
 

①クーポン券を受け取る際にお 

客様からご自宅の郵便番号を記 

入してもらってください。 

②お客様から受け取ったクーポ 

ン券はすべて保管し、別途お配 

りする「日計表」に回収枚数とクーポン利用による売

上金額を記入してください。クーポン利用期間終了

後、12/20㈬までに「日計表」と回収したクーポン券

を商工会へご提出いただきます。 

※①と②については本事業の効果を検証し、国への事

業報告に活用する資料となりますので、保管・回収に

ご協力をお願いします。 

今月のトピックス 

村松商工会                    商工会が運営するECサイト【むらまつ商売繁盛.com (URL) http://www.muramatsu-niigata.com】 
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事業：むらまつ 得 クーポン発行事業開始 

経営：青年部主催経営セミナー（商売心理学）開催 

経営：無料法律相談・無料経営個別相談会開催 

金融：個別金融相談会（１日公庫）開催 

事業：女性部「ふるさとパック」受付開始 

情報：11月度予定・社保・税務・金融情報等 

村松商工会青年部主催経営セミナー 

 商品は見せ方、提供方法によってお客様の感じ方と

印象が大きく変わります。効果的な広告、販促、営業

を行う９つの心理テクニックを具体的に説明します。 

 どんな会社やお店でも『お客様は人である』。そし

て人は「心」で好き嫌いを感じ、「心」で興味と無関

心を決め、「心」で買うか買わないかの行動に至りま

す。そのため人の「心」を理解し、その動かし方を身

につけ、売上を上げましょう。 

 どんな業種でも対応可能！ぜひお越しください。 

◆日時：平成29年１１月２７日㈪ 16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：酒井 とし夫 氏 

   （ﾌｧｰｽﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ㈲代表取締役） 

◆参加費：無料 

◆申込：村松商工会へお電話または 

            FAXにてお申込みください。 

  （TEL:0250-58-2201／FAX:0250-58-8409） 

商売心理学～心理学を取り入れて売上をぐんぐん伸ばす～ 
無料法律相談（村松会場）のご案内 

○相談日：平成29年１１月３０日㈭ 10:00～12:00 

 ※秘密厳守、相談無料です。 

○会 場：村松商工会館 相談室 

○相談員：弁護士 水内 基成 氏 

 利息の過払い請求や従業員との労働契約に関するト

ラブル、後継者への事業承継、遺産相続に関するトラ

ブル、売掛金の回収、商品販売に関するトラブル等…

この機会にご相談ください。 

 事前にお電話での予約（村松商工会：0250-58-

2201）をお願いします。 

発行元：村松商工会／経営支援室 

〒959-1705 新潟県五泉市村松乙２４５ 

TEL:0250-58-2201 FAX:0250-58-8409 

E-mail:mms2201@blue.ocn.ne.jp 

URL  http://www.muramatu-net.or.jp 

平成２９年度伴走型小規模事業者支援推進事業 

「むらまつ 得 クーポン」発行事業の開始について 
 利用期間：平成２９年１１月１５日㈬～１２月１５日㈮ 

 配布日：平成２９年１１月１４日㈫朝刊折込（五泉市全域） 

 村松商工会では、11月15日㈬から約１か月間クーポ

ンチラシ発行による販売促進・販路開拓事業を実施し

ます。参加店におかれましてはクーポンを集客の呼び

水として、自店のPRや売上増加、新規顧客獲得に向け

右記のとおりお客様への対応をお願いします。 

 

 右図ののぼり旗を後日配布しますので、 

11/15㈬から店頭に設置をお願いします。 

 

 新聞折込の他、参加店１店あたり予備とし 

て30枚配布します。お客様から要望がある場 

合にご利用ください。 

 クーポン発行事業用「のぼり旗」の設置 

 各店舗へのクーポンチラシ配布枚数（予備） 

 クーポン利用の際に対応いただく事項 

電話番号・住所 

お店の名前 

クーポンイメージ 

 【お問い合わせ（事務局）】村松商工会（担当：落合・石井）TEL.0250-58-2201／FAX.0250-58-8409 

(URL)  http://www.muramatsu-niigata.com 
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１１月の行事予定 

