商工会議所の

動き
三越閉店後に求められる機能や施設等
について意見交換

会員ご紹介件数上位の皆様を表彰
～平成30年度会員増強運動～
５月27日（出席者77名）

～まちづくり委員会（阿部正喜委員長）～
５月16日（出席者12名）

５月の常議員会において会員紹介件数の上位４位ま
での皆様に対して福田会頭から感謝状が贈呈されました。
平成30年度の入会数は212社で、年度末会員数は
4,520 社 と な り ま
し た。 皆 様 の ご 協
力に対し厚く御礼
申し上げます。
本年度も引き続き
会員増強にご協力を
何卒よろしくお願い
申し上げます。

会員紹介上位４位の皆様

順位

（敬称略）
紹介
件数

事業所名

1

アクサ生命保険㈱新潟支社

15

2

㈱池田看板

3

2

東北塗装工業㈱

3

2

㈱ハウス・サンフィールド

3

あなたの事業を全力で応援します‼

ご紹介ください！
おひとり一社
ご紹介いただいた事業所が加入した場合、新潟市・佐渡市
共通商品券を贈呈いたします！（※）
※ご紹介元は会員の方に限らせていただきます
お問
合せ

新潟商工会議所 〈担当〉
会員サービス課

〒950-8711 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル７階

TEL.025-290-4411

FAX.025-290-4421

会員事業所へ自社をPR！
企業概要・事業内容の紹介ツールとして

新潟商工会議所

広告枠をご活用ください
新潟市内など

4,600社に配付！

約

※原則として年間でのご契約となります。

お問
合せ

6

新潟商工会議所 会員サービス課
〈担当〉

〒950-8711 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル７階

TEL.025-290-4411
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FAX.025-290-4421

当委員会がとりまとめ、４月26日に新潟市に提出し

た
「交流人口拡大のための拠点性向上に資するハード・
ソフト両面整備に関する提言書」に関する報告を行った
あと、福田会頭から諮問のあった、
「新潟三越跡地に今
後出来ると良いと思われる機能・施設等」について自由
に意見交換を行いました。
「跡地を点として捉えるのではなく、エリアを含めた
面として検討すべき」
との意見もありました。
定住人口と交流人口、若者・子育て世代・高齢者な
ど世代やターゲット別に求められる機能についても様々
な意見がありました。
今後さらに会合を重ね、出された意見を分類・整理
していく方針です。

税制改正等に関する要望提出に向けて
意見交換
～企業経営委員会（佐藤紳文委員長）～
５月22日（出席者11名）

第１回委員会での議論を踏まえて作成した
「令和２
年度税制改正および中小企業政策に関する要望」の素
案について事務局が説明した後、意見交換を行いま

した。
委員からは、
「企業が創業・起業者に資金面で支援し
た場合の税制優遇措置」や、
「中小企業が働き方改革関
連法に対応するための支援策の充実」などを求める意
見が出されました。また、消費税については、税率引上げ
に伴い導入が予定されている軽減税率制度に関する要
望内容の在り方について活発な議論が交わされました。
次回委員会で、これまでの議論を踏まえた修正内容
の確認を行い、最終要望案として取りまとめていく予定
です。

会報
１コマ

5,000円／月（税別）

（タテ3.2cm×ヨコ5.4cm）

２コマ
（縦）

10,000円／月（税別）
（タテ6.5cm×ヨコ5.4cm）
２コマ（横）

10,000円／月（税別）
（タテ3.2cm×ヨコ11.5cm）

４コマ

20,000円／月（税別）
（タテ6.5cm×ヨコ11.5cm）

６コマ

30,000円／月（税別）
（タテ6.5cm×ヨコ17.6cm）

商工会議所の

動き

消費税軽減税率と経過措置のポイント
を解説

そろばん県 NO.1を目指し、腕前を競う

10月１日の消費税率引き上げに伴い、軽減税率制
度が導入されます。

県内各地から社会人や学生などが参加し、ジュニア・
スクール・シニアの３部門に分かれて、そろばん技能
新潟県一位を目指して競いました。
今大会の上位入賞者は７月に神戸市で開催される
「そ
ろばんグランプリジャパン2019」
に新潟県代表選手
として出場する予定です。各部門優勝者は別表のとおり。
当所では、珠算能力検定試験も年３回行っています。

