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新津商工会議所

新規会員募集
商工会議所活動の、活力ある地域づくりの

ためには会員の皆様の参加が必要であり、組
織拡大のため、新規会員を募集中です。
会員組織による民間団体として多くの皆様

の声を集約し、意見活動を行ったり、各種相
談を行ったり、会員企業のパートナーとして
お役に立ちたいと思っています。
お知り合いで、まだ商工会議所へ加入され

ていない方がおいででしたら、ご加入を勧め
て頂くとともに事務局へご一報下さいますよ
うお願い申し上げます。

新津商工会議所役員・議員改選のご案内
新津商工会議所の役員、議員の任期は３年で、現

在の役員、議員の任期は、平成 16年 10月 31日までと
なっていますが改選の今後の主なスケジュールは次
のとおりとなっています。

(１ )２号議員の選任（部会推薦）
各部会の日程で総会が開催され９月 17日 (金 )頃
までに確定される予定です。

(２ )３号議員の選任（会頭選任）
10月８日 (金 )頃までに常議員会で承認され、確
定される予定です。

(３ )１号議員の選任（選 挙）
８月 12日 (木 )に選挙人名簿が告示され９月６日
(月 )に選挙の告示がされ平成 16年 10月５日 (火 )
に立候補届出が締切され、 10月 15日 (金 )までに
確定される予定です。

平成 16年 10月 28日 (木 )(４ )臨時議員総会開催予定

消費税セミナー
～平成１５年分の課税売上高が

1,000万円を超えていますか？～
。 。法人・個人を問いません ぜひ１度お聞きください

☆日 時 ９月１３日（月） 13:30～ 15:30
９月１４日（火） 13:30～ 15:30
９月１６日（木） 18:30～ 20:30
※いずれも内容は同じです。

☆内 容 消費税のしくみ、記帳方法、本則課
税制度、簡易課税制度、計算方法、
届け出等

☆会 場 新津商工会議所 ３Ｆ
☆受 講 料 無 料（テキスト差し上げます）
☆講 師 関東信越税理士会新津支部 税理士

消費税個別相談会
～計算方法の選択により有利・不利がありますので

この機会にぜひご相談下さい～

★日 時 １０月４日（月） 10:00～ 12： 00
13:00～ 15： 00

１０月５日（火） 10:00～ 12： 00
13:00～ 15： 00

１０月６日（水） 18:30～ 20： 30
※希望者の方には、追って時間を調整
させていただきます。

★会 場 新津商工会議所 ３Ｆ
★相 談 料 無 料
★講 師 関東信越税理士会新津支部 税理士

【問い合わせ・申込】
当所申込用紙に必要事項をご記入の上お申し込み

ください。お電話でも受け付けております。

粗品進呈Ｎｅｗ 「さつき共済」キャンペーン
期間：９月１日(水)～９月３０日 (木 )

「Ｎ ｅｗさつ会員事業所の福利厚生の充実のために

加入増強キャンペーンを行います。き共済」

昨年から、保障内容が充実されております。この

機会に安い掛金で幅広い保障の の「Ｎｅｗさつき共済」

ご加入をお勧めします。

◆月額８００円（１口）最高４口まで

◆２４時間保障。

、 。◆剰余金が生じた場合は 配当金としてお返しします

（ ）お問い合わせ 新津商工会議所 記：後藤

第３回商友会参加者募集
商友会は振興委員が主催して

事業所同士の交流を図り、商工
会議所をもっとよく知ってもら
うことを目的に開催します。
今回の目玉は「津軽三味線」

と「会議所寸劇 (時代劇風 )」の二本立て !!
市内商工業者の方ならどなたでも参加でき

ます。お誘い合わせの上お申し込み下さい。

記

日 時 １０月２０日 (水)１８：３０～
場 所 キャトルセゾン
参加費 ３，０００円／人

（ ）申込み 当所まで 記：遠山

開催 ! ! (無料 )記 帳 相談会

科目がわからない？
車を買い換えたけど仕訳は？
記帳のことお困りではないですか？

9月１７日 (金 ) 13時～ 16時☆日 時
新津商工会議所 3Fﾎｰﾙ☆場 所
当所 記帳指導職員☆相談員

（記：平野）どうぞこの機会をご利用ください。

◎第１回夏忘れ！新津寄席◎
○日 時：平成 16年８月 28日(土 )

17:30 開場 18:00 開演
20:30 お開き予定

○開 場：新津商工会議所 ３階大ホール
○出演者：上方落語 桂梅團治さん 子供落

語 かつら小梅さん 新潟落語会
水都家艶笑さん ヤングキャベツ
(新潟お笑い集団 NAMARA)

○木戸銭：８００円（当日１，０００円）
○チケット販売先
新津商工会議所、まちの駅“ぽっぽ”

○問い合わせ先
新津商工会議所青年部事務局 佐々木まで
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平成１６年度

