過去最多の参加者！
！
第14回燕商工会議所
会員大会
燕商工会議所会員拡大サービス委
員会（吉塚道夫委員長）は10月27
日、平成30年度第14回会員大会を
燕三条ワシントンホテルで開催しま
した。
本大会は、前半と後半の二回に
分けて開催し、前半コースが174
名、後半コースが238名、合わせ
て412名の過去最多の参加者で賑
わいました。

名の参加があり、トレードショウと
工場の祭典の話題で盛り上がりまし
た」と話がありました。また、当会
議所の会員状況について、
「全国的
に商工会議所の会員数が減少してお
り、
その理由の1位は『廃業』であり、
次に多いのが『会議所を利用するこ
とがない』であるとのこと。会議所
を訪問しやすくし、地域の経済活性
化を図り、補助金制度の活用など是
非とも会議所に参加していただきた
い」としました。
次に大澤則夫専務理事より燕商工

田野隆夫会頭は冒頭のあいさつで
「10月3、4日に開催した『燕三条
ト レ ー ド シ ョ ウ2018』 に つ い て
触れ、約4,000人の国内外のバイ
ヤーが集まり多くの商談につながり
ました。同時開催の『東京つばめ交
流会』は今年で8回目となり、首都
圏より約40名、地元企業から約40

会議所の事業活動について説明と報
告があり、アトラクション、大抽選
会へと移りました。
アトラクションは、燕PR大使で
ある上杉香緒里さんを昨年に引続き
お招きし、
『上杉香緒里オンステー
ジ』を開演。今年の新曲「鬼灯（ほ
おずき）
」のほか、多くの歌で場内

つばめjobナビ事務局●五十嵐

0256-63-4116

日本政策金融公庫からのお知らせ
日本政策金融公庫は、みなさまの身近な政策金融機関です。

★国の教育ローンのご案内★
（融資限度額） お子さま１人につき３５０万円以内
※海外留学
（一定の要件があります）
は４５０万円以内
（ご返済期間） １５年以内
（交通遺児家庭、
母子家庭または
世帯年収
（所得）
200万円
（122万円）
以内の方は１８年以内）
（金
利） 年1.90％
（28.5.10現在）
（固定金利）
65％
※母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年１．
（お使いみち） ・学校納付金（入学金、授業料、施設設備費など）
（大学、短大、専修学校、高校などが対象）
・受験にかかった費用
（受験料、
受験時の交通費・宿泊費など）
・住居にかかる費用
（アパート・マンションの敷金・家賃など）
・教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、留学費用、学生の国民年金保険料など
※今後１年間に必要となる費用がご融資の対象となります。

【お問い合わせ先】
（その他、事業資金の取扱いも行っております。）
国の教育ローン
事業資金のお問い合わせ先
教育ローンコールセンター
三条支店 国民生活事業
ＴＥＬ ０５７０−００８６５６
〒９５５―００９２ 三条市須頃１−２０
受付時間 平 日９時〜２１時
三条商工会議所会館２階
土曜日９時〜１７時
ＴＥＬ ０２５６−３４―７５１１
受付時間 平日９時〜１７時

国民生活事業

をしっとりさせました。歌の合間の
「じゃんけん大会」では勝者にオリ
ジナル手拭いがプレゼントされ、盛
り上がりました。
続いて『お楽しみ大抽選会』を行
い、今年も多くの会員事業所様のご

協賛を頂き「空クジなし」で大盛況
のうちに終了しました。最後は、吉
塚委員長の音頭により全員で「がん
ばろうエール」
で締めくくりました。
多くの会員の皆様よりご参加を頂
き、誠にありがとうございました。

燕商工会議所では、「地元就職を考えている学生の方」、「転職・再
就職を検討されている方」を対象に、燕地区の事業所に特化した求人企
業情報サイト「つばめjobナビ」を運営しております。ご興味ありまし
たら、是非一度ご覧ください。
また、サイト内にて、事業所の仕事を1日体験できる「社会人イン
ターンシップ」の受付も行っております。朝礼から終業までをまるごと
体験してもらうことで、仕事内容や職場の雰囲気を、就職
前に知ることができます。体験後には、お米などの記念品
も受け取れます。
※「つばめjobナビ」「社会人インターンシップ」に登録し
ていただける事業所も引き続き募集しております。

