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堀直竒公“鐵團公忌”と村松お寺めぐり 
城下町村松のぼり旗祭り2016開催 
～願いを込めて 大空に高くたなびくのぼり旗～ 
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 江戸時代初期より堀家三万

石の城下町として栄えてきた

村松。村松には、城跡と地名

による城下町の名残とともに

『幟（のぼり）旗』というも

のがあり、城下町にのみ許さ

れた風習として端午の節句に

のぼり旗を掲げ、子供の成長を願いました。 

 70余本ののぼり旗が村松のアーケード街を彩る

「城下町のぼり旗祭り」が今年も開催されます。毎年

恒例のメインイベントも企画盛り沢山で開催。青空に

高く勇壮にたなびくのぼり旗が歴史の浪漫に誘いま

す。お誘いあわせの上、ぜひお越しください。 

◆旗掲揚期間：５月２８日㈯～６月６日㈪ 

◆歩行者天国イベント：６月５日㈰ 9:00～16:00 

 上町～仲町商店街の区間が車両通行止めとなり、の

ど自慢、餅まき、村松甚句、よさこいパフォーマン

ス、軽トラ市、フリーマーケット、ゆるキャラ登場等

のイベントが開催されます。 

【主催】城下町村松のぼり旗祭り実行委員会 

【お問合せ先】実行委員 田村：090-2842-2797 

               五泉市観光協会：0250-43-3911 

事業：第3８回通常総代会開催報告 

地域：城下町むらまつ松城祭・のぼり旗祭り 

経営：消費税「軽減税率」に関する講習会 

事業：第15回むらまつ100円商店街開催 

情報：展示会・商談会・統計情報等 

  村松商工会第３８回通常総代会開催  ◆平成２７年度事業報告・収支決算等を承認◆ 

  村松商工会第38回通常総代会が、去る5月26日㈭午後3時から、村

松商工会館において五泉市伊藤市長、五泉市議会林議長をはじめ多

数のご来賓をお迎えし、大勢の総代の皆様にご出席いただき盛大に

開催されました。 

 総代会では阿部会長が議長となり、平成27年度の事業報告・収支

決算及び平成28年度事業計画・予算等、第1号議案から第8号議案の

8議案を審議し、いずれも原案通り満場一致で可決承認されました。 

 総代を始めとする会員の皆様には、今後とも商工会事業運営への

ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 村松藩祖である堀直竒公の供養

を行う法要「鐵團公忌」と、風情

ある寺社を巡り、村松の歴史に思

いを馳せる「村松お寺めぐり」が

同日開催されます。ぜひご参加く

ださい。 

●会場：英林寺（五泉市村松甲5797） 

●日時：６月２６日㈰ 受付…9:00～ 

 法要…10:00～ 講演…10:30～ 

 講師：村上郷土史家 大場 喜代司 先生 

 ※昼食後、午後からお寺めぐりを行います。 

●会費：2,500円（昼食・資料・飲物代） 

【主催】英林寺 村松お城の会 

【お問合せ先】村松お城の会 佐藤：0250-58-6513 

★平成２８年度部会総会の日程について★ 

【商業部会】平成28年６月６日㈪  

    講演会…15:30～ 総会…16:30～（村松商工会館） 

【工業部会】平成28年６月２２日㈬  

  部会総会…18:30～（割烹 松の家） 



 