2㈭ 
五泉・阿賀地区役員懇談会 

女性部・県女性連50周年記念大会打合せ 

阿賀町津川 

村松商工会館 

5㈰ ごせん紅葉マラソン 五泉市 

6㈪ 新潟県女性連50周年記念大会 新潟県商工会館 

7㈫ 県連巡回指導 村松商工会館 

8㈬ 村松包友会主催料理講習会 村松公民館 

9㈭ 職員協議会事務局長部会研修会（～10㈮） 湯沢町 

10㈮ 納税表彰式 秋葉区役所 

11㈯ 青年部主催 大人のお見合いパーティー 新潟市中央区 

13㈪ H29労働保険事務組合事務担当者研修会 ハイブ長岡 

16㈭ 

労働保険事業主説明会 

商工会全国大会 

商工会長特別研修（～20㈪） 

新津健康ｾﾝﾀｰ 

東京都 

 

17㈮ ニッポン全国物産展（～19㈰） 東京都 

20㈪ 
個別金融相談会（１日公庫） 

青年部全国大会（～22㈬） 

村松商工会館 

沖縄県 

21㈫ 商業部会視察研修（～22㈬） 東京都 

22㈬ よろず支援拠点無料個別相談会 村松商工会館 

27㈪ 
青年部主催経営セミナー 

青年部忘年会 

村松商工会館 

村松 

28㈫ 職種別研修会（経営指導員主任主事） 新潟県商工会館 

30㈭ 無料法律相談 村松商工会館 

日本政策金融公庫（金利情報） 

  国民生活事業貸付利率（平成29年10月12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/1.16～2.35％ 

        設備資金：10年以内/1.16～2.35％ 

     ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

        運転資金：７年以内/1.11％ 

        設備資金：10年以内/1.11％ 

 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

五泉市福祉会館 16㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

阿賀町役場本庁 22㈬ 10:00～15:00 

１１月の年金相談のご案内 

 

 年末運転資金や設備資金、毎月の返済に係る条件変

更等、日本政策金融公庫の担当職員が相談をお受けし

ます。事前予約が必要となりますので、商工会の経営

指導員までお問い合せください。 

◆日時：１１月２０日㈪ 10:00～16:00 

◆会場：村松商工会館 相談室 

◆内容：①事業資金の申込について 

    ②既存借入金の返済に係る条件 

     変更等資金繰りについて 

    ③経営改善計画の作成について 

◆応対者：日本政策金融公庫 担当職員 

◆申込：11月15日㈬までに村松商工会へお申し込みく 

    ださい。（TEL:58-2201 FAX:58-8409） 

～日本政策金融公庫による国の制度融資～ 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ 

  村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

  無料個別相談会【11月開催分】 

  新潟県よろず支援拠点（にいがた産業創造機構）と

の共催による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、様々な経営課題について無料でご相談いただけま

す。ぜひご活用ください。 

■相談日時：１１月２２日㈬ 13:30～16:00 

 ※相談時間は１社あたり45分。 

 ※11/17㈮までに商工会へお申し込みください 

■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 

※新潟市秋葉区役所の駐車場は体育館側をご利用ください。 

【お問合せ先】 

 ○年末調整説明会 TEL.0250-22-2171（直通） 

 ○青白決算説明会 TEL.0250-22-2153（直通） 

年末調整 
説明会  

11月21日㈫ 13:30～15:30 

五泉市福祉会館 3階大会議室 

決算 
説明会  

12月13日㈬ 10:00～12:00（青色・営業） 

12月13日㈬ 13:30～15:30（青色・農業） 

新潟市秋葉区役所 6階601号室 

12月14日㈭ 10:00～12:00（白色・営業） 

12月14日㈭ 13:30～15:30（白色・農業） 

新潟市秋葉区役所 6階601号室 

新津税務署開催平成２９年分各種説明会のおしらせ 

   女性部からのお知らせ 
  ◆女性部から秋の味覚をお届け！ 

           「ふるさとパック」 

 【内容】村松産むき栗・木越産里芋 

             蛭野産銀杏・村松育ちのこがねもち 

     村松産りんごチップス の詰合せ 

 【価格】3,000円（消費税込）※発送希望の場合は別途送料 

 【申込】11月24日㈮までに商工会事務局へお申込頂くか、   

    下記URLからお申込み下さい。 
    http://www.shokokai.or.jp/15/murajo/ 

 
 

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方

の加入促進を行っています。皆様の周りで商工会に

未加入の方や新たに事業を創業予定の方、創業され

た方がおられましたら、商工会への加入をお勧めく

ださるようお願いします。  

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導

内容等のご説明に伺いますので、商工会までお知ら

せください。 

商工会員募集へのご協力のお願い 