つばめ会議所ニュース
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企業名

認証日

シワケマッシュ（6コイン分別貯金箱）

㈱互コーポレーション

カレー賢人

山崎金属工業㈱

手造り

彫金駒沢

純銅おろし金

カラール

アルミストロー

Ａ

『新消費税』
セミナー

コース

開催日
2018/
10/30

時

11月21日（水）

B

『事業承継』
セミナー

コース

開催日

間 午後7時〜9時

時

11月22日（木）

間 午後7時〜9時

カリキュラム

1. 激変する消費税制概要
と影響
2. 軽減税率の範囲
3. 中小企業の特例計算
4. インボイス制度
「適格請求書等保存方
式」
とは

㈲片力商事
シワケマッシュ
（6コイン分別貯金箱）

講

会

師 関東信越税理士会巻支部

当法人会青年部会顧問
税理士 横山 剛 先生

場 燕商工会議所

３階

カリキュラム

1. 事業承継の現状
2. 事業承継の課題

＝問い合

燕市役所市

0256-

行 政
講

1

師 関東信越税理士会巻支部

当法人会青年部会顧問
税理士 齋藤 隆 先生

新館研修室

＝問い合

燕市役所市民

0256-

申込方法 申込書に必要事項を記入し、FAXでお申込みください。電話でも結構です。
公益社団法人燕西蒲法人会 FAX 0256-64-2113 ☎ 0256-64-2115

相談

申込締切 11月16日
（金）

WEB

マーケティングセミナー

燕商工会議所
燕商工会議所

10

時〜午後３時

「経済講演会」午後5時30分〜午後6時30分

第1部

【講師】株式会社ユニークワン 代表取締役 立川
■問い合せ
■主
催

午前

☎ 0256-66-1111

30

21

日㈬

燕市井土巻3丁目65

１

11

月

燕三条ワシントンホテル

会場

〈第3回〉12月17日(月) 午後3時30分〜午後5時30分
「GoogleAnalytics活用セミナー」

26

分〜午後４時

午後5時30分〜

〈第2回〉12月10日(月) 午後3時30分〜午後5時30分
「各ソーシャルメディアの特徴と活用方法」
「リスティング広告の運用テクニック」

11

時

12月3日㈪

開催
日時

〈第1回〉11月26日(月) 午後3時30分〜午後5時30分
「WEBマーケティング基礎」
「インターネット広告を活用した集客方法」

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

午後

（公社）
燕西蒲法人会燕地区会「経済講演会」
並びに燕地区税理士の先生方との忘年会

「WEBやSNSが大事なことは分かっているが、結局何をどうしたら良いか分からな
い…」
っと思っている方々に向けて、最新のメディア環境やWEBマーケティング全般
の基本的な知識について、
プロのコンサルタントが詳しくご説明いたします。
また、インターネット広告の有用性や活用方法、各種ソーシャルメディアの特徴、さら
にGoogleAnalytics内の各種指標の定義・具体的な活用方法ついてなどをレク
チャーいたします。製造業、小売業、飲食業・
・
・業種を問わずお役立ていただけます。
WEB初心者の方でも安心してご参加ください。

ご案

日㈪

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は11月26
日（月）です。認定ご希望の場合、2営業日前（11月21日（水）
）
までに申請をお願いします。詳しくはお問合せください。
【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課 0256-63-4116

