通常議員総会
燕商工会議所では6月26日、萬
会館燕店において通常議員総会を開
催しました。
田野会頭は、挨拶で燕地域の景況
感に触れ、
「税務署と燕市の税収が
前年より少し増加する見通しであ
る。業種によって景況感に格差があ
るのは事実である。しかし、地域全
体では着実に景気は回復している」
としました。また、決算の全体につ
いて「新館の建設費用の支払いが完
了したことにより、財政的に少しず
つ余裕ができてきた」としました。
続いて議案審議に入り、平成30

年度事業報告については原案通り可
決されました。また、収支決算は原
案通り承認されました。
第2号議案として、大澤専務理事
より任期満了に伴う会頭選考に関す
る説明があり、会頭選考委員会委員
長の山崎顧問より会頭選考に関する
経過報告がありました。
それを受けて田野会頭は「年初は
今期限りで退任するとしていたが、
会頭選考委員会からの選考結果を受
け各副会頭および専務理事と協議
し、
「会頭団」として選考結果を受
け入れ、もう一期ふんどしを締めな

総会終了後、交流会を開催しまし
た。

おして頑張ろうと思います」と述べ
ました。

【燕商工会議所平成30年度収支決算】
会計名
収

支

（単位：千円）

一般会計

中小企業相談所
特別会計

労働保険事務組合
事業会計

特定退職金
共済制度
特別会計

MADE IN
TSUBAME
事業特別会計

燕三条メッセ事業
特別会計

合

計

収

入

179.750

74,782

18,865

217,194

17,216

23,200

531,009

支

出

136,361

79,156

19,146

218,645

11,262

25,682

490,254

燕商工会議所
第11回会頭杯ゴルフ大会

燕市「子ども夢基金」へ寄附
燕商工会議所では、６月
１ 日 に 開 催 し た 第11回 会
頭杯ゴルフ大会において、
新 潟 ゴ ル フ 倶 楽 部 の10番
ショートホールで参加者か
ら募ったチャリティー 10
万円を、６月17日に田野大
会会長と原田実行委員長が
燕市長を表敬訪問し、燕市
「子ども夢基金」に寄付し
ました。
社会保険労務士

まつかわ事務所

燕商工会議所会員の皆様へ
平素は、燕商工会議所の運営につきまして格別のご高配を賜り厚くお
礼申し上げます。
さて、燕商工会議所は、昭和24年の創立以来本年を持ちまして70周年を
迎えることとなりました。
これもひとえに皆様方のご指導とご支援の賜
物と深く感謝申し上げます。
つきましては、下記により記念式典を挙行し、先人の偉業を偲ぶととも
に、新時代に向け、産地の更なる飛躍をめざしたいと思います。
ご多用中誠に恐縮でございますが参加を希望される会員の方は７月31
日までに事務局（総務課）
へお申し込みください。
令和元年７月吉日
燕商工会議所 会頭 田 野 隆 夫
記

日

時

令和元年９月7日
（土曜日）

午後4時〜午後5時30分（予定）※午後3時4０分までにご来場ください
会

場

燕三条地場産業振興センター
別館 リサーチコア 七階 マルチメディアホール

参加申込等 燕商工会議所・総務課宛、
電話にて７月３１日
（水）
【厳守】
までにお申し

込みください
確認のため、後日参加申込用紙をお送りしますので、
ご記入の上ご返信
いただきますようお願い申し上げます
問 合 せ 等 燕商工会議所・総務課
電話（0256）63-4116 ／ fax（0256）63-8705

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

つばめ会議所ニュース

（2）第448号

企業名

純銅アイスクリームスプーン 【錦鯉】

㈱アサヒ

純銅アイスクリームスプーン 【雪だるま】

㈱アサヒ

珈琲考具

下村企販㈱

ドリップポット ITTEKI

チタン製シェラカップ

420cc

認証日

2019/
6/27

㈲片力商事

長岡リコー講演会

珈琲考具

ドリップポット ITTEKI

純銅アイスクリーム
スプーン
【錦鯉】
チタン製シェラカップ
420cc

純銅アイスクリーム
スプーン
【雪だるま】

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は7月31
日（水）です。認定ご希望の場合、2営業日前（7月29日（月）
）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

