つはめ会議所NEWS

2021.12.15◦毎月15日発行

VOL.

■URL https://www.tsubame-cci.or.jp

477

発行所 燕商工会議所
編集発行人

専務理事 大澤則夫

〒959-1289
新潟県燕市東太田6856（廿六木3区）

■E-mail main@tsubame-cci.or.jp

TEL.0256
（63）
4116
FAX.0256
（63）
8705

燕商工会議所青年部
創立40周年
記念事業
燕商工会議所青年部（鈴
木康仁会長）では、創立40
周年記念事業を11月23日、
燕三条地場産業振興セン
ターにて開催しました。来
場者の人数制限を実施の上、
来賓と県内の商工会議所青
年 部 メ ン バ ー、 歴 代 OB が
参加しました。来場者には、抗原検査を実施し、手指の消毒をこまめに行うなど
感染症対策を実施の元、開催しました。
記念式典では、鈴木会長の挨拶の後、主管地を代表して田野隆夫会頭より挨拶
がありました。その後、来賓の花角新潟県知事、鈴木燕市長、桜井県議よりご祝
辞をいただきました。
最後に、歴代会長に感謝状を贈呈。各会長に縁のある方々より、メッセージが
ありました。県外の方からのメッセージは、オンライン中継で対話を行いました。
式典終了後には、歴代会長のパネルディスカッションを開催しました。様々な
話題があり、現役メンバーの刺激となりました。
祝賀会では、密を避けた席の配置の中、マスク会食としました。感染症対策の
注意喚起を行い、燕らしく皆様をおもてなし、日頃のご支援に感謝申し上げ、創
立40周年を記念し、更なる飛躍を誓う場となりました。

燕商工会議所

QRコードから友だち追加
LINEアプリの『友だち追加』→『QRコード』で
右のQRコードを撮影し、ご登録ください。
LINE ID

ID検索から友だち追加
LINEアプリの『友だち追加』→『ID ／電話番号』
で右記のIDを入力し、ご登録ください。

●経営に役立つ様々なサービスの情報

役立つ情報を
配信中♪

経営・法律・税務・金融などの専門相談など

●展示会・商談会の情報
●地域の話題・イベント情報

●会員交流・講演会・セミナーの情報
●上記案内の他、国・自治体などの行政機関に関する情報、および会員
企業の製品・サービスに関する情報を配信

燕市商工団体
正副懇談会開催
燕商工会議所（田野隆夫会
頭）は11月18日に萬会館を会
場に、吉田商工会、分水商工会、弥彦村商工会の協力により燕市商工団体正副懇
談会を開催しました。この懇談会は平成27年度から実施しているもので、来賓
に鈴木燕市長をお迎えしました。鈴木燕市長より「With コロナ禍での産業振興策」
をテーマに講演をいただき、その後、懇談を行いました。
講演の要旨は以下のとおり。
●新型コロナウイルスワクチンの接種状況並びに今後の予定について
燕市のワクチン接種状況は11月17日時点で1回接種者（12歳以上）91.1％、
2回接種者（12歳以上）89.9％となっている。3回目の新型コロナウイルスワク
チン接種については、医療従事者（対象者数400～500人）について11月中旬
に案内を送付、12月に接種を開始予定。1～2月には介護施設職員と入居者を対
象に実施。65歳以上の高齢者や基礎疾患のある方の接種については来年2～3月
の接種開始を予定している。
●フェニックス11等による経済対策に係る令和3年度までの報告と令和4年度事業について
令和2年度は県下第1位の予算規模となる約10億円の予算を組み、クーポン事
業や PCR 検査費用の補助等の支援を行った。令和3年度は With コロナに対する
支援で経済を回すためにクーポン事業を継続。さらに支援の枠を運輸等、幅広い
分野へ拡充させ支援を行った。新年度事業計画・予算については、アフターコロ
ナをテーマに作成していきたい。
●大河津分水通水100周年記念事業について
大河津分水路は1922年に通水を開始し、来年で100年を迎えるため、通水
100年についての諸事業を展開していく。
● With コロナ・After コロナへの対応について
ワクチン接種証明を発行するためには、マイナンバーカードの普及が重要となっ
てくる。マイナンバーカードの発行数を増やす為の施策として、企業に出向き手
続きを行うなどの取組を実施していく。

