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確定申告個別指導会
例年開催しております税理士による平成 24 年分
の確定申告個別指導会を下記日程により開催す
る予定です。
詳細につきましては、同封の案内チラシをご覧
ください。

実施日

２月１８日（月）
２月２５日（月）
３月 １日（金）
３月 ４日（月）
３月 ６日（水）
３月 ７日（木）
３月 ８日（金）
３月 1２日（火）
3 月１３日（水）
※各日とも 13:00～16:00 です。

場

所

豊栄商工会館２階
第１研修室・青女研修室

消費税個別指導会
実施日
時

間

３月２７日（水）
１３時００分～１６時００分

無料相談会の開催
下記の通り公庫担当者・弁護士による無料相談会
を開催いたします。
相談をご希望される方は事前にご予約ください。

◎日本政策金融公庫相談会

日時

２月１２日（火）
３月１１日（月）

いずれも
13 時～15 時

商工貯蓄共済制度推進キャンペーン
豊栄商工会では、次のキャンペーンを実施中です。
今年度中に更新・増口・新規口数合計で 5 口以上
ご加入いただいた方には、豊栄商工会の 取 扱 店で
使えるお買物券を進呈します。
（5 口～9 口 10,000 円分/10 口以上 20,000 円分）

(1) 商工貯蓄共済の人間ドックを利用する場合の
受診料割引があります。
(2) 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。
(3)スキー・旅行等について、各種協定施設の利用
割引制度があります。ぜひご利用下さい。

この機会に是非ご一考を
※商工貯蓄共済制度とは、
商工会員だけが加入できる
1 口 2 千円からの共済制度です。
お問い合わせは豊栄商工会へ(℡387-2264）

☆2 月の予定☆
2/4(月) 10:00 弁護士相談会
19:00 青年部定例会

(商工会)
（商工会）

2/6(水) 11:45 早通支部情報発信事業検討委員会
18:00 工業部会新春セミナー

(ハート)
(大倉屋)

2/7(木) 13:30 融資審査会・三役支部長会議

(商工会)

2/12(火) 13:00 公庫相談会

(商工会)

2/15(金) 18:00 長浦支部行政懇談会
18:30 早通支部新年会

(中常楼)
(憩)

2/17(日) 9:00 珠算検定試験
15:30 豊栄建築組合定例総会

(商工会)
(町北幸)

2/18(月) 18:00 サービス業部会新年講演会

(松潟屋)

2/22(金) 13:30 SHIFT(シフト)操作研修会

(商工会)

◎弁護士相談会

日時

2 月４日（月）

10 時～12 時

【長浦支部】行政懇談会の開催
日時
場所
日程

平成２５年２月１５日（金）１８：００～
常磐町「中常楼」
第１部 講演会（18:00～18:45）
新潟県議議員 青柳正司 様
「今後の県政について」
第２部

懇親会（18:45～）

【早通支部】新年会のご案内
日

時

平成２５年２月６日（水）
セミナー 午後６時～７時
新年会
午後７時～９時

会 場
嘉山「大倉屋」
テーマ 「メンタルヘルス対応における労災リスク」
新潟労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所
ﾏｲﾝﾄﾞｳｪﾙﾈｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 鈴木美和 氏

平成２５年２月１５日（金）

午後６時３０分～
場 所 早通南「憩」
負担金 ３,０００円（当日徴収いたします）
※２/７（木）までに商工会へお申し込みください。

【サービス業部会】新年会

【工業部会】新春セミナー
日

時

日時
場所
講師

平成２５年２月１８日（月）１８：００～
中大口「松潟屋」
元東映ホテル
国際ホテルブライダル専門学校非常勤講師
宴会・レストラン関係
高野 衛 様

内容

「お客様のハートをわしづかみする接客術とは」

「新潟県労働セミナー」開催のお知らせ
豊栄建築組合定例総会
及び住宅ローンセミナーの開催
日時

平成２５年２月１７日（日）
・１５時３０分(定例総会)
・１６時３０分(住宅ローンセミナー)
・１７時００分(集合写真撮影・懇親会)

会場

町北幸（葛塚 3313

℡387-2011）

内容

◆平成 24 年度事業報告並びに収支決算の

承認について
◆平成 25 年度事業計画並びに収支予算(案)
の決定について
◆任期満了に伴う役員改選について
◆住宅ローンセミナー

職場におけるいじめ・パワハラに関する理解を深め、
働きやすい職場づくりを推進するため下記により
セミナーを開催します。
パワハラへの理解を深めるとともに、働きやすい
職場づくりに向けた留意点について、専門家が
わかりやすく解説します。

日時 平成２５年２月２５日(月）
午後２時～午後４時
会場 新潟県自治会館・別館９階
「ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙゆきつばき」
演題 「いじめ・パワハラのない職場を目指して」
講師 山本圭子 氏 (法政大学講師、東京都労働相談情報
センター相談員、茨城県労働員会公益委員)

◎入場は無料です
定員（１２０名）となり次第、申込を締め切ります。
※詳しくは、新潟県労政雇用課 ℡２８０-５２５９

100 万会員ネットワーク登録会員募集のご案内
～「ＳＨＩＦＴ（シフト）」とは～
ホームページ簡易掲載システムのことで、「ホームページ
をつくりたいけど、詳しい知識がないのでできない」という
方でも、文章を入力することができれば、簡単にホームペー
ジを作ることができます。
この「ＳＨＩＦＴ」の活用を希望される方は商工会へお申
し込みください。
～「ＳＨＩＦＴ」のポイント～
◆無料でホームページが持てる
⇒導入費用及びランニングコストは原則無料
◆パソコン初心者でも安心
⇒情報はすべて登録フォームに従って入力、誰でも簡単
◆携帯からも情報発信
◆買い物かごでネット販売
お申し込み ２月１３日（水）
お問合せ 豊栄商工会 担当：鈴木・加藤
※操作講習会は２月２２日（金）を予定しています。

新潟県新潟労働相談所「夜間労働相談会」のお知らせ
労働者、事業主を問わず、労働に関する問題でお困りの方は

０２５－２３２－６１１０ へお電話ください。
メール相談も行っています。
「新潟県新潟労働相談所」で検索してください。
携帯電話の方は上記文言を検索後
「パソコンサイト」からお入りください。
◎相談内容：解雇、退職、雇用保険、賃金などの労働問題
◎相談時間：月曜日～金曜日（休日を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分
◆ 相談は無料で秘密は固く守られます ◆
◆ 無料の弁護士相談もあります（予約が必要です）◆
※２月２５日（月）は「夜間労働相談会」を開催します。
電話による相談。午後８時まで（受付は午後７時３０分まで）

