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　新型コロナウイルス感染症の影響により、経済や生活、人間関係などに変化が生じて
いる方もいると思います。
　様々な状況から不安や緊張が続くと、心身の健康にも影響します。
　相談会では、弁護士・保健師・精神保健福祉相談員・薬剤師らが法律や生活、こころ
の健康などの相談に対応します。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

日程 会場
９月16日（金）
午後２時30分～午後８時30分

新潟市総合福祉会館
（中央区八千代1-3-1）

９月28日（水）
午後１時～午後５時

坂井輪健康センター
（西区寺尾東3-14-41西区役所隣接）

※９月16日は、新潟IPC財団職員による経営に関する相談にも対応します。

ホームページは
こちらから

ご予約・お問合せ
新潟市保健衛生部
こころの健康センター
予約専用電話
025-232-5570
受付時間
平日 午前８時30分～
　　 午後５時15分

新潟市保健衛生部こころの健康センター

新潟市　くらしとこころの総合相談会

　新潟税務署ではインボイス制度説明会・登録申請相談会を開催しております。説明会等に出席される方は、事前予
約が必要になりますので、新潟税務署代表（TEL：025-229-2151）へお問合わせください。
新潟税務署主催（開催場所：新潟税務署）

【開催日時】R4.9/16（金）、9/21（水）、10/7（金）、10/21（金）、11/8（火）、11/25（金）、12/9（金）、12/15（木）、12/22（木）
時間 定員 説明会等の名称等 留意事項

13：30～14：30

24

インボイス制度説明会
【制度の概要】

15：00～16：30 インボイス制度説明会及び登録申請相談会
15：00～ 16：00インボイス制度説明会
【基本的な仕組みから知りたい方向け】
16：00～ 16：30登録申請のサポート

インボイス制度説明会・相談会
新潟税務署

行政等からのお知らせ

相談
無料 要予約

新潟市教育委員会地域教育推進課

　新潟市では、令和５年１月８日（日）に朱鷺メッセ展示ホールにて二十歳のつどい（成
人式）を開催します。
　今年度は市内の約7,150名が二十歳を迎え、うち4,200人が式典に参加される見込みです。
　これからの新潟の未来をつくる若者が地域全体から期待・祝福されていることを自覚し、
ふるさとへの愛着を深めるきっかけとするため、現在、新潟県内の事業者様からの協賛
広告を募集しています。
　ご協賛を通じて、二十歳になられる方々の門出をともにお祝いしませんか。若者への
PR効果も期待されますので、ぜひご活用ください。

【募集内容】

【申込期限】令和４年11月11日（金）
※二十歳のつどいの概要や申込方法など詳細は市ホームページをご覧ください。

新潟市二十歳のつどい（成人式）の協賛広告を募集しています！
詳しくは市HPへ

お問合せ
新潟市教育委員会地域教育
推進課
TEL：025-226-3232
平日８：30～17：30
MAIL： chiiki.edu@niigata.lg.jp

広告区分 広告掲載料 協賛広告の規格 募集件数

式典
リーフレット
広告

60,000円 幅200mm×高さ140mm（A4サイズの約２分の１相当）
先着A4サイズ×３面分

100,000円 幅200mm×高さ290mm（A4サイズ全面相当）

会場スクリーン
映像広告 30秒につき20,000円 動画30秒～最大２分30秒（５枠）まで 先着30秒１枠×20枠分

式典参加者へお祝い
品提供 物品の提供 式典会場で配付する参加者へのお祝い品4,500個の提供

※50,000円以上協賛いただいた場合のみ 先着３件



社内、各部署でご回覧ください。
〒950-8711
新潟市中央区万代島5番1号万代島ビル7階
TEL 025-290-4411㈹　FAX 025-290-4421
URL https://www.niigata-cci.or.jp
E-mail office@niigata-cci.or.jp ㈹

新潟商工
会　議　所

〒950-3125
新潟市北区松浜本町4-7-24 
北新潟商工会館内
TEL 025-258-3841
E-mail kita@niigata-cci.or.jp

北 新 潟
支　　所

〒951-8068
新潟市中央区上大川前通7番町1169
新潟国際情報大学新潟中央キャンパス3階
TEL 025-223-6272　FAX 025-229-1788
E-mail tmo@niigata-cci.or.jp

