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村松商工会報                                     【令和元年11月１日発行（Vol.78）】 

経営：青年部主催経営革新セミナー開催 

経営：女性部主催経営革新セミナー開催 

経営：無料個別労務相談・経営相談会開催 

金融：個別金融相談会（1日公庫）開催 

事業：青年部主催婚活事業のお知らせ 

情報：11月度予定・商談会・説明会情報等 

主催：村松商工会・青年部 

 新潟県内において全国印章売上第1

位・「はんこの大谷」として印章業界

のトップを走り続ける株式会社大谷。 

 多店舗化は難しいとされていた業界

の常識を覆し、全国135店舗を展開す

る同社も「後継者選び」には困難を極

めていました。   

 村松商工会（青年部）では、同社の

そのような状況の中で後継者として名乗りを上げた現代表

取締役・大谷尚子社長をお招きし、事業者向け講演会を開

催します。 

 親族内承継をきっかけに次世代を見据えた組織づくりに

取組み、現在もなお業績を伸ばし続けるその経営手腕につ

いて…必聴の講演です。業種問わずご参加ください。 

◆日時：令和元年１１月２７日㈬ 16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：大谷 尚子 氏（㈱大谷 代表取締役社長） 

◆申込：11月19日㈫までに村松商工会へお申込みくださ  

            い。（TEL:0250-58-2201 FAX:0250-58-8409） 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（11月開催分） 

 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、商品開発、創業など、様々な経営

課題に関する相談に専門家が対応します。（事前に予約が必

要となります。） 

 相談は無料、秘密厳守です。ぜひご活用ください。 

■日時：令和元年１1月２６日㈫ 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※11/19㈫までに村松商工会へ 

      お申し込みください。 

■相談員：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 

主催：村松商工会・女性部 

 県内経済の動向及び中小企業の経営

革新等に精通する（一財）新潟経済社

会リサーチセンター・研究部長の江口

知章氏が来会し、観光地活性化の取組

事例から、売上・集客アップの「情報

発信のポイント」や、地域資源を活か

しつつニーズに合わせた商品開発を行

うための「商品づくりのポイント」に

ついて講演いただきます。 

 地域や自社の持つ魅力を消費者にどのように伝えれば良い

のか、売上・集客アップの方法について、すぐに実践できる

コツやノウハウを分かりやすく楽しく伝授します。 

◆日時：令和元年１１月１２日㈫ 14:00～16:00 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：江口 知章 氏［（一財）新潟経済社会ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 研究部長］   

◆申込：村松商工会へお申し込みください。 
    （TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

【経営革新（商品開発・販路開拓）セミナー】 

あなたは“何”をお客様に届けていますか？ 
～観光地の取組事例から学ぶ売上・集客アップ基礎講座～ 

働き方改革無料個別相談会 

 働き方改革について事業者が抱える様々な課題に対し、社

会保険労務士が相談に応じます。何から手を付けたらいいか

わからない…という方でも気軽にご相談ください。 

■日時：令和元年１１月２０日㈬ 13:30～15:30 

■相談員：新潟働き方改革推進支援センター 

     登録アドバイザー（社会保険労務士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

【予約・問合せ：村松商工会 TEL.58-2201 FAX.58-8409】 

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 
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スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

【経営革新（事業承継事例）セミナー】 

「次世代を見据えた組織づくりに必要なこと」 
～現場を変えた社長の“ひと工夫”～ 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 
2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 
貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 
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１１月の行事予定 

1㈮  
市展・文化展表彰式 

地域公共交通活性化協議会 

五泉市総合会館 

五泉市福祉会館 

5㈫ 経営指導員研修会 朱鷺メッセ 

6㈬ 
経営指導員研修会 

フードメッセinにいがた2019(～8㈮) 

朱鷺メッセ 

朱鷺メッセ 

8㈮ 五泉・阿賀地区商工会役員懇談会 麒麟館 

11㈪ 村松建設業協同組合第2回理事会 建設会館 

12㈫ 女性部主催経営革新セミナー 村松商工会館 

13㈬ 工業部会視察研修 新発田市・新潟市 

14㈭ 県職員協議会事務局長部会研修会（～15㈮） 岩室 

16㈯ 青年部「婚活パーティー2019in村松」 池畔クルーズ 

18㈪ 商業部会視察研修 南魚沼市 

19㈫ 個別金融相談会 村松商工会館 

20㈬ 
働き方改革無料個別相談会 

納税表彰式 

村松商工会館 

秋葉区文化会館 

21㈭ 商工会全国大会 NHKホール 

25㈪ 労働保険事務組合事務担当職員研修会 新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

26㈫ 
よろず支援拠点個別経営相談会 
職員協議会指導職員部会下越B支部研修会（～27㈬） 

村松商工会館 

田上町 

27㈬ 
青年部主催経営革新セミナー 

青年部忘年会 

村松商工会館 

村松 

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 21㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

阿賀町役場本庁 27㈬ 10:00～15:00 

１１月の年金相談のご案内 

～素敵な出会いを応縁します～ 

「婚活パーティー２０１９ in 村松」開催のお知らせ 

主催：村松商工会青年部 後援：五泉市 

◆日時：令和元年１１月１６日㈯ 18:30受付 19:00開始 

◆会場：池畔クルーズ（五泉市上木越甲822） 

◆募集詳細： 

 ○男性10名（30～45歳）会費：5,000円 

  （五泉市在住または勤務先が五泉市内 

         の未婚の方） 

 ○女性10名（25～45歳）会費：2,000円 

  （未婚の方） 

◆申込：村松商工会（TEL.0250-58-2201）までお問合せ  

    ください。※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

 会場では、年末調整説明会に引き続き、消費税の軽減税

率制度等の説明会も開催しておりますので、是非ご参加く

ださい。 
【お問合せ先】新津税務署 

 ○年末調整説明会 TEL.0250-22-2171（直通） 

 ○決算説明会 TEL.0250-22-2153（直通） 

年末調整 
説明会  

11月19日㈫ 13:00～15:30 

新潟市秋葉区文化会館 1階ホール 

11月21日㈭ 13:00～15:30 

五泉市福祉会館 3階大会議室 

11月22日㈮ 13:00～15:30 

阿賀町文化福祉会館 2階研修会議室 

決算 
説明会  

12月11日㈬ 10:00～12:00（青色・営業） 

12月11日㈬ 13:30～15:30（青色・農業） 

12月12日㈭ 10:00～12:00（白色・営業） 

12月12日㈭ 13:30～15:30（白色・農業） 

12月13日㈮ 10:00～11:30（消費税） 

新潟市秋葉区役所 6階601号室 

新津税務署開催令和元年分各種説明会のおしらせ 

 

 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） 

◆日時：１１月１９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：既にご予約頂いている時間帯もございますので、 

    お早めに村松商工会へお問合せください。 

    （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 

   国民生活事業貸付利率（令和元年10月1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/1.21％ 

        設備資金：10年以内/1.21％ 

 

会員事業所が出展します！ 

 村松商工会では令和元年度伴走型小

規模事業者支援推進事業により食の総

合見本市「フードメッセinにいがた

2019」の出展支援を行っており、当

会からは「川上農園」と「酒井米店

（クレープ＊はなちゃん）」が出展し

ます。商工会にも招待状を用意しておりますので、来場希

望の方はぜひお声がけください。 

会期：令和元年１１月６日㈬～８日㈮ 

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 

   「展示ホール」「メインホール」 

入場料：3,000円 ※招待状持参の場合は無料 

公式Webサイト http://foodmesse.jp 

 

 

 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 