新潟薬科大学バイオ関連講座
日 程 テ ー マ 講 師 名

癌で死なない為に・・・ 中谷一泰第１回
特効薬開発の原理と現状 教授9月 17日 (金 )

空気の汚染と有害物質 川田邦明第２回
助教授10月 8日 (金 )

バイオと新産業の創出 小林義典第３回
助教授11月 12日 (金 )

新薬ができるまで 米田照代第４回
助教授12月 10日 (金 )

食品の栄養と安全性 三宅紀子第５回
助教授1月 14日 (金 )

・時 間 １９：００～２０：３０
・場 所 新潟薬科大学応用生命科学部 2階 205号室
・聴講料 無料（定員 50名）
・申込先 新津商工会議所 TEL 22-0121
・主 催 新津商工会議所・共 催 新潟薬科大学

労働保険事務組合
委託事業所の皆様へ

平成16年度第２期分の労働保険料の口座振
替日は８月31日（火）です。口座振替をご利
用でない方は当所窓口までご持参下さい。

平成１６年度広域連携推進事業 講演会
テーマ「食の新たな可能性を探る」

◆日 時 平成１６年９月２９日（水）
１３：００～１６：００（受付 12:30～）

◆会 場 新津市美術館（新津市蒲ヶ沢 109-1）
◆参加費 無料
◆定 員 先着 150人
◆対象者 新津市内に居住又は勤務している方
◆スケジュール
第一部 13:15～ 講師 新潟薬科大学学長

山崎幹夫 氏
第二部 14:30～ 講師 大正製薬（株）

代表取締役社長 上原 明 氏
◆申込み 平成１６年９月１７日（金）必着で
・財団ＨＰの申込フォームからの申込み
・チラシの裏面の申込用紙からの申込み
・電話で新津市･農産業振興課(24-2111)への申込み

にいつ鉄道まつり

９月２６日（日）１．日 時
１０：００～１５：００

２．会 場
①新津商店街本町通り会場（磐越西線開業
９０周年記念会場）

②ＪＲ新津車両製作所操業 10周年記念会場
③ＪＲ新津運輸区発足 90周年記念会場

（予定）３．内 容
①新津商店街本町通り会場（磐越西線開業
９０周年記念会場）
・ステージショー、ミニＳＬ運行
・磐越西線沿線市町村及び市内業者によ
る特 ･物産の販売

・フリーマーケットほか
②ＪＲ新津車両製作所操業 10周年記念会場
・電車生産工程の実演見学
・体験イベント ･･･山手線用新型電車の体
験試乗トラバーサーの体験試乗ほか

・その他イベント ･･･ミニＳＬ、ミニ新幹
線体験乗車運転シミュレーション、
ゲーム､お楽しみプレゼント

③ＪＲ新津運輸区発足 90周年記念会場
④新津鉄道資料館の無料開放

【シャトルバスの運行】
新津市役所～新津駅西口
新津鉄道資料館～新津駅西口

★問い合わせ先
新津観光協会 TEL 24-3777
ＪＲ新津車両製作所 TEL 23-4900
ＪＲ新津運輸区 TEL 22-0427 ９月パソコン講座

定員12名)開催スケジュール(

ワープロ（ WORD）コース・
９月 ７日(火 )～ ９日 (木) 14:00～

初歩の初歩コース・
９月 ７日(火 )～ ９日 (木) 18:00～

※各コース共に受講料とテキスト代が掛かります。

初級使える！ｹｰﾀｲ電話活用セミナー
いつものケータイをビジネスに活用。

企業で使う携帯電話の活用術 (初級 )

を成功事例とともに学びます。

※日 時 ９月２７日（月）
18:30～ 20:00

※場 所 新津商工会議所 ３Ｆ
※受 講 料 無 料
※講 師 NTTﾄﾞｺﾓ新潟支店
※問い合わせ・申込

当所申込用紙に必要事項をご記入の上
お申し込みください。お電話でも受け

（記：平野）付けます。

新 津 市 制 度 融 資 の概要
国民生活金融公庫融資

（平成 16年 8月 24日現在）
(市制度融資の取扱は市内金融機関 )

地方産業 運 転 5年 保証付 1.95%
育成資金 設 備 7年 保証無 2.45%1,000万円

小規模事業 運 転 保証付 1.85%
振興資金 設 備 5年 保証無 2.35%400万円

法人、個人
中小企業 保証付 1.95%1, 000万円
近代化資金 設 備 7年組合

保証無 2.45%2, 000万円
特別の場合
3, 000万円

保証付 1.80～
経営安定 運 転 7年 2.00%1,200万円

資金 保証無 2.30～
2.50%

※平成 15年４月より限度額・融資期間・保証料が大
幅に改正されました。
（国民生活金融公庫貸付の取扱は当所か公庫新潟支店）

普通貸付 運 転 5年 基準利率4,800万円
設 備 10年 1.75%

教育貸付 教 育 10年 1.65%200万円
資 金

経営改善 運 転 5年 1.45%550万円
貸 付 設 備 7年