まちづくり
支 援 課

インフォメーション
商工会議所からのお知らせ
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上記予定は変更となる場合が
ございます。

商工会議所　今後の予定
９月15日▶▶▶10月14日

９月
15 木 県内商工会議所女性会合同研修会
16 金
17 土 2022にいがた総おどり（19日まで）
18 日
19 月

20 火
建設不動産業部会
情報・サービス業部会
無料専門家相談（事業承継）

21 水 無料専門家相談（金融）
22 木 無料専門家相談（法律）
23 金
24 土
25 日

26 月 常議員会
商業部会

27 火 組織力強化・モチベーションアップセミナー
女性会納涼会

28 水 教育医療福祉部会

29 木
観光業部会
モーニングセミナー
夜間セミナー②

30 金 SNS研修③

10月
1 土 ポッキリパスポートキャンペーンスタート（～11/30）
2 日
3 月
4 火 販売促進セミナー
5 水 無料専門家相談（税務）
6 木 時間管理・仕事術セミナー
7 金
8 土
9 日 古町芸妓練り歩き
10 月
11 火 無料専門家相談（海外取引）
12 水 無料専門家相談（労務）

13 木
SNS研修④
無料専門家相談（法律）
にいがたBIZ EXPO2022（14日まで）

14 金 工業部会講演会

市内の飲食店で新潟漆器を楽しめます
　新潟漆器利用促進事業実行委員会では、新潟漆器の知名度を上げ、魅力
を再発見してもらうために、2018年度よりリース事業を開始しました。
　令和４年度のリース店が決まりましたので、ぜひこの機会に新潟漆器の
魅力を体感してください。

中央区 越後のうまいもん小屋 蒲原甚八 中央区古町通9-1486
上古町の百年長屋SAN 中央区古町通3-653
古門 中央区東堀通9-1407-1F
SHOT BAR 杏 中央区西堀前通9-1536-1
日本料理 大橋屋 中央区本町通11-1841
日本料理 ひらの（10/20オープン予定）中央区古町通9-1478

西　区 パティスリー グレヌ 西区新通南２丁目17-10
北　区 新潟 鮨一 北区白新町２丁目10-36
秋葉区 CAFE 2F 新津美術館 秋葉区蒲ヶ沢109-1-2F

新潟商工会議所で受験ができます！ 
～日商簿記検定（２級・３級）ネット試験　実施中～
　新潟商工会議所を会場として、日商簿記検定２級・３級のネット試験を
実施しています。同ネット試験は、従来の６月、11月、２月の年３回の
統一試験（ペーパー試験）に加え令和２年度から制度化されているものです。
　試験終了後、すぐに合否結果が判明するため、速やかに資格取得を目指
す方におすすめです。

【会　　　　場】新潟市中央区万代島５番１号　万代島ビル７階
　　　　　　　新潟商工会議所　大会議室

【日　　　　程】原則として、月２回（土曜日）を予定しております。
　　　　　　　詳しい日程等につきましては、必ず当所HPをご確認ください。
　　　　　　　※最少催行人数の要件を満たさない場合、施行中止となります。
　　　　　　　※統一試験の前後等に施行休止期間が設けられています。

【試験開始時間】３級　①９：00～10：00　②13：30～14：30
　　　　　　　２級　①11：00～12：30　②15：30～17：00

【申 込 方 法】インターネットによる申込
【受 験 料】２級　4,720円（税込）
　　　　　　　３級　2,850円（税込）
　　　　　　　別途、事務手数料550円（税込）がかかります。

【決 済 方 法】クレジット、Pay-easy、コンビニ
　　　　　　　※コンビニ決済の場合、別途、支払い手数料

300円がかかります。
【お 問 合 せ】会員サービス課　TEL：025-290-4209

「にいがた謎解きトレジャーハント」開催中！
　新潟商工会議所とJR東日本新潟
支社の共催で、９月１日（木）～11
月30日（水）まで、新潟駅から万代、
古町へとつながる「にいがた２km」
の街を歩く謎解き街歩きイベントを
開催しています。オリジナルストーリーの謎解き
ゲームに参加しながら、新潟の歴史や文化、魅力
を体感していただくイベントです。子供から大人
まで幅広い年齢層の方にお楽しみいただける内容
となっています。

詳細・お申込み
はこちら

私たちは佐渡金銀山の世界遺産登録を応援しています！

詳細はこちら