特製玉子焼きあります！
ホームページ開設しました！
ぜひご覧ください。
特製

玉子焼き

（税込）
1本 ￥1,620

燕 店
吉田店

社会保険労務士

「新たに機械を購入したい」 「職場環境を良くしたい！」

従業員のためになる投資、
助成金 が活用できるかもしれません
【お問い合わせ・ご相談】

NA＆HRコンサルティング社会保険労務士法人

（旧新潟安全研究所）

TEL 0256-64-5288

mail tomo@na-consulting.jp

まつかわ事務所

一般財団法人

日用金属製品検査センター
・日用製品の安心・安全の為に試験・検査を
・
ＳＧマーク製品認証の試験検査機関です
新潟県燕市物流センター1-9
http://www.jmhic.or.jp/
☎0256-62-3131
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コレクションケース
バキューム式スタビライザー

認定日

㈱ワクイ
CVS-1

2021/
11/22

for SMiLE lab㈱

燕商工会議所工業部会（阿部貴之
部会長）では、11月25日（木）に燕
市役所にて、燕商工会議所卸商業部
会（神田智昭部会長）
、吉田商工会
工業部会（後藤英樹部会長）
、分水
商工会工業部会（大倉龍司部会長）

の4部会合同で、
「企業 PR のための
名刺交換会」を開催しました。約50
社の事業所が参加され、それぞれの
会社概要や事業内容について、熱心
に説明していました。
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＝問い合

燕市役所市

0256-

行 政

1

1

バキューム式スタビライザー

燕市役所会議室101

にいがた県央金型協同組合
セミナー開催
コレクションケース

CVS-1

＝問い合

燕市役所市民

0256-

認定は月1回、委員会を開催して行っております。次回は12月21
日（火）です。認定ご希望の場合、2営業日前（12月17日（金）
）
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

り感謝申し上げます。
本キャンペーンは、
「商工会議所共済制度」
を会員の皆様にご理解いただき、福利厚

連絡先

燕商工会議所

総務課

TEL 0256-63-4116

デジタルトランスフォーメーション（DX）
って必要なの？
皆さんこんにちは。燕商工会議所
会員の恩田です。
今回が最終回（第六回）となりま
す。デジタルトランスフォーメー
ションって必要なの？と題して全６
回に渡り、SFTC（スマートファク
トリーツバメクラウド）やデジタル
ノ ギ ス のIoT化 な ど の 具 体 的 な 事
例、DXの必要性やアナログからデ

デジタル技術を効果的に使っていき
ましょう。
ということだと思います。
できるところから一歩ずつ進めてみ
ませんか？
最近ではAIの画像解析による外
観検査やスマートグラス（特にAR
技術）活用による作業支援、RFID
の活用やビーコン（Bluetooth）に
よる位置情報の把握なども実用的に

ジタルへ変えることの効果や重要
性、そしてDXの進め方などについ
てお伝えしてきました。
皆さんはどのようにお感じになり
ましたでしょうか？中長期的に考え
れ ば「 や っ ぱ りDX っ て 必 要 だ よ

なってきました。
弊社サイトでは皆さんのお役に立
てそうなソリューション「DXビタ
ミン２１」を紹介しています。少し
でも気になるようでしたら、お気軽
にお問い合わせ下さい！

なぁ」と感じたのではないでしょう
か？そう思ったのでしたら早速最初
の一歩を踏み出してみましょう！そ
れでもやっぱり難しいなぁと思った
のでしたら、お気軽にご相談下さい。
すべてをDX化する必要はないと思
います。人間がやったほうが良いこ
と、デジタル技術に任せたほうが良
いこと、それぞれあると思います。