 商業部会では「第15回むらまつ100円商店

街」を開催します。参加加盟店の店頭が100

円ショップに変身、アイデアが詰まった商品

やサービスが100円（税込）！ 

 今回も300円・500円・1000円の店頭販

売商品を多数ご用意、大好評のスタンプラ

リー大抽選会も同時開催します！ 

 当日はのぼり旗祭りのイベント前日！皆

様お誘いあわせの上、ぜひ商店街に足を運

んでみてください。 

●日時：６月４日（土）9:00～12:00 

    （※抽選会：10:00～12:00） 

●抽選会場：本町一・㈱ツチダオート・サービス前 

【スタンプラリー抽選会について】 

①100円商店街の参加店で買い物をするとそのお店 

のスタンプを１個押します。（スタンプ台紙は6/3

㈮朝刊折込のチラシをご利用ください。なお、台

紙は当日の抽選会場にも用意しております。） 

②スタンプ５個でガラポンに１回挑戦できます。 

③抽選会は10時開始ですので、ご注意ください。 

             村松商工会商業部会事業 

    第１５回むらまつ１００円商店街開催 
＜村松商工会女性部発信＞ 

“城下町村松のぼり旗祭り”期間中の企画ご紹介！ 

 女性部では、城下町に根付く伝統を今後も大切にし

ていきたいという想いから、地域貢献活動として“城

下町村松のぼり旗祭りに参加しています。今年は下記

の企画で皆様のお越しをお待ちしておりますので、ぜ

ひお気軽にお立ち寄りください。 

【テーマ：女性部が提案！健康に関するまちゼミ】 

 ６月２日㈭ 15:00～ 斎藤薬局（仲町） 

 「これだけで!?認知症になりにくい生活習慣！」 

 ちょっとしたコツ！耳よりな情報をお伝えします！ 

 ６月４日㈯ 14:00～ 八木薬局（学校町１） 

 「更年期を心地よく過ごしたいあなたに」 

 のぼせやほてり、不眠など健康づくりアドバイス 

【テーマ：城下町のホットなお・も・て・な・し】 

 ６月５日㈰ 10:30～15:30 松尾呉服店（本町１） 

  ①新茶、桜湯、コーヒーでほっと一息 

  ②お子様縁日くじ開催 

  ③大人も子供も城下町の変身メーク 

———————————————————————— 

 その他飲食店や菓子店でも女性部限定企画が目白押

し！ぜひ、まちを歩いて発見してみてください！ 

＜村松商工会商業部会主催＞ 

消費税制度改正に伴う中小企業を対象とした 

「軽減税率対策補助金」説明会 

 商業部会では、軽減税率の導入に伴い、複数税率に

対応したレジの導入や、受発注システムの改修等を行

う中小企業を対象に、その経費の一部を補助するべく

創設された「軽減税率対策補助金」について、本制度

を理解し、今後のレジ等の設備導入の参考としていた

だくための説明会を開催します。 

 飲食料品等を対象とする軽減税率の仕組みを理解

し、今後の補助金の活用及び経理等事務処理の準備の

ためにも、商業・サービス業を営む事業者の方はぜひ

ともご参加ください。 

■日 時：平成28年６月６日㈪ 

     15:30～16:30 

■会 場：村松商工会２階大会議室 

■テーマ：消費税の制度改正に伴  

     う“軽減税率対策補助金”  

     の概要と対応 

■講 師：今井 進太郎  氏／中小企業診断士・１級販売士 

     （ｸﾞﾛｰｶﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役） 

■申 込：村松商工会へ直接お問い合わせください。 

消費税「軽減税率」対策に関する講習会のお知らせ 

＜村松商工会・新潟県商工会連合会主催＞ 

消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

消費税「軽減税率」対策セミナー 

 消費税率の再引き上げとともに、飲食料品等を対象

とした「軽減税率（8％）」制度が導入される予定で

すが、この制度は対象品目が複雑で、企業の経理や税

務処理等の実務に多大な影響を及ぼすと予想されま

す。（「軽減税率」制度は、対象品目を扱わない事業

者を含め、すべての課税事業者が標準税率10%と軽

減税率8%の区分経理を行う必要があります。） 

 本セミナーでは、制度の仕組みや今後企業の経営者

が準備・対応すべきポイントについてお伝えしますの

で、ぜひご参加ください。 

■日 時：平成28年６月２７日㈪ 

     14:00～16:00 

■会 場：村松商工会２階大会議室 

■テーマ：“軽減税率”制度の基礎知 

     識～中小・小規模企業の 

     対応と留意点 

■講 師：近藤 信  氏／税理士・中小企業診断士 

     （税理士法人近藤まこと事務所代表社員） 

■申 込：6月20日㈪までにお申込みください。 

【お問合せ・申込先】村松商工会 TEL.0250-58-2201  FAX.0250-58-8409 

消費税率10％への引き上げに合わせて、飲食料品を対象とした「軽減税率」制度が導入されます 

村松商工会 



  