第39回 燕青空即売会

出店者募集します！

大好評をいただいております、
『燕青空即売会』
を下記日程にて開催いたします。多数の企業
の皆様のお申込みと、多数の市民の皆様のご来場を心よりお待ちしております

講師 ㈱あしたのチーム
日時
会場

本部長

7月24日㈬

田尾

豊

氏

午後1時30分〜午後3時30分

燕商工会議所 ３階 ホール

■定
員：30名（定員になり次第締め切ります）・社員の生産性を向上させたい
■申込方法：申込書に必要事項を記入の上、FAX ・採用力を向上させたい
にてお申込みください。
・離職率を軽減させたい
■問合せ先：燕商工会議所・中小企業相談所
・管理職を育成したい
TEL 0256-63-4116 FAX 0256-63-8705
・労務リスクを回避したい
http://www.tsubame cci.or.jp/

■日

時

7月25日（木） 午後3時〜午後4時30分

■場 所 協栄信用組合本店 4階 会議室
■参加締切日 7月19日（金）
■参加申込 営業店またはFax0256-61-1517（協栄信用組合営業推進部 担当：
加藤）までお申込みください。
■共 催 燕商工会議所

の

ご案

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

7

25

１
30

7

23

10

時〜午後３時

●働き方改革最新動向
●人事評価制度のポイント・ワークショップ（評価制度の構築を体験）

新しい制度へのスムーズな移行にお役立ていただきたく、燕商工会議所と共催で
開催するものです。多くの方の参加をお願い致します。
参加費
■講師 ①国税局、
または税務署担当官
無料
消費税軽減税率の概要について
②新潟県中小企業診断士協会 渡邊重仁 氏
実務対応ポイント
（会計システム上の対応、資金繰りの影響・対策、価格の見直し等）
キャッシュレス決済について

相談

午前

※エンゲージメントとは、社員の会社に対する「愛着心」や「思い入れ」と解釈されています。

軽減税率対策セミナー

0256-

日㈫

講座内容

●人事評価の最新情報
●エンゲージメントを向上させる人事評価

午後3時〜午後5時
製品安全スマート化とSafety2.0
テーマ
の具体例ほか

燕市役所市民

月

無料

午後1時30分〜午後2時50分
三方よしのスマート 無料
テーマ
講習
安全

1

＝問い合

有料講習
（テキスト代含む 税込１５，
０００円）

分〜午後４時

受講料

8月21日（水）

時

人事評価
制度
セミナー

開催
日時

講習

午後

今年で4回目となるTWINBIRD×燕三条夏フェス。2019≪入場無料≫が8/3
（土）
（10：00〜16：00）
に燕市のツインバード工業本社で開催されます。
燕三条地域の魅力を感じることのできる体験ブース、新潟・燕三条地域の人気グ
ルメの出店、
消防、
自衛隊車両、
遊びの広場など家族で楽しめる内容が充実！
また、今年はイベント初登場のキャラクターがやってくる、数量限定でイベント限
定グルメメニューのご提供、
ヤクルト×巨人戦の野球観戦チケットのほか、豪華景品
のじゃんけん大会の開催など盛りだくさんの内容となっています。
事前応募のクリーナーものづくり体験イベントは、
夏休
詳細は ☞
みの自由研究や思い出にいかがですか？
こちらから
「ツインバード 夏フェス」で検索！是非ご来場ください。

国の動向とその対策 無料

日㈭

（雨天決行・荒天中止）

テーマ

有料講習
（テキスト代含む 税込１５，
０００円）

午後3時〜午後5時
機械装置のガイドラインの大幅な
テーマ
見直しほか

月

10月6日（日）午前8時30分〜午後3時30分

会
場●燕市物流センター地内
出 店 対 象●燕市内に事業所を有し、
燕産地製品の製造・販売を行っている事業者
主 催 団 体●燕市役所
☎0256-77-8233
燕商工会議所
☎0256-63-4116
協同組合つばめ物流センター
☎0256-63-7660
出店負担金●前年度出店事業所
18,000円（税抜き）
新規・再出店事業所
22,000円（税抜き）
申込申込み●８月2日（金）までに協同組合つばめ物流センターに申込金と一緒にお申込みください。
そ の 他●昨年好評の「ツバメルシェ」が今年も開催されます。
問 合 せ 先●燕青空即売会実行委員会事務局 協同組合つばめ物流センター
〒959-1277 燕市物流センター１丁目15番地
電話 0256-63-7660 ＦＡＸ 0256-63-7679
e-mail：radd@tsubame.or.jp