■会場
燕商工会議所

月

純銅おろし金

無料

産業財産権窓口相談日

手造り

アルミストロー

の

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

（全3回）単発の受講でもＯＫ！ 参加

カラール

30

12
12 ／
／ 5
9 ・
12
・
19
・
26

3. 事業承継税制の活用

★「Aコース」
「Bコース」とも会場は3階の新館研修室を予定しておりますが、申込者多数
の場合、3階ホールに変更もあります。
受 講 料 各コースとも、当法人会会員【無料】 非会員 2,000円(当日承ります)
★当法人会では社会貢献事業と致しまして、タオルを収集し、後日まとめて介護福祉施設
に寄贈しておりますので、タオル１〜２本のご寄贈をお願いします。

カレー賢人

毎週水曜日・午後７時 分まで

名

後継者問題解決の糸口

日曜窓口

品

来年１０月から１０％に上がる

30

分〜正午まで

商

『経営改革セミナー』

事業後継者問題
「新消費税」
と、解決の糸口 「事業承継」

来年10月
から変わる

毎月第２日曜日・午前８時

燕商工会議所メイド・イン・ツバメ認定委員会では、会員の皆様から申請された商
品を審査し、「メイド・イン・ツバメ」として認定しています。商品は随時募集してお
ります。輸入品との差別化やブランド力のアップ、燕製品のPR等にお役立て下さい。
（2018/10/30認定）

公益社団法人燕西蒲法人会青年部会主催

※燕・分水サービスコーナーでは︑窓口延長・日曜窓口業務は行っておりません︒

メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！

和行

担当：柿原

【 演題 】
『幸福ですか？ えんむすびのススメ！』
【 講師 】フリーアナウンサー 小野澤 裕子 氏

第2部「忘年会」午後6時30分〜午後8時頃まで

法人会燕地区会の皆様と燕地区税理士の先生方との交流の場です。

★参 加 費

4,000円 （会 員：忘年会参加者のみ、講演会までは無料）
6,000円 （非会員：忘年会参加者のみ、講演会までは無料）
【タオル1〜2本のご寄付をお願いします。後日まとめて介護福祉
施設に寄贈いたします】
★申込締め切日 11月22日(木)
★申込方法 申込用紙に必要事項を記載の上、FAXもしくは電話にて
（公社）燕西蒲法人会燕地区会事務局までお申し込みください。
FAX 0256(64)2113
☎ 0256(64)2115

飲食店 スマホで撮る
！撮影セミナー
メーカー 〜プロが教える撮影テクニックでワンランク上の写真紹介〜
向け

講師

初心者歓迎

宗村亜登武 氏

募集対象

審査方法

❶．
金属洋食器、金属ハウスウェア製品
❷．
「❶」の生産加工技術を基礎とする関連製品
（燕市
内の事業者が企画・開発・製造のいずれかに関わっ
ているものに限る
（販売のみは不可）
）
❸．
新分野開発製品
（燕市内の事業者が企画・開発・製
造のいずれかに関わっているものに限る
（販売のみ
は不可）
）
❹．
上記において、今後の金属洋食器、金属ハウスウェ
ア産業の活性化を図るとともに、産地産業の振興に
寄与すると認められるもの。

資料並びに現品による審査
なお製品パッケージは審査対象外とします。

賞

そんな方にぜひオススメ！

当日は、お店のお料理や商品など、実際に撮影したいモノとスマホをお持ちください。
日時

12 月 3 日（月）

午後3時30分〜午後5時30分

会場

燕商工会議所

●主催 燕商工会議所（消費税転嫁対策セミナー）
《申込先》燕商工会議所 中小企業相談所
（担当：柿原）FAX:0256-63-8705

点数／賞金

募集期間

2018年11月1日
（木）
から2019年1月31日
（木）
まで

日時/2019年2月22日
（金）
13時00分から16時30分まで
会場/
（公財）
燕三条地場産業振興センター
メッセピア4階 大会議室

・写真の構図、料理の配置 ・光の当て方、
おすすめアプリetc
お店の魅力＆発信力を高めましょう
！

出品料

審査委員会

「インスタグラム、facebookで情報発信している」
「メニューブック、店内ポップを作成している」

プロのテクニックを学んで、スマホの撮影レベルUP！

❶．
新規性・革新性→優れたアイデアが盛り込まれてお
り、
既存類似品との差別化が図られているか。
❷．
デザイン性→造形的に美しいか。
❸．
機能性→既存類似品と比較してどの程度優れているか。
❹．
市場性→市場ニーズやトレンドを反映しているか。

