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雅な小千谷を体験しよう・参加しよう！おぢや観光プロジェクト

第10回おぢやまちゼミ募集開始！ 
今年もやります！商店街等からのお知らせ 
地域おこし協力隊牛久保くんのコラム
「牛久保はミタ！！」～１周年御礼増刊号～

人材マッチング支援！求人サイトの活用に関する政府からのお知らせ 

新規会員募集中‼
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会員の皆様方のお取引先やお知り合いで、当所の会員でない
事業所がございましたらぜひご紹介ください。
小千谷商工会議所 ☎８１－１３００

役員・議員の改選について
右記のとおり、今年度は小千谷商工会議所の役員・議員の
改選の年であり、現在の役員・議員は１０月３１日をもって任期
満了となります。
商工会議所の最高意思決定機関である議員総会は、１号か
ら３号の各議員によって組織され、当所定款により各号の議員
定数が定められています。次期議員の選挙・選任は次のとおり
行われます。
１号議員（定数３０名）
会員および会員以外の特定商工業者の投票（選挙）によっ
て選出
２号議員（定数２１名）
会員を業種別に分類した８部会から、部会ごとの割当数
に基づいて選出
３号議員（定数９名）
会頭が常議員会の同意を得て、会員の内から選任
次期議員の任期：令和元年１１月１日～令和４年１０月３１日
改選のスケジュール等の詳細は、決まり次第お知らせします。

小千谷商工福祉会館の
消防訓練を実施しました
５月２２日（水）に小千谷消防署員の立会いのもと、当会館
全体で約３０名が参加し消防訓練を実施しました。今回の訓
練は部分訓練で、「通報訓練」「避難誘導訓練」「消火訓
練」の３つを行いました。
「通報訓練」では、実際に１１９番通報する際、落ち着いて
どのようなことを正確に伝えなければならないのか体験しま
した。
「避難誘導訓練」では、１階の飲食店内からの出火を想定
し、各お店が連携してお客さんを安全に避難させるための訓
練を行いました。火災を周囲に知らせ初期消火をする、避難
経路を決め誘導、消防署への通報、逃げ遅れた人がいない
かの確認が必要です。
「消火訓練」では、全員が水消火器から水を放出させ炎の
絵が描いてある的を倒しました。
消防署員からは、
「避難誘導の際は大きな声を出すこと」
「消火器を使うときは一連の動作を声に出すこと」などのご
指導をいただきました。万が一の火災発生時には日頃の訓練
の有無が人命を左右することを肝に銘じて、これからも火災予
防と消防訓練に取り組んでまいります。

共済・福祉制度キャンペーン実施中
会員企業の福利厚生は会議所共済で！
令和元年度共済・福祉制度
加入者向け還元事業

会頭選考委員会を開催

令和元年度は、当所役員・議員の改選期に当たるため、
４月に開催した常議員会にて、会頭選考委員会の設置と委
員会メンバーを可決承認しました。
これを受けて、去る５月17日（金）午前11時より、第１回目
の同委員会を開催し、委員長に卸売商業部会長の大宮武一
氏、副委員長に建設工業部会長の荻野洋氏を選出しました。
会頭選考委員を委嘱されたのは、以下の１１名の方々です。
（敬称略）
卸売商業部会
小売商業部会
工業部会
金融証券部会
交通部会
建設工業部会
観光サービス部会
諸業部会
小千谷鉄工電子(協）
商工会議所女性会
商工会議所青年部

部会長 大宮 武一（委員長）
〃
大川
明
〃
近藤 貴司
〃
大内 朋洋
〃
山村 光雄
〃
荻野
洋（副委員長）
〃
大竹 輝夫
〃
佐藤 昭夫
理 事 関
和正
副会長 阿部 佐織
会 長 久保田邦彦

令和元年度

第１回商店街等連絡会議を開催

去る５月１４日（火）、当所において第１回商店街等連絡会
議が開催されました。
会議では、各商店街・商工振興会より商店街等の本年度の
活動予定や組織の現状と課題等について報告があった後、
市商工振興課より商業振興に関する過去年度の補助金活用
実績や本年度の市や県の補助事業メニューについて説明が
ありました。また、商工会議所からは本年度１０月の消費税
増税と軽減税率制度の導入、キャッシュレス決済による消費
者還元事業等について、事業内容の説明及び対策セミナーの
開催、会議所支援事業について説明しました。
各団体による報告の後には、市と商店街との補助事業の今
後の連携の在り方や軽減税率制度やキャッシュレスへの対応
など、今後の商店街等の活性化に向けた意見交換及び情報
交換を行いました。