午後1時30分〜午後2時50分

8
／

19
（月

産業財産権窓口相談日

開 催 期 日●

8月6日（火）

行 政

リサーチコア６F研修室

燕市役所会議室101

開催
日時

会場

毎週水曜日・午後７時 分まで

名

日曜窓口

品

30
算（案）が承認されました。特に学
30
習指導要領の変更によるプログラミ
ング教育の対応として、レゴロボッ
8
ト購入費用を予算計上しました。
8 ／
／
現在、燕市立小・中学校の発展を
7
11 ・
14
願う市民の会は158名の法人・個人
・
21
会員により構成されており、皆様へ
・
28
の参加を呼びかけています。
子どもたちの教育に関心のある方
＝問い合
はぜひとも事務局（TEL：63-4116） 燕市役所市
0256へお問い合わせください。
分〜正午まで

商

燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会（細川哲夫会長）は、６月27
日、萬会館を会場に定期総会を開催
しました。
燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会は地域教育の発展を願い、産
業界と市民の代表等から組織し、市
内の小・中学校の学力向上のための
支援を行っています。
定期総会では、事業報告・決算報
告の承認、事業計画（案）
・収支予

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。
（2019/6/27認定）

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会
定期総会開催

※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・ツバメ商品さらに追加！

令和元年７月15日発行

消費税価格転嫁対策・軽減税率制度に関するご相談は燕商工会議所に

令和元年度 3級簿記講座

～第153回日商簿記検定試験（試験日：11月17日）に向けて！～
簿記の仕組みから試算表作成までを、
わかりやすく説明する講座内容です
ので、
複式記帳者の青色申告特別控除
（65万円）
を活用される方にも大変勉強
になります。
この機会に是非ご参加下さい。

時●9月27日
（金）～ 11月5日
（火）
午後6時30分～午後8時30分
（12回）
会 場●燕商工会議所 ３階 新館研修室ⅠⅡ
講 師●税理士 高頭 日出夫 氏
受講料●会員 10,000円
（主催・共催団体会員）
非会員12,000円
（非会員事業所及び一般の方）
日

※上記受講料にはテキスト代が含まれています。
（みんなが欲しかった簿記の教科書 日商３級 商業簿記 第７版
※受講料は、9月27日
（金）
の開講前に徴収させて頂きます。

使用。
）

定 員●20名
（定員になり次第締め切ります）
申込方法●9月6日（ 金 ）迄 に 電 話 か Ｆ Ａ Ｘ、ま た は、メ ー ル で（matukawa@
tsubame-cci.or.jp）お申し込み下さい。
その他●筆記用具及び計算機を必ずご持参下さい。
問合せ●燕商工会議所経営支援課
（担当：松川・高澤）
TEL（0256）63-4116 FAX（0256）63-8705
主催●燕商工会議所／中小企業相談所 共催●(公社)燕西蒲法人会／燕青色申告会

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

令和元年７月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

〜 月

7
／
17 7
・
4 24
・
1 31 8
8

会場

市民課窓口係

10月2日（水）〜3日（木）

午前10時〜午後5時（二日目は午後4時まで）

燕三条地場産業振興センター多目的ホール

■来 場 予 定
■取 扱 商 品

5,000人（２日間 ＜BtoB＞）国内および海外バイヤー
生活雑貨、業務用厨房用品、園芸用品、利器工匠具、DIY用品、
ギフト用品、介護用品等
■出展申込み 7月18日（木）までに、燕商工会議所までお申込みください。
申込用紙は、燕商工会議所ホームページにございます。
■本 件 担 当 燕商工会議所経営支援課（五十嵐、高野）

-77-8125

（直通）

相 談

8
／

午前

9
月）

巻公共職業安定所
管内雇用協議会
定例総会

時〜正午

10

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

巻公共職業安定所管内雇用協議
会（中野信男会長）は６月27日、巻
地区の「三笠屋」で令和元年度定例
総会を開催。平成30年度事業報告並
びに収支決算、令和元年度事業計画
（案）並びに収支予算（案）
、役員選

談会

の

案内

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

月
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

任
（案）
が原案どおり承認されました。
中野会長は挨拶で「セミナーに力
を入れたい」とし、
「雇用に関する
情報発信を活発に行い、皆様から活
用して役立てていただきたい」と会
活動への協力を呼び掛けました。

あらゆる場面で女性が活躍できるような社会の実現を目指し
て、燕市では「つばめ輝く女性表彰2019」を実施します。
様々な分野で挑戦し、輝いている女性個人や女性の活躍推進
に積極的に取り組む事業所・団体を募集します。
■表彰対象