 
  村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

  無料個別相談会（６月開催） 

ＮＩＣＯカフェ 

阿賀北五泉 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公益財団法人

にいがた産業創造機構）の共催による経営個別相談会

を開催します。売上拡大、経営改善、資金繰り、商品

開発、創業など、様々な経営課題に関する相談に対応

します。（事前に予約が必要となります。） 

 相談は無料！ぜひ気軽にご活用ください！ 

■相談日時：平成28年６月２８日㈫ 

 13:30～16:00 

 ※相談時間は１社45分。 

 ※6/24㈮までに村松商工会へ 

      お申し込み下さい。 

■対応者：辰喜 太輔 氏 

 （税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

納期特例適用事業者 

源泉所得税の中間納付手続きについて 

 給与の実支給人員が常時9人以

下で、源泉所得税の納期特例の適

用事業所については、７月が給与

に係る源泉所得税の中間納付月と

なります。 

 １月～６月に預かった源泉所得

税は、下記の期日までに納付手続

きを行わなければなりません。 

（納付する税額がない場合でも給料・賃金・報酬の報

告は必要です。） 

 商工会で記帳・源泉徴収事務指導を受けている方

は、賃金台帳等を作成の上、下記日程の間にお早目に

商工会までお越しください。 

■指 導 日：平成28年７月１日（金）～７日（木） 

       9:30～11:30／13:00～15:30 

■必要書類：①源泉所得税納付書 

      ②１月～６月までの賃金台帳（給料 

       明細）または源泉徴収簿等 

      ③前年分の源泉徴収簿・納付書の控 

■納付期限：平成28年７月１１日（金） 

  NICOでは、ヘルスケアオンライ

ン株式会社代表取締役・谷田昭吾

氏を講師に迎えたセミナーが開催

されます。 

 タニタが赤字に苦しんでいた時

代の経営者である谷田大輔氏は

「健康をつくる」というコンセプ

トを掲げ、事業に全力を注いだ結

果、今のタニタ、そして大ヒット

したタニタ食堂があります。 

 なぜ、大赤字の事業にこだわったのか。父・谷田大

輔氏から学んだ経営学を客観的視点で語り継ぐと同時

に、独自で学んだ最新の心理学・NLPやポジティブ心

理学の視点でその成功要因を分析し、ビジネスや日常

生活で応用できる形式で解説されます。 

◆日時：平成28年６月１３日㈪ 15:00～16:45 

◆会場：アオーレ長岡 １階市民交流ホールＡ 

    （長岡市大手通1-4-10） 

◆参加費：3,000円／1名 

◆講師：谷田 昭吾（たにた しょうご） 氏 

     （ヘルスケアオンライン㈱代表取締役） 

◆問合先：(公財)にいがた産業創造機構 企画チーム 

 TEL:025-246-0025  FAX:025-246-0030 

【ＮＩＣＯ経営戦略セミナー】 

タニタの成功の法則 
～タニタを世界No.1へ導いた“経営の秘訣”とは～ 

新潟県統計情報（産業） 【出典：新潟県勢要覧2016】 

日本政策金融公庫（金融情報） 

   国民生活事業の貸付利率（平成28年5月18日現在） 

    ◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 
       運転資金：５年以内/1.25～1.85％ 
       設備資金：10年以内/1.25～1.85％ 

    ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 
       運転資金：７年以内/1.30％ 
       設備資金：10年以内/1.30％ 
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Muramatsu Management Express   2016.6 

