【会

場】 豊栄商工会館 ２階第１研修室

【講

師】 社会保険労務士相馬事務所
特定社会保険労務士 相 馬 篤 哉 氏

吉田 耕二

顧問税理士

受講料無料

受講するには、事前申込みが必要です。
※申込期限 １０／１２（月）必着
【お申込・お問合せ】

豊栄商工会 ☎３８７－２２６４

☎３８７－２２６４
必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。

サービス業部会視察研修旅行
楽しくためになる研修旅行を次の日程で
開催します。
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)

６８９円

になります

新潟県最低賃金は、従来の時間額６８３円から６円引き上げられ、
本年１０月５日から６８９円になります。
賃金が時間額以外（日額、月額、その他）で定められている場合は、
日額、月額等を時間額に換算して比較することになります。
＊ご相談、お問合せは
新潟労働局労働基準部賃金室（ 025-288-3504）まで

受けて安心！特定健診

パソコンで！かんたん記帳講習会
パソコン会計とはどのようなものか。
体験講習を通して、個人事業者の所得税確定申 告
（消費税申告を含む）に必要な帳簿記入・まとめ方等
の基礎を学びます。
※パソコンの簡単な文字入力・マウス操作があります。

時】

時間額

新潟市保険年金課からのお知らせ

内容は後日送付予定の
通知文をご覧ください。

【日

新潟県最低賃金は

平成２４年１１月７日（水）
１３時３０分～１６時００分

【会

場】

豊栄商工会館

２階青女研修室

【講

師】

新潟県青色申告会連合会 職員

【参加方法】参加費は無料です
事前に予約が必要となりますので、
商工会までお問い合わせください。

定員２０名
【お問合せ先】 豊栄商工会 ☎☎３８７－２２６４

『生活習慣病』は、自覚症状がないまま進行し、気付いた
ときにはかなり病状が進行していた、ということも少なくあり
ません。健康だからこそ、年１回特定健康診査を受けて、
生活習慣病の予防・早期発見に役立てましょう。
（新潟市国民健康保険に加入のみなさまへ）
新潟市国保の特定健診は１年を通してお近くの
医療機関で個々に受診でき、とても便利です。
◆対 象 者 40 歳以上の新潟市国民健康保険加入者
◆受診期間 来年３月３１日まで
◆健診機関 新潟市委託 病・医院
◆検査内容 身長、体重、腹囲・血圧測定、血液検査
（血糖、脂質、肝機能等）、尿検査
◆自己負担金 ４０～５９歳 １,５００円
６０歳以上 無料

◆お問い合わせ先 新潟市保険年金課保健事業係
電話０２５‐２２６‐１０７５（直通）
ホームページ
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/hoken/kokuho/tokutei/index.html

※新潟市国民健康保険以外にご加入の人は、
各医療保険者（保険証の発行元）へお問合せください。