日㈭

法律相談日

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

22

今年も燕三条トレードショウ2019
を開催致します。昨年度は国内・海外
から3,800名以上のご来場を頂くこ
とができました。今年度は、海外バイ
ヤーからの注目度も高い日本の包丁、
数百本を展示する「包丁フェア」も予
定しており、更なる来場者増加が見込
まれます。この機会に御社の素晴らし
い商品・こだわりの商品を、燕三条ト
レードショウに並べてください！
お申込みお待ちしております。

日時

合わせ＝
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燕三条トレードショウ2019 出展者募集！

つばめ輝く
女性賞

燕市在住もしくは市内で事業所や地域などさまざ
まな分野で挑戦し、活躍している女性で、輝く女性
の身近なモデルになる女性。1名程度。

つばめ輝く
女性応援賞

女性が活躍しやすい環境づくりに積極的に取り組
む燕市内の事業所、団体。1事業所（団体）程度。

■応募方法（自薦・他薦は問いません）
推薦書（自薦の場合は応募用紙）を電子メールまたは郵送で提出してください。
用紙は、燕市のホームページからダウンロードできるほか、燕市役所・燕商工会議
所・吉田商工会・分水商工会・農協などの窓口にも用意してあります。
■応募期限 7月1日（月）〜8月30日（金）まで
■お問い合わせ・提出先 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市企画財政部地域振興課地域振興係
☎ 0256・77・8361(直通) ／電子メール chiiki@city.tsubame.lg.jp

飛燕夏まつり
飛燕夏まつり二日目（21日）の民謡タイムで踊る
「燕甚句」
「燕音頭」
「燕囃子」の練習
を行います。練習日時は、7月17日
（水）18日
（木）の2日間、燕商工会議所3階ホールを
会場に、19時から21時までの予定です。参加されたい方、踊りを覚えたい方は奮ってご
参加ください。事前の申し込みは不要です。踊りやすい恰好でお越しください。

第448号（3）

燕青色申告会
通常総会
燕青色申告会では、６月21日に第
58回通常総会を開催しました。来賓
として巻税務署笹崎署長、同本間統
括国税調査官、同関口上席国税調査
官、燕市役所荒木税務課長、関東信

越税理士会巻支部大橋理事が出席し
ました。総会閉会後には懇親会を開
催し、今後の青色申告会の活動を広
げるため、親睦を深めました。

令和元年度 BWC福祉共済制度キャンペーンPARTⅠ御礼
全国商工会議所ベストウイズクラブでは、
『商工会議所共済・福祉制度キャ
ンペーンPARTⅠ』を４/15（月）～６/28（金）の期間実施致しました。
お蔭様をもちまして、PARTⅠ実績
（募集）
において、
全国上位入賞
（360.8％）
（会員数1,500 ～ 2,000会員の部）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申し上げます。

燕商工会議所

う

わ〜

きっす

（お仕事体験研修）

総務課 －連絡先－ TEL 0256-63-4116
『ぅわ〜きっず』はフジイコーポレーション㈱
が主催する親子のお仕事体験研修です。
親子でものづくり体験をしていただき、お仕
事の報酬として ぅわ〜きっずマネー をお渡しし
ます。 ぅわ〜きっずマネー はこの研修内で使
用する架空の通貨です。体験後、ぅわ〜きっず
マネー でお弁当・飲み物・デザート等を購入して
頂きます。実際に報酬を得ることで、仕事の大
変さや大切さを体験して頂く研修です。

開催のお知らせ
●日 時 小学3、4年生 8月8日
（木）小学5、6年生 8月9日
（金）
●会 場
●申込み

両日共午前9時20分〜午後2時

フジイコーポレーション㈱機械工場（燕市小池285） 参加費

7月21日
（日）
までにメール又はFAXにてお申し込みください。
無料
※応募多数の場合、抽選になりますので、ご了承ください。
●主 催 フジイコーポレーション㈱
●後 援 燕市役所 燕商工会議所
●問合せ等 フジイコーポレーション㈱ ぅわ〜きっず事業 【担当：高橋／森田】
TEL（0256）64-5512 FAX（0256）64-5763 E-mail：santa@e-fujii.co.jp