～消費税軽減税率対策セミナー～
５月16日（参加者40名）

そこで当所では、いずみ税理士法人の髙橋弘之氏を
講師に迎え、
「消費税軽減税率と経過措置～抑えてお
きたいポイント～」
と題してセミナーを開催しました。
髙橋氏は、消費税の基本的な仕組みのほか、軽減税
率の対象品目や税率変
更による経過措置など
について説明し、増税
後の経理処理において
注意が必要な点など、
具体例を交えて解説し
ました。

～第73回新潟県珠算選手権大会（当所、新潟県商工
会議所連合会、新潟県珠算振興会主催）～
５月19日（参加者104名）

集中力や思考力が養われ学力向上にも繋がります。
珠算能力検定試験のお申込は、会員サービス課まで
お問合せください。

ビジネス拡大に向けて、積極的な情報
交換
～第１回ビジネス情報交換会～
５月21日（参加者29名）

異業種との交流で、ビジネスチャンスの拡大を図る
ことを目的としている
「ビジネス情報交換会」
を開催し
ました。
はじめに自社の１分間ＰＲを行った後、グループに

第73回

分かれ参加事業所同士が自社の詳細な事業活動などに
ついて説明。情報交換を活発に行い、今後の取引につ
なげるための人脈づくりに努めていました。
今年度は、あと３回の開
催を予定しておりますので、
これまでご参加いただいて
いない事業所様も、この機
会に是非ご参加をご検討く
ださい。

新潟県珠算選手権大会

団体総合
シニア
部門

新潟大学

個人総合

優勝者

（敬称略）

種目別競技
読上暗算

読上算

佐藤結名子
佐藤結名子
佐藤結名子
（新潟大学） （新潟大学） （新潟大学）

渉
スクール 新潟大学付属 塩田
松田 曉亮
塩田
渉
部門
長岡中学校 （燕中等教育学校）（新潟大学付属長岡中学校）（燕中等教育学校）
ジュニア
塩田 沙耶
青木悠二郎
中沢 仁美
一ノ木戸小学校
（一ノ木戸小学校）（阪之上小学校）（一ノ木戸小学校）
部門

第８回 夢コンにいがた2019

新人芸妓おひろ芽

鳥屋野潟の春の祭典
「にいがたカナール彩」
の一環と
して、20歳以上の独身男女を対象とした
「夢コンにい
がた」
をデンカビッグスワンスタジアム2F VIP ラウン
ジで開催しました。
８回目となる今回のテーマは
「仮面婚活」
で、婚活コ
ンシェルジュの駒井沙織氏から異性間コミュニケー
ションについて説明を受けた後、参加者全員が仮面を

古町芸妓の若手を社員とする柳都振興㈱に今春入社
した新人芸妓のおひろ芽
（お披露目会）
が開催されました。
ち え
この日お披露目となったのは、新潟市出身の千笑さん、
か
はな え
柏崎出身のひろ佳さん、札幌市出身の華栄さんの３名。
観衆が見守る中、３人は緊張した面持ちで、３月から

～新潟市南商工振興会 夢コンプロジェクト2019主催（当所共催）～
４月29日（参加者 男性：34名 女性：30名）

装着してフリートークを行い、仮面の効果で会話が一
段と盛り上がっていました。
イベントの最後には６組の
カップルが誕生し、参加者か
ら祝福を受けていました。今
後の交際が順調に進み結婚に
結びつくことが期待されます。

～お披露目会～
５月15日（観覧者約120名）

稽古を重ねた
「四季の新潟」
を踊り、先輩芸妓と共に
「新
潟小唄」
も披露しました。
また、会場では
自分の名が入った
「千社札」
を渡しな
が ら 挨 拶 に 回 り、
これからの活躍を
誓っていました。
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