無料

賞と賞 金

ステキな写真を自分で撮って、お店の魅力をもっと伝えよう！

審査基準

応募資格

表彰式

日時/2019年3月26日
（木）
次の❶または❷に該当する者
13時30分から16時00分まで
❶．
燕市内の事業者
会場/
（公財）
燕三条地場産業振興センター
❷．
燕市内の事業者が企画・開発・製造
（販売のみは不
リサーチコア7階 マルチメディアホール
可）
のいずれかに関わっている国内の事業者

応募点数

お問い合わせ先

新潟県燕市物産見本市協会事務局
（燕市 産業振興部 商工振興課）
❶．
1社当たりの出品点数の制限はありません。
❷．
セット・シリーズの単位は出品者によるものとし、
セット 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
製品やシリーズ製品、
グループ製品として出品される TEL 0256-77-8289 FAX 0256-77-8306
E-mail jtidc@city.tsubame.lg.jp
場合は１点とみなします。

M＆A事
支援事

■第三者に事業
と考えてい
■廃番になると
製造してい
■地場産業に不
設備を有し

窓 口
経営支援課（
までご連絡く

つばめ会議所ニュース

平成30年11月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

〜 月

11
／
21 11
・
2 28
12
9
6

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

月はありません︒

11

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

談会

の

案内

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

月
日㈭

13

法律相談日

日本政策金融公庫国民生活事業個別相談会

12

磨き屋シンジケート
金属バフ研磨
社内検定
研磨業者の共同受注グループ「磨
き屋シンジケート（平浩昭チェアマ
ン）
」では、10月20日に磨き屋一番
館にて、第１回磨き屋シンジケート
金属バフ研磨社内検定を実施しまし
た。
本年度受験者は12名で、燕市だけ
でなく市外、県外からも受験希望者
があり、長らく廃止されていた研磨
検定への要望の高さが伺えました。

試験は１級、２級それぞれに、実
技試験、学科試験が行われ、受験者
は終始真剣に試験課題へ取り組んで
いました。
次回開催予定は2019年10月を予定
しております。
社内検定にご興味がございまし
たら、磨き屋シンジケート事務局
（TEL：0256-63-4116） ま で お 問 合
せください。

第１回の合格者は以下の通りです。
１級合格
氏
名
事業所名
田 中
廉
小林研業㈱
羽 賀
翔
美匠
久 保
剛
ミズホ㈱
丸 山 敏 彦
㈱大原研磨
小 島 和 浩
㈱コジテック
２級合格
氏
名
事業所名
広 田 浩 平
小林研業㈱
大 嶋 海 悟
燕研磨振興協同組合（磨き屋一番館）
滝 沢 亜季仁
燕研磨振興協同組合（磨き屋一番館）

燕機械工業会
視察研修会

午後
時

１

分〜午後４時

30

事業承継
事業

業を譲りたい
いる方
と困る商品を
いる方
不可欠な技術や
している方

課（63-4116）
ください

燕 機 械 工 業 会（ 長 谷 川 博 会 長 ）
は、10月18日 に 視 察 研 修 会 を 開 催
しました。最初に新潟市産業振興
セ ン タ ー で 開 催 の「 に い が たBIZ
EXPO2018」を見学。参加者は、自
社の経営に関係する提案や展示品に
目を向けていました。
次に、新潟市江南区にあるグリー

ソンサイクニ㈱を視察しました。グ
リーソンサイクニ㈱ではギアを製造
する際の刃を研削する機械を製造し
ています。会社の概要説明を受け、
その後工場内を見学しました。参加
者から同業者ならではの視点での質
問が多くあり、有意義な研修会とな
りました。