中小企業の
「ホワイト化」
を支援します
■ 人を大切にする
「企業認定」
取得支援で、
若くて優秀な人材を採用！
■ 労働環境を改善支援で、人材定着！
【お問い合わせ・ご相談】

TEL 0256-64-5288

について考えよう

NA＆Well-Being株式会社

mail tomo@na-consulting.jp
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DXビタミン21はこちら



株式会社ウイング
県央R&Dオフィス

3

30

分

の皆様の保障・退職金準備の他に、入院・介護・老後資金準備等様々な保障ニーズ
にお応えするものです。今後も引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い致します。

Transformation

10 22

時

生向上のお役立ていただくことを目的としております。経営者・役員ならびに従業員

デジタルトランスフォーメーション

このコーナーはDXについて、
全6回にわたって連載いたし
ます。

分〜午後

C 組）
を達成することができました。これも会員の皆様のご理解とご協力の賜物と心よ

No.6
No.5

午後１時

（202％）
、健康経営件数部門227件
（401％）
（会員数1,500 ～ 2,000会員の部：

12

貿易取引相談

蔭様をもちまして、PARTⅡ実績
（募集）において、全国上位入賞基準保険料部門

あらかじめ
4116、燕商工
でご予約下

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

制度キャンペーンPARTⅡ』
を10/1
（金）～11/30
（火）の期間実施致しました。お

ご案

分

全国商工会議所メンバーによるベストウイズクラブでは、
『 商工会議所共済・福祉

の

毎月第１・３金曜日
午後１時 分〜午後４時

令和3年度 BWC福祉共済制度キャンペーン
PARTⅡ御礼

DX

相談

日㈬
時〜午後３時

ことを目的に開催したものです。
消費税の免税事業者が「課税事業
者」を選択しなかった場合、直接今
後の取引にどのような影響がありそ
れがどのように関わってくるのか等
わかりやすく説明され、免税事業者・
課税事業者のメリット・デメリット
を十分に理解した上で選択して欲し
いと話されました。
受講者は熱心な様子で、高頭税理
士からは説明会終了後の個別相談に
も丁寧に対応して頂きました。

Digital

ました。また、同氏入社当時の苦労
話や厳しい経営状況が長らく続いた
こととそれを徐々に克服していった
ことなど実体験を交えた講演となり
ました。平易な言葉でわかりやすい
語り口調に受講者は聞き入っていま
した。

月
午前

にいがた県央金型協同組合（山縣
理事長）は11月19日、
「日本料理ちゃ
んこ越葉」において、中野科学㈱代
表取締役中野信男氏を講師に迎えセ
ミナーを開催しました。
電解研磨の原理や同社の独自技術
である「電解砥粒研磨」について図
解つきでわかりやすく解説いただき

「免税事業者向け
消費税インボイス制度 の
概要について」の説明会
燕商工会議所・燕商工会議所中小
企業相談所・燕青色申告会は11月24
日燕商工会議所を会場に、関東信越
税理士会巻支部を後援としてセント
ラル税理士法人高頭日出夫税理士を
講師に迎え「免税事業者向け消費税
インボイス制度の概要について」の
説明会を開催しました。
この説明会は、令和5年10月1日よ
り消費税の適格請求書保存方式（イ
ンボイス制度）が導入されることに
伴い、より制度を理解していただく

／ ・ ・ ・

企業名

30

／

商品名

30

毎週水曜日・午後７時 分まで

燕製品のPR等にお役立て下さい。

日曜窓口

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、

分〜正午まで

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。

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

工業部会
企業 PR のための
名刺交換会開催

※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
メイド・イン・ツバメ商品
さらに追加！
追加！

令和3年12月15日発行

恩田

実

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

令和3年12月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

／ ・
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〜

15 12
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磨き屋シンジケート
金属バフ研磨社内検定実施のお知らせ
令和3年度