新入会員ご紹介〈2019年にご入会された事業所〉
事業所名

代表者

プリンス工業㈱

高野

信雄

日本ティディシィ㈱

安達

修

ホテルヴァイス
ゴード

所在地

業

種

三条市金子新田313－１ 洋食器製造業
燕市小池（燕小池工業団
地）4985－2

プラスチック板・棒・管・
継手・異形押出製品製造業

笹崎枝野恵

西蒲原郡弥彦村大字弥彦2929

旅館、ホテル

神戸

信

燕市殿島1丁目14－20

金属製品製造業

齋藤建築㈱

齋藤

慎平

燕市熊森1503番地

鉄骨・鉄筋工事業

あすなろ

梨本

直美

燕市吉田日之出町6－14

飲食料品小売業

ミノル製作所

本多

貴之

燕市小高995

金属製品製造業

やしま接骨院

八島

拓也

燕市佐渡5141
大手薬品燕チャレンジャー店内

接骨院

㈲ラ・パレット

小湊

正清

燕市灰方126番地

各種商品卸売業

祥和精工㈱

齋藤

雅行

燕市吉田法花堂1846－4

金属プレス製品製造業

ワイズ㈱

野﨑

恭伸

燕市分水向陽6－17

工具製造業

コーダ工業㈱

幸田

憲雄

燕市吉田下中野1594番地3

金属製品製造業

ＯＮＥ

大久保一輝

燕市水道町１丁目1－23

金属製品製造業

ビストロ ナオミ

塚原

燕市吉田堤町3番1号

一般飲食店

直己

つばめ会議所ニュース

（4）第448号

新潟県商工会議所青年部連合会
30周年記念式典

青年部だより
会員数108名（7月1日現在）

6月例会
「委員会事業の発表会と
平成29年度日本YEG会長
吉田氏講演会」
燕商工会議所青年部（中山聡会長）は、６
月21日に６月例会を開催しました。第１部で
は「委員会事業の発表会」とし、各委員長５
名が今年度の事業内容について説明を行いま
した。その後、第２部として平成29年度日本
YEG会長を務めた吉田氏をお招きし、講演

会を開催しました。
「YEGとは」に始まり、
日本YEGが行っている事業などについて説
明がありました。ときどき笑いが起こるなど
和気あいあいとした雰囲気の中、行われまし
た。岡山YEGのメンバーとも交流すること
ができ、有意義な例会となりました。

募集作品
応募規定

応募資格

・小学生以上で市内在住・在勤・在学の人
・燕市出身の人および市の文化団体などに所属している人

応募締切

9月20日
（金）
必着
作品は、文芸つばめ編集委員で校正し、
「文芸つばめ第13号」
（令和２年３月上旬発刊予定）誌上に掲載。詳細は、作品募集
要項をご覧ください。作品募集要項および応募用原稿用紙は、
各公民館・各図書館・社会教育課（市役所３階16番窓口、総
合文化センター内）にあります。

＜相続法の改正②＞
１

前回は、民法の「相続分野」に
関する改正について、その概要を
お話しました。
今回からは、具体的な改正内容
について、お話したいと思います。
２ 配偶者居住権
今回の改正により、「配偶者居住
権」が、新しく設けられました。
配偶者居住権とは、被相続人の配
偶者が、相続開始時に被相続人の
所有する建物に住んでいた場合、
引き続き、その建物に無償で居住
することができる権利です。
改正前は、被相続人の配偶者が、
被相続人の所有建物に継続して住
み続けたいと考えた場合、一般的
には、その建物を遺産分割で取得
することになります。しかし、建
物を取得した場合、その評価額が
高くなることも多く、建物以外の
遺産（預貯金等）を殆ど取得できず、
その後の生活に支障が生じるケー
スも多くありました。
そんな中、今回の改正により、
建物に継続して住み続けたい被相
続人の配偶者は、遺産分割で「配
偶者居住権」を取得することも可
能になりました。配偶者居住権は、
建物に「住み続けることができる

【提出・問い合わせ】社会教育課文化振興係（総合文化センター内）☎0256-63-7002

移住支援金制度についてのお知らせ

移住支援金の対象となる求人情報を募集します

移住支援金制度とは、東京23区で連続５年以上在住（または在勤）していた方
が、燕市など県内市町村へ移住し、新潟県のマッチングサイト「新潟企業情報ナ
ビ」に掲載する求人によって県内企業へ就職した場合、移住者が最大100万円の交
付金を受けられる制度です。
トップ画面（完成時イメージ）＞
この支援金の対象となる求人情報の登 ＜改修中の「新潟企業情報ナビ」
録を希望される企業の皆様は、
「新潟企業情報ナビ」
（https://www.niigata-kigyo-navi.jp/）
内に新設される「移住支援金法人向け
ページ」から登録の申請をお願いいたし
ます。
登録申請の受付開始は７月16日、求人
情報の一般公開は７月31日の予定です。
※マッチングサイト
「新潟企業情報ナビ」
への求人情報の掲載には、
国・県が定め
る要件を満たす必要があります。
※詳しくは
国HP https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/shienkin̲index.html
県HP http://www.pref.niigata.lg.jp/kurashi/1356915648577.html
照会は新潟県産業労働部労政雇用課（TEL025-280-5270）まで。