中小企業が助成金を活用して
「働き方改革」を実践する方法

～働き方改革の最終目標である人材活用戦略～

工業部会
台湾企業・
団体と
燕企業との
交流会
鈴木市長、台日商務交流協進会の
理事で宮周企業有限公司の社長、周
政龍氏より挨拶がありました。他
に、燕三条地場産業振興センター海
外販路支援部と燕市医療機器研究会
のメンバーも参加して相互の交流と
共にビジネスについても有意義な交
流会となりました。

工業部会（長谷川克紀部会長）で
は、10月25日燕三条ものづくりメッ
セに出展している台湾企業・団体と
の交流会を開催しました。
今年６月に燕三条地場産業振興セ
ンター、ジェトロ新潟と共に台湾の
企業・団体を訪問しており、今回は
台湾企業・団体の出展に合わせて交
流会を開催しました。

工業部会
グローリー㈱埼玉工場
ロボット導入
検討会
ロボットは上半身だけの双腕型ロ
ボットで顔には人の目の代わりにカ
メラが２つ付いており、画像を認識
しながら作業を進めていきます。グ
ローリー㈱埼玉工場では、この人型
ロボットと自社のノウハウと導入ま
でのサポートをパッケージして販売
をしています。今後、燕の工場でも
こういった人型ロボットが導入され
る日も近いかもしれません。
また、現在放送されている下町ロ
ケットは燕市がロケ地となっていま
すが、こちらは前回の下町ロケット
の撮影が行われた工場で当時の撮影
の様子の写真や関係者のサインが展
示されていました。

工業部会では、10月29日ロボット
導入検討会としてグローリー㈱埼玉
工場を訪問しました。グローリー㈱
は兵庫県姫路市に本社があり、紙
幣・硬貨の識別技術・搬送技術を駆
使し、人に代わって作業を担う高度
な通貨処理技術を提供しています。
訪問したグローリー㈱埼玉工場で
は、
「ロボットができる事はロボッ
トに任せ、人には人にしかできない
事に能力と時間を集中していく」と
いう想いを込めて、生産ラインへの
ロボット導入にいち早く着手し「人
とロボットとの協働」を目指すもの
づくりに取り組んでいます。現在で
は、23台のロボットが生産ラインで
稼働しています。稼働している人型

−社員の健康が企業を活性化−

経営者のための健康経営セミナー
開催日時
開催場所
講

演

11 月 22 日㈭

午後2時〜午後4時

燕商工会議所 ３階 新館研修室

受講料

無料

少子高齢化を勝ち抜く
健康経営セミナー
◆健康経営とは
◆健康経営のすすめ方

労働委員会セミナー
燕商工会議所労働委員会（原田新
三郎委員長）では≪中小企業が助成
金を活用して「働き方改革」を実践
する方法≫として井上智玄特定社会
保険労務士を講師に11月１日、燕商
工会議所三階ホールで労働セミナー
開催しました。
「働き方改革とは、社員が働きや
すい職場環境を整備することで労働
生産性を高め、企業の業績アップを
図ることが目的です。その取り組み

第440号（3）

には各種の助成金が活用できます。
これを機会に社会から選ばれる会社
作りを目指して欲しい」と話し説明
に入りました。
そして、働き方改革関連法の施行
スケジュールにも触れ、
その中の
「年
次有給休暇の取得義務化」について
受講者の要望もあり細かに説明しま
した。
旬な話題でもあり、参加者は真剣
に受講していました。

講

師

稲田社労士事務所・東京管理協会 所長
特定社会保険労務士／健康経営・働き方改革推進本部 健康企業育成WG座長

稲田

定

員

30名
（定員になり次第、締め切らせていただきます）

主

催

共

催

後

援

アクサ生命保険株式会社 燕営業所
燕市東太田6856 燕商工会議所会館2階
TEL：0256-63-4969 FAX：0256-66-4013
燕商工会議所
燕市東太田6856
TEL：0256-63-4116 FAX：0256-63-8705
協会けんぽ 新潟支部
社会保険労務士

まつかわ事務所

耕平 氏

つばめ会議所ニュース

（4）第440号

平成30年11月15日発行

北陸信越ブロック大会
下諏訪大会に参加しました！

青年部だより
会員数115名（11月1日現在）

青年部は会員を
募集しています！
燕商工会議所青年部は、若手経営者とし
ての資質向上を目指し、様々な企画・セミ
ナー・視察等の企画運営を通じて、自己研
鑽に努めています。若手経営者としての悩
みや相談を共有できる仲間作りの場とし
て、仕事の情報やつながりを得る場として
活用されています。
満20歳～ 45歳の商工業等に従事する若
手経営者ならびに後継者であれば入会が
可能です！詳細は事務局（TEL：63-4116）
までお気軽にお問合せください！

燕商工会議所青年部（齋藤隆範会長）は10月
13日、10月例会として長野県下諏訪町で開催さ
れた北陸信越ブロック大会下諏訪大会に参加し
ました。昨年、燕市で開催したブロック大会で
すが、今年は下諏訪YEGに襷をつなげるべく
多くの会員にて参加しました。分科会・大物産
展・記念式典に参加し、下諏訪の地を満喫しま
した。また、大懇親会では北陸信越をはじめ各
地から集まったYEGメンバーとそれぞれ交流
を深めました。

燕商工会議所

運輸・情報通信業部会

会議所の動き

主催

インバウンドとアウトバウンドセミナー

11月 15日㈭
18日㈰
20日㈫
22日㈭
25日㈰
26日㈪

燕商工会議所運輸・情報通信業部会（山田貢市部会長）では、訪日外国人
3,000万人とどのように向き合い、
自社ビジネスに結び付けるかをテーマにセミ
ナーを開催いたします。グローバル化の中で国内市場は少子化の影響などから
縮小している中、訪日外国人数・出国日本人数は増加の一途を辿っております。イ
ンバウンドとアウトバウンドの増加をチャンスと捉え、自社の発展へとつなげま
しょう！AIBA認定貿易アドバイザーの田辺良則氏を講師にお迎えし、新潟におけ
るインバウンドとアウトバウンドについてお話をいただきます。
ぜひともお申込みください。
日時

11月22日

午後3時30分〜5時

会場
講師

27日㈫
28日㈬
12月
3日㈪
6日㈭
7日㈮
10日㈪
13日㈭

参加費
無料

燕商工会議所 ３階 ホール

※このコーナは燕市民や企業に勤め
る従業員の皆さんから健康や医療へ
の意識をより高めてもらうことを目
的に燕市医師会（甲田豊会長）のご
協力によりお届けしています。

AIBA認定貿易アドバイザー

いじめについて

平成31年

燕市新春賀詞交換会開催のご案内
深秋の候、
ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
新年の挨拶を行っていただくため、燕市及び商工３団体による平成
31年燕市新春賀詞交換会を下記日程にて開催いたしますので、多数の
ご出席を賜りますようご案内申し上げます。
時

平成31年1月4日
（金）
午後6時〜午後8時
（予定）
※ 午後5時3０分より受付開始

㈱萬会館燕店 （燕市白山町３

会

場

会

費 １人当たり 4,000円

力構造が不安定化すると、自分の優
位を確認・確保するためにいじめ的
行動が多発します。最近の学校にお
けるいじめも「弱者にならないため
の行動」という側面が強く、本質的
には権力闘争であると言えます。
一方ボノボの社会では、権力争い
はほとんど見られず、ストレスを感
じると互いにハグをするのだそうで
す。また観察実験によると、彼らは
自分に何の見返りがなくても見知ら
ぬ相手に先に食べ物を与えたりする
利他的行動や、
「あくびの伝染」など
の共感的行動も頻繁に見られるのだ
そうです。
ヒトは、チンパンジーやニホンザ
ル的側面とボノボ的側面を併せ持っ
ているようですが、いじめ問題を解
決するためには、チンパンジーのよ
うな闘争的側面ではなく、ボノボ的
な側面を強化してゆく必要があるよ
うです。
そのために、まず大人が率先して
他者の気持ちに寄り添うような共感
的態度を示したり、利他的行為を実
行したりして手本を示したいもので
す。スマホやパソコン、ゲームなど
の機械相手の時間を減らし、身体的
接触を持つ生活ができたら更にいい
なと思います。