磨き屋シンジケート（平浩昭チェアマン）は、令和3年度磨き屋シンジケート金属バフ研磨社内検定
を実施致します。開催スケジュールは以下の通りです。詳しくは事務局までお問い合わせください。
◆開 催 日
◆会

場

◆募集期間

月

1

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

令和4年3月13日
（日）
学科試験：燕商工会議所

実技試験：磨き屋一番館

令和3年12月29日13時まで

※受験には磨き屋シンジケートへの加入が必要となります。
※申し込みは磨き屋シンジケートHPよりお願いします。
※会場の都合により受験人数に限りがございます。先着順となりますので
ご了承ください。

詳しくは事務局までお問い合わせください。
磨き屋シンジケート事務局：TEL 0256-63-4116
Mail main@migaki.com

／

ジャパン・ツバメ・インダストリアル
デザインコンクール 2022 締切迫る！

㈫

18

午前
時〜正午

10

▪表彰

合わせ＝

-77-8107

（直通）

準グランプリ
優秀賞

談会

27

月
日㈭

23

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

12

中小企業庁長官賞 1点 賞金12万円
関東経済産業局長賞 1点 賞金10万円
新潟県知事賞

1点 賞金10万円
複数

賞金なし

小規模企業共済

◦掛金は全額所得控除。
◦共済金…「一時払、分割払、一時払と分割払の併用」
◦共済金は退職所得扱い。または公的年金等の雑所得扱い。
◦貸付制度有り

制度の特色

◦常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主および会社の
役員。
（商業・サービス業は従業員5人以下）
◦個人事業主の配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」
（2名まで）

加入できる方

◦1,000円〜70,000円。
（500円きざみ）
◦増額・減額可。

毎月の掛金

がんばる経営、
応援します

経営セーフティ共済
（中小企業倒産防止共済）

国内の事業所
（本店）

▪応募点数

制限なし
※シリーズの単位は出品者によるものとし、シリー
ズとして出品される場合は1点とみなします。

▪募集期間

2021年10月1日
（金）
から2021年12月24日
（金）
まで
申込書に必要事項を記入のうえ、出品製品、使用
シーン動画
（希望者のみ）
と一緒に下記窓口までご
提出ください。

◦貸付限度最高8,000万円
◦貸し付けは無担保・無保証人・無利子。
◦掛け金は損金。
（必要経費）

制度の特色
加入できる方

◦1年以上継続して事業を行っている中小企業者。

毎月の掛金
◦5,000円〜200,000円の範囲で5,000円きざみ。
（800万円になるまで） ◦増額・減額も可
共済金の貸付
（貸付限度額）
↓
掛金総額の10倍または
被害総額のいずれか少ない方

◦加入後、6ヶ月以上経過後、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収
が困難となった場合には、契約者の請求により共済金の貸付けが受けられます。
◦返済期間 5,000万円未満
5年
5,000万円以上6,500万円未満
6年
6,500万円以上8,000万円以下
7年

詳しい内容は中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。 経営セーフティ
申込先 燕商工会議所 経営支援課 TEL 0256-63-4116

検 索

新潟県燕市物産見本市協会事務局
1．金属洋食器、金属ハウスウェア
（国内の事業所
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
（本店）
が関わっているもの）
2．
「1」以外の新製品
（燕市内の事業所
（本店）
が関 （燕市役所 3F 産業振興部 商工振興課内）
TEL 0256-77-8232
（直通 FAX 0256-77-8306
わっているもの）
Email: jtidc@city.tsubame.lg.jp）
◦1・2ともに販売のみは不可
◦審査委員会開催日前概ね2年以内に製作され
たもので、過去において本コンクールに出品
していないもの

▪審査基準

（1）
革新性（2）
審美性（3）
機能性（4）
市場性
（5）
社会・環境性

詳しくは左記 HP へ

妊活応援セミナー

知的産業財産権窓口相談日

月 日㈪
午後１時〜午後４時
12

法律相談日

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

30

1点 賞金20万円

▪募集対象製品

案内

16

賞  金

経済産業省製造産業局長賞 1点 賞金12万円

審査委員特別賞

の

12

点数

グランプリ 経済産業大臣賞

民課市民生活係

0

▪応募資格者
賞

事業主の
退職金制度です

この制度は、取引業者の倒産の影響を受けて中小企業自らが連鎖倒産する等の事態
を阻止し、
経営の安定を図るための制度です。

相 談

1

第477号（3）

●と
き 令和4年2月20日
（日）
13：30～16：00
●と こ ろ 燕市保健センター
●対
象 燕市民または在勤で妊娠を希望する人、不妊
に悩んでいる人、不妊治療を始めようと思っ
ている人、不妊治療について学びたい人 等
●内
容 13：30～15：00 講話
妊活に大切な身体づくりについて、不妊になる原因、不妊治療に
ついて 等
15：00～16：00 個別相談 ※希望者のみ
●講
●定

たか だ あん な

師 髙
 田杏奈さん
（県立吉田病院 産婦人科非常勤医師）
員 講話：20名 個別相談：3組
かんたん申請は
ホームページは
こちら
こちら
※講話、個別相談ともに要予約
●参 加 費 無料
●申込方法 電 話または、ファックス、かんた
ん申請からお申し込み下さい
●申込期限

2月14日（月）まで

申込、問合せ 燕市保健センター 担当：今井 ℡0256-93-5461

アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

0

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

〜さらなる企業の発展のために〜

健康経営に取り組みませんか？
健 康 経 営は 、アクサ 生 命 がサポートします！

お問合せ先

燕営業所

☎ 0256-63-4969

※
「健康経営」
はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。 AXA-A2-2020-0077／847 2020.03.10

つばめ会議所ニュース

（4）第477号

令和3年12月15日発行

青年部は会員を
募集しています！

青年部だより カードゲーム型研修「2030
SDGs」を開催しました！

会員数117名（12月1日現在）

燕商工会議所青年部（鈴木康仁会長）では11
月6日、公開経営研修委員会としてカードゲーム型研
修「2030 SDGs」を開 催しました。9月例 会 では、
SDGs 研修をオンラインで開催しました。SDGs の理解
を深めるため、カードゲームを利用し、その世界観を
体験して学びました。
参加者からは「カードゲームを通じての研修は、他
の参加者と交流でき、楽しく学ぶことができた。内容も
分かりやすく、SDGsを近い存在に感じることができた」
との話がありました。

会員事業所の
取り組み紹介

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！

会議所の動き

清雲亭 山重

12月

趣ある街並みから「北越の小京都」と
称される加茂市で180年以上も続いてきた
老舗料亭「清雲亭 山重」
。屋号の「山重」
は創業者が「上の山の重兵衛」と呼ばれ

1月

ていたことに由来しています。創業当時
は「湯屋 長寿湯」という湯屋を営みなが
ら、お料理を提供されておりました。昨

（12月中旬〜 1月）

16日 ㈭

法律相談会

21日 ㈫

メイドインツバメ認証委員会

23日 ㈭

社会保険労務士 働き方改革 無料窓口相談会

27日 ㈪

知的産業財産権相談会

4日 ㈫

燕市新春賀詞交換会

11日 ㈫

工業部会正副部会長会議

14日 ㈮

会員拡大サービス委員会

年発行された「ミシュランガイド新潟
2020年版」ではミシュランプレートを受
賞。今年の10月には、本店店舗、仲町通

No.16

店の蔵と店舗が、国の登録有形文化財に

このコーナーはみなさまの生活に
関係する労務管理について、隔月で
連載いたします。

登録されました。

山重の忘・新年会プラン
15,000円コース

山重本店

13,000円コース
10,000円コース

12月になり、冬になりました。私

つまり65歳まで雇用する会社にお

もようやく肌寒く感じ、扇風機を使

いて、従業員が65歳となり退職した

うのをやめることが出来ました。そ

ため、その分を補充しようと思って

んな暑がりの原因である体重ですが、 も7割近い会社しか補充できないとい
今年中に100㌔切るという公約は守れ

いずれもお料理・飲物・席料・サービス料・

う考え方も成り立ちます。自主廃業

なさそうです、申し訳ありません。 する会社や規模を縮小する会社もあ

消費税込み
お迎えのお車についてはご相談ください

昨年の11月号を確認しましたら体重

り、そんなに単純ではありませんが、

ませ。

が132㌔と、約1年間で18㌔ほど落と

逆に規模を拡大していく会社も多く

しておりましたので、何卒お許しい

あると考えると、ますます若い世代

ただけましたらと思います。

を採用するのは非常に難しくなって

さて広報つばめ12月号をご覧にな

ホームページは
こちら

山重

訃

【お問い合わせ・お申し込み】

協栄信用組合 営業推進部
TEL 0256-61-1507
mail eigyosui@kyoei-shinkumi.jp

て、改めておデブを自覚したわけで

も職場環境改善に今から取り組んで

すが、写真はともかくとしまして中

いただき、従業員の皆様には国や県、

身については日頃から私が皆様にお

市町村が行っている職場環境に関す

話ししている内容となっています。

る認定に注目していただければ、燕

その巻頭特集と内容が被りますが、 全体において職場環境改善が進み、

報

改めて燕市の男女別・年齢別データ

人口減少はともかく交流人口を増や

（令和3年10月31日現在）を転記いたし

す一助になると思いますので、ぜひ

ます。総人口は78,230人
（男性38,191人・

一緒に取り組んでいきませんか？

女性40,039人）ですが、生産年齢人口
は44,959人（65歳 以 上 は24,522人 ） と
なっています。また5年ごとの人口の
比較をしますと、60 ～ 64歳が4,880人
に 対 し て、20歳 ～ 24歳 が3,332人 と
1,548人、32％の減少となっています。

忘・新年会
プラン 12 /1

井上智玄

（2021年11月114㌔・前回から
4㌔増／初回から21㌔減）

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

美味しくて楽しい宴会は燕三条ワシントンホテルで！

2021

燕商工会議所 顧問社労士
NA＆HRコンサルティング（労務）

2 /28

2022
▶

2 時間
飲み放

題
忘・新年
会プラン
全コース
瓶ビー
ル・ノン
アルコー
ワイ
ン・日本
ルビー
ル・
酒・焼酎
ジュース
・ウーロン ・ウイスキー・
茶・カク
ノンアル
テル各
コールカ
種・
クテル
各種・
コーヒー

8,700 円
7,700 円
6,700 円
コース

コース

コース

※写真はイメージです。※季節や天候により料理内容が変更になる場合がございます。

各種ご宴会もご予約承り中

tel（0256）66-2000（婚礼・宴会フロント）

（0256）66-1111（宿泊フロント直通） Email tswh@ts-wh.com

税
サービス料
込み

税
サービス料
込み

税
サービス料
込み

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1.66％
（R1.11.1現在）
（固定金利）
26％
※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

1

月 日（月）折込みです。

※助成金診断は無料、助成金申請の依頼、助成金受給時
に利用料金が発生します。
※詳しくは協栄信用組合営業推進部または各営業店へお
問い合わせください。

なく、事業継続を望む経営者の皆様

★次号は

国や自治体が用意する年間3,000種類もの公的
支援制度の中から自社に合わせた助成金を選定
し、適切な資金確保を支援致します。

事業拡大をしたい経営者だけでは

恥ずかしながら私が載っておりまし

仲町通店

当所の元会頭を務められた高橋作衛氏（協栄信用
組合元理事長）が、11月18日に逝去されました。行
年85歳でした。
高橋元会頭は、昭和53年8月に当所副会頭に就任。
平成5年8月に第9代会頭に就任され、平成16年10月
までの22年余にわたり、燕市の産業振興と当商工会
議所の運営に貢献されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

助成金支援サービス
「Jマッチ」

いく状況です。

られましたでしょうか。巻頭特集に

17