第１期労働保険料納入のお知らせ 

 商工会に労働保険事務を委託している事業所の皆様

には後日納入通知書を送付いたしますので、通知書に

記載の金額を期日までお納めください。 

納入期日：平成２８年６月２３日（木） 
※口座振替実施日になります。現金納付の方は期日ま

でに 商工会へお納めください。 

６月の行事予定 

2㈭ 
工業部会三役会 

さくらｶｰﾄﾞ会役員会・ｲﾍﾞﾝﾄ委員会 

村松商工会館 

村松商工会館 

3㈮ 指導職員部会下越Ｂ支部総会 新潟市 

4㈯ 第15回むらまつ100円商店街 村松商店街 

5㈰ のぼり旗祭り歩行者天国イベント 村松商店街 

6㈪ 
軽減税率対策補助金説明会 

商業部会総会 

村松商工会館 

村松商工会館 

7㈫ 
下越ブロック商工会長会議 

納税貯蓄組合事務局会議 

新潟市 

新津税務署 

9㈭ 新津法人会総会 秋葉区 

10㈮ 青年部清掃活動 村松公園 

15㈬ 
新ｼｽﾃﾑ及びｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ研修会 

公庫マル経協議会 

県商工会館 

新潟市 

16㈭ 法人会県連総会 新潟市 

20㈪ 
新ｼｽﾃﾑ及びｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ研修会 

五泉市雇用対策協議会総会 

県商工会館 

五泉市 

21㈫ 
青年部長等研修会（主張発表大会） 

（～22日㈬） 
泉慶（新発田市） 

22㈬ 
工業部会運営委員会 

工業部会総会 
村松 

23㈭ 
青年部常任委員会 

五泉・阿賀地区女性部正副部長会議 

村松商工会館 

津川商工会館 

24㈮ 新潟県商工会職員協議会通常総会 新潟市 

27㈪ 
軽減税率対策セミナー 

副会長研修会 

村松商工会館 

新潟市 

28㈫ よろず支援拠点個別相談会 村松商工会館 

30㈭ 監事講習会 新潟市 

主催：村松商工会商業部会 

創業成功事例・販促セミナー開催（参加無料） 
「“思い”をカタチにした…私の創業ストーリー（体験談）」 

市場拡大のチャンス！自社の自慢の商品をＰＲしてみませんか？ 
～公益財団法人にいがた産業創造機構による展示会・商談会等のお知らせ～ 

「第51回スーパーマーケット・トレードショー2017」 

 食品に関する国内最大規模の商談専門展。スー

パー、百貨店、ホテル等の流通関係者が例年９万人

以上来場し、多くの商談が期待できます。 

①日程：平成29年2月15日㈬～17日㈮ 

②場所：幕張メッセ全館 

③対象者：新潟県内に本社・事業所を有する事業者 

④募集商品：新潟県内で製造された加工食品 

⑤負担金：過去の出展回数5回未満…100,000円 

     過去の出展回数5回以上…120,000円 

⑥申込締切：平成28年6月23日㈭ 午後5時 

「『新潟うまいもの』セレクション会議」 

 首都圏流通のプロが商品をチェック&アドバイス！

食の商品開発、食品表示、パッケージデザイン等の

相談を優先的に受け付けます。会議での採択商品に

は首都圏販路開拓の支援があります。 

①日程：平成28年8月30日㈫～31日㈬ 

②場所：新潟グランドホテル 

③対象者：新潟県内に事業所を有する企業・生産者 

④募集商品：新潟県内で製造された加工食品 他 

⑤参加費：無料（応募点数は1社あたり2点まで） 

⑥申込締切：平成28年6月10日㈮  

【問合せ先】公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO） 販売促進・市場開拓チーム 神田、丸山 

  TEL:025-246-0044  FAX:025-246-0030  E-mail:shoku@nico.or.jp  URL:http:www.nico.or.jp 

 新潟県では、繊維関連の事業で、デザイナーやク

リエイター等の外部専門家を活用して自社の企画提

案力を高める取組を支援するため、県内企業とクリ

エイターとのマッチング交流会を開催します。マッ

チング後の取組みに対する補助金制度もありますの

で、ぜひご活用ください。 

⑴日時：平成28年6月28日㈫ 13:30～17:30 

⑵会場：表参道・新潟館ネスパス3階 

⑶参加者：県内に事業所を置く繊維関連製造業の中  

   小企業者、デザイナーやクリエイター等の専門家 

⑷参加費：無料   ⑸定員：15社 

⑹プログラム  

 ①参加企業の会社商会、製品等展示 

 ②参加クリエイター、デザイナー等の紹介 

 ③名刺交換・個別商談・打合せ 

⑺申込方法：6月17日㈮までに参加申込書にてお申し

込みください。 

【申込・問合せ先】新潟県産業労働観光部 

 商業・地場産業振興課 地場産業振興室 

 TEL:025-280-5243  FAX:025-280-5278 

   E-mail:ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

県内繊維製造業者とクリエイターとの 
マッチング会～参加者募集～ 