燕商工会議所議員 株式会社玉虎堂製作所代表取締役
柄沢 雄児様が令和元年６月17日に逝去されました。
（享年50歳）
ここに謹んでお知らせするとともに、ご冥福をお祈り
申し上げます。

このコーナーはみなさまの生活に
関係する法律問題について、平山勝
也法律事務所のご協力により隔月で
連載しています。No.39 から全５回
にわたり、
「相続の分野」に関する民
法の改正についてお話をしていただ
きます。

権利」であって、完全な所有権と
は異なり、建物を人に売ったり、
貸したりすることはできず、評価
額を低く抑えられます。その結果、
配偶者は、建物に住み続けながら、
他の遺産（預貯金等）も取得しや
すくなります。
たとえば、夫・妻・子１人の３
人家族で、夫が亡くなり、夫の財
産 が 建 物（1,000万 円 ） と 預 貯 金
（1,000万円）だった場合、法定相
続分どおりであれば、妻（相続分
１／２）が建物（1,000万円）を取
得すると、子（相続分１／２）が
預貯金（1,000万円）を取得するこ
とになり、妻は預貯金を取得でき
ません。一方、妻が、配偶者居住
権を取得する場合は、その評価額
が仮に500万円であれば、妻は、配
偶者居住権に加えて、預貯金500万
円も取得できることになり（子は、
配偶者居住権という負担が付いた
建 物（ 評 価 額500万 円 ） と 預 貯 金
500万円を取得）、その後の生活資
金の確保につながります。
平山勝也法律事務所
弁護士

平山

勝也

次回は
「人を大切にする経営を目指して」を掲載いたします。

★次号は

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

月 日（月）折込みです。
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あらゆる事業資金をバックアップします

幹事さん、お任せください

5名様より50名様くらいまで

◎飲み放題コース（2時間）

4,000円コース（オール込み）
5,000円コース（オール込み）
いさみ

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

（7月中旬〜 8月）

7月 16日㈫ 令和元年度 第1回会員拡大サービス委員会
		
にいがた県央金型協同組合理事会
		
第19回200メートルいちび実行委員会
18日㈭ 法律相談会
19日㈮ 第1回労働委員会
20日㈯〜 21日㈰ 飛燕夏まつり
22日㈪ マル経資金審査会
		
県央食品衛生協会燕支部 食品営業許可継続申請
24日㈬ 市民の会 第3回理事会
25日㈭ 知的産業財産権相談会
8月
8日㈭ 燕三条トレードショウ出展説明会及び記者会見

市民の皆さんの創作活動の場として、作品をまとめた文芸誌
「文芸つばめ
第13号」
の発刊を来年３月に予定しています。日ごろ書き留めたものや、ふと
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
感じたことなど、
思い思いの作品を発表してみませんか。
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
応募は１人３部門以内で、
１部門につき１編とします。部門ごとの応募規
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。
定は次のとおりです。
※原稿用紙は400字詰めのものを使用。
（2018/6/26認定）
・小説の部／原稿用紙4枚以上20枚以内
・詩 の 部／現代詩とし、原稿用紙4枚以内
・随筆の部／原稿用紙3枚以上10枚以内（紀行・体験文など含む）
・童話の部／原稿用紙4枚以上20枚以内
・短歌の部／ 5首を1編
・俳句の部／ 5句を1編
・川柳の部／ 5句を1編

新潟県商工会議所青年
部 連 合 会 が30周 年 を 迎
え、６月22日に記念式典
が加茂文化会館大ホール
にて開催されました。燕
商工会議所青年部（中山聡会長）も多くのメンバーが参
加し、盛大に祝いました。また、歴代県連会長、歴代ブ
ロック代表理事に対して感謝状が渡され、燕からはOB
の藤崎滋人さん、阿部貴之さんが表彰されました。
その後、懇親会において各単会のPRを行い、県内各
地の青年部メンバーと交流を深めました。

会議所の動き

文芸誌「文芸つばめ第13号」
作品募集

その他

令和元年７月15日発行

TEL0256-61-1305

燕市廿六木三区（スーパー原信前）