４月１５日〜６月２８日は共済・福祉制度推進期間です。
会議所職員・アクサ生命推進員が皆様の事業所を訪問させて
いただきますので、よろしくお願い申し上げます。

プロ野球日帰り観戦ツアー 巨人×中日 戦

◆会場 ハードオフエコスタジアム新潟（S席 ※巨人軍側の予定） ◆出発日 ９月3日(火) ◆定員 ４０名
にいがた県共済の共済・福祉制度にご加入いただいている事業所の方のみ参加いただけます。
０００円 ※アクサ生命保険㈱、
◆参加費 お一人様 ９，
詳細につきましては、下記までお問合せ下さい。
◆お申込み・お問合せ◆

小千谷商工会議所 TEL（81）１３００
アクサ生命保険㈱長岡営業所小千谷分室（共済・福祉制度引受保険会社） TEL（83）４９２２
おぢや
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雅な小千谷を体験しよう・参加しよう！おぢや観光プロジェクト

山菜の美食体験や
小千谷縮 着始め会を開催！
４年目に挑戦するおぢや観光プロジェクト（小見山紘喜会長・委員２０名）では、昨年
来から手掛けてきました錦鯉の酒器と米菓菓子業者４社とコラボした小千谷の銘菓「千
の谷の物語」を発売するとともに、小千谷市のふるさと納税返礼品にも申請中です。
また、体験観光では、農家民宿において雪国の美食「山菜料理」の体験や小千谷縮
がユネスコ無形文化遺産から１０年を迎えることから「小千谷縮の着始め会」を開催し
小千谷アピールを展開しております。皆様も是非ご参加下さい。

下記により体験旅企画を実施しますのでご参加下さい。

「意外な『隙間』に
ビ
  ジネスチャンスがある」
和博

具です。長距離トラックの運転手は運転
席とその後ろにある簡易ベッドで何日も
泊まり込みながら仕事をすることがあり
ます。そのため空いている助手席などの
スペースに、着替えやちょっとした食料
などを収納するボックス、棚などをつく
り付けている人も多いようです。
長距離トラックの運転はハードな仕事
で、人材の確保が難しい業種です。運送
会社としても、運転手の働く環境が快適
になれば安全性も高まりますし、職場の
定着率を上げることにもプラスに働き
ます。
この家具製造会社はさまざまな運転手
さんからの意見を取り入れてトラックの
車種に合わせたオーダーメードの収納
ボックスを製造しています。限られた用
途に向けてオーダーメードでつくるた
め、大手の家具メーカーは参入してきま
せん。当然ながら値引き競争に巻き込ま
れることもありません。
日本で自動運転が長距離物流の世界に
完全に浸透するにはまだ時間がかかりま
すから、当面このビジネスは切実なニー
ズに支えられていくでしょう。
いずれもいわゆるニッチ市場ですが、
世の中のトレンドと合わせてみると、必
要とされて生まれるべくして生まれた
「隙間」商品だといえます。こうした分
野に目を付けて、
自社の持つ商品や技術、
企業サイズなどとうまくマッチングさせ
ることで、新たなヒット商品を生み出し
ているのです。

和博／わたなべ・かずひろ

援する講演などを実施している。

商工会議所などで地域活性化や名産品開発を支

を生む逆算発想のものづくり』がある。全国の

つくることをテーマにした著書『地方発ヒット

な ど を 取 材、 地 域 に 持 続 的 に 稼 げ る ビ ジ ネ ス を

のものづくり企業、自治体、地域商社やＤＭＯ

課程修了。同年日本経済新聞社入社。全国各地

１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士

◇渡辺

会報本紙に掲載

日経ＢＰ社
「日経ビジネス」シニアエディター

渡辺

インターネット通販を含む通信販売は
年々市場規模を拡大しています。日本通信
販売協会の調べによると２０１７年度の通
販 市 場 は 約 ７・ ５ 兆 円 で 前 年 に 比 べ て 約
９％も伸びています。それだけ物流関連の
ビジネスも梱包（こんぽう）材の市場も拡
大しています。
高知県の小さなポップコーン製造会社
が、ポップコーンを「食べられる緩衝材」
として売り出したところ、これがネット上
で大きな話題を呼びました。テレビのバラ
エティー番組などで取り上げられたことも
あって、注文が殺到しました。
通販で買った商品を運搬する際に隙間を
埋める緩衝材は、商品が届いた途端（とた
ん）に捨てられる運命にあります。それを
なんとなく「もったいