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事業：第40回通常総代会開催報告 

事業：第19回むらまつ100円商店街開催 

地域：城下町のぼり旗祭り開催 

事業：商業者の防火・救命講習会開催 

情報：６月度予定・金融情報等 

   村松商工会第４０回通常総代会開催    

  村松商工会第40回通常総代会が、去る5月18日㈮午後2時30分から、

村松商工会館において五泉市伊藤市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29年度事業報告・収支決算

及び平成30年度事業計画・予算等、第１号議案から第12号議案の12

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。 

 特に、今年度は任期満了に伴う役員改選が行われ、下記の通り新役

員が選任されました。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。 

平成３０年度役員改選による新役員 

         村松商工会ポータルサイト「むらまつ商売繁盛.com」への参加者を追加募集します! 

◆平成２９年度事業報告・収支決算等を承認 

◆村松商工会新役員選任 

役職名 氏  名  事業所名 氏  名  事業所名 

会 長 阿部 律雄 阿部印刷㈱ - 

副会長 瀧澤  修 ㈲新瀧 加藤 勝則 ㈱加藤生コン 

理 事 石本 武臣 ㈱白瀧建設 伊藤 長義 ㈱蛇場緑地建設 

〃 今井 常裕 ㈱木曽屋酒店 今井 将人 イマイフォート 

〃 金子 武仁 ㈲ﾌﾛｰﾘｽﾄ･ｶﾈｺ 川村  伸 川村酒店 

〃 桑原 一憲 ㈲桑原宝石店 齋藤 淳一 斎藤薬局 

〃 佐久間 芳郎 ㈱佐久間鉄筋工業 佐々木 克浩 ㈱佐々木組 

〃 鈴木 進 ㈱鈴木石油店 髙岡 壱郎 ＲＥＰ髙壱 

〃 高岡 繁信 ㈱高岡商店 建石 弥厚 ㈲建石畳店 

〃 知野 十一郎 大三酒店 土田 伸一 ㈱ﾂﾁﾀﾞｵｰﾄ･ｻｰﾋﾞｽ 

〃 野﨑 和久 野﨑繊維工業㈱ 藤木 俊則 藤木藤七商店 

〃 布施 憲人 布施建具店 村井 恭一 ㈲小須戸屋 

〃 阿部 芳郎 阿部印刷㈱ 斎藤 みゆき ふるさと企画 

監 事 小林  誠 ㈲村松新聞販売 中山  学 ㈱中山自動車修理工場 

             村松商工会商業部会事業 

     第１９回むらまつ１００円商店街開催 

 商業部会では「第19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）！その他、

300円・500円・1000円均一の限定販売

商品・サービスも盛り沢山です。 

 大好評のスタンプラリー大抽選会も同

時開催！（6/1朝刊折込のチラシをご持

参ください。）当日は皆様お誘い合わせ 

の上、ぜひご来場ください！ 

●日時：６月２日（土）9:00～12:00 

    （※抽選会：10:00～12:00） 

●抽選会場：本町一 ㈱ﾂﾁﾀﾞｵｰﾄ･ｻｰﾋﾞｽ前 

  村松商工会では会員企業のIT活用販促・販路開拓支援

事業として、平成28年度にポータルサイト「むらまつ

商売繁盛.com（http://www.muramatsu-niigata.com）」

を、国の補助金を活用して構築し、現在63社の参加に

より運営しています。 

 今年度もサイトの拡充と活用促進のため、先着５社に

て参加企業の追加募集を行いますので、別紙案内チラシ

をご覧の上、この機会にぜひお申込みください。 

◇申込方法：チラシ裏面の申込書に必要事項を記載の   

   上、商工会へお申込みください。本年度は予算の関  

   係により先着５社までの申込受付となりますので、 

   ご了承ください。 

◇申込期限：平成30年６月１５日㈮  

 （先着順のため早めに締切となる場合があります） 

◇申込・問合せ先：村松商工会（担当：落合・石井） 

 TEL：0250-58-2201 FAX：0250-58-8409 

参加無料 
先着５社 
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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方

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３０年６月２５日（月） 
※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 

城下町のぼり旗祭り開催中（6日㈬まで） 

1㈮ 指導職員部会総会 新潟市中央区 

2㈯ 第19回むらまつ100円商店街 村松商店街 

3㈰ のぼり旗祭りメインイベント 村松商店街 

8㈮ 
商業部会防災・救命講習会 

新津法人会総会 

村松商工会館 

村松 

11㈪ 
青年部村松公園清掃活動 

さくらカード会役員会 

村松公園 

村松商工会館 

13㈬ e-Tax代理送信意見交換会 新津税務署 

20㈬ 下越ブロック商工会長会議 新潟市中央区 

22㈮ 商業部会総会 村松 

25㈪ 

副会長研修会 

工業部会役員会・総会 

よろず支援拠点個別経営相談会 

新潟市中央区 

村松 

村松商工会館 

27㈬ 署連青色申告会通常総会 五泉市 

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30年5月16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/1.16～2.25％ 

       設備資金：10年以内/1.16～2.25％ 

    ◆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％ 

 商業部会では、事業者の防火意識や来街者と地域住

民に対する安全対策意識の啓発を目的に、平成28年度

に防火講習会、平成29年度に救命講習会を開催してま

いりましたが、一度受講しただけではいざという時の

適切な対応は難しいという声が参

加者から寄せられていました。 

 新潟県内で商店街大規模火災が

発生したことや、病院外での突発

的な心疾患が増加傾向にあること

を鑑み、「商業者の防災・救命講

習会」を今年度も開催します。 

 商業部会主催事業ですが、業種

問わずご参加いただけますので、お誘い合わせの上お

申込みください。 

◆日時：平成30年６月８日㈮ 13:30～14:30 

◆会場：村松商工会館 ２階大会議室 

◆講師：五泉市消防本部 指導担当者 

◆内容：⑴訓練用水消火器による消火訓練体験 

    ⑵心肺蘇生法～ＡＥＤの使用方法について 

◆申込：６月５日㈫までに商工会へお申込ください。 

   （TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

商業者の防災・救命講習会開催 

村松商工会商業部会主催・五泉市消防本部協力 城下町村松のぼり旗祭り2018開催 

 60余本の武者絵のぼり旗が

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。 

◆のぼり旗掲揚期間：５月２８日㈪～６月６日㈬ 

◆歩行者天国イベント：６月３日㈰ 10:00～15:30 

 上町～仲町商店街の区間が車両通行止めとなり、ス

テージLIVEイベントやのど自慢、城下町村松クイズ王

決定戦、ちびっこ侍パン食い競争、村松甚句、よさこ

いパフォーマンス、フリーマーケット、フードコー

ト…盛り沢山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 

＜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！ 

【女性部が提案！村松まちゼミ】（６月開催分） 

  ６月１日㈮ 14:00～ 金鵄盃酒造（上町） 

 「城下町村松酒塾開催～地元の酒蔵を楽しもう！～」 

【城下町のHOTなお・も・て・な・し】 

  ６月３日㈰ 10:30～15:30 まつお呉服店前（本町１） 

  ①新茶、桜湯でほっと一息  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 

  こだわりの焙煎コーヒー（有料）や手技リラクゼー

ション（有料）も！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 その他飲食店や菓子店でも女性部限定企画が開催

中！ぜひ、まちを歩いて発見してみてください！ 

  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、相談無料・秘密厳守にて

ご相談いただけます。ぜひご活用ください。 

■相談日時：平成30年６月２５日㈪  13:30～16:00 

 ※相談時間は１社あたり45分。 

 ※6/20㈬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 