今回は、いま社会で大きな問題と
なっているいじめについて考えてみ
ます。
いじめとは「不当あるいは薄弱な
根拠で差別し苦痛を与えること」と
定義できます。子どもたちが日々教
室で怯えているいじめも、職場で障
害者が受ける嫌がらせも、ナチスの
ユダヤ人虐殺や外国人差別も、視点
を変えればいじめと言えます。
いじめは人間社会だけでなく、サ
ルのように序列の厳しい動物の社会
にもあります。チンパンジーでは、
大勢で一匹の個体を「面白がって」
攻撃することが観察されています。
面白いのはボノボという、チンパ
ンジーを小さくしたような類人猿で
す。チンパンジーと同等の知能を持
ち、群れを作って生活しているボノ
ボですが、チンパンジーとの大きな
違いは個体間の争いもいじめもほと
んどないことです。様々な慰撫的接
触を行うことにより個体同士の緊張
が高まるのを防ぎながら、彼らは平
和な暮らしを営んでいます。
「いじめ」の基本構造は、
「序列を
巡る闘争」であると考えてよいと思
います。例えばニホンザルの社会を
見ても、ボスザルを頂点とした序列
が安定している社会では権力争いは
起こりにくいのです。しかしその権 燕こころのクリニック

■定
員：20名（★人数限定／先着順）
■申込方法：申込書に記入のうえ、11月19日（月）
までにFAXにてお申込み
ください
■申込み・問合せ先：燕商工会議所 経営支援課（担当：井畑／小林）
TEL（0256）63-4116 FAX（0256）63-8705
■後
援：新潟県中小企業支援プラットフォーム、日本金属洋食器工業組合

TEL0256-64-4371）
※駐車場満車の場合は燕商工会議所駐車場をご利用下さい

そ の 他 ご出席の方は、
会費を添えて、
12月20日
（木）
までに

燕商工会議所または燕市商工振興課へお申し込み下さい。

・燕商工会議所 （TEL 0256-63-4116 ／ FAX 0256-63-8705）
・燕市商工振興課（TEL 0256-77-8231 ／ FAX 0256-77-8306）
主

巻税務署管内税務協力団体協議会合同納税表彰式
第150回簿記検定試験（１〜 3級）
飛燕夏まつり役員会
インバウンドとアウトバウンドセミナー
第41回2、3級福祉住検定
メイドインツバメ認定委員会／知的産業財産権相談会
webマーケティングセミナー／巻公共職業安定所管内雇用協議会役員会
マル経資金審査会
総合運営委員会
スマホ撮影セミナー
正副会頭と各部会正副部会長との懇談会
燕三条トレードショウ実行委員会
webマーケティングセミナー
法律相談会

No.86

田辺 良則 氏
研修
トバウンド」
テーマ「新潟におけるインバウンドとアウ

日

（11月中旬〜 12月）

催 燕市・燕商工会議所・吉田商工会・分水商工会

小林 昭 先生

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

★次号は

幹事さん、お任せください

5名様より50名様くらいまで

あらゆる事業資金をバックアップします

時間外は本店ローン相談日をご利用いただけます。
毎 週 水 曜 日 17：30〜20：00
第１・第３土曜日
9：00〜17：00

4,000円コース（オール込み）
5,000円コース（オール込み）

12

いさみ

月 日（土）折込みです。

カンタン手続き、スピード審査、担保や第三者保証人は
不要です！
最高500万円、
返済期間７年以内

◎飲み放題コース（2時間）

15

TEL0256-61-1305

燕市廿六木三区（スーパー原信前）

燕商工会議所 〒959-1289 燕市東太田6856
建設業部会

TEL 0256-63-4116 FXA0256-63-8705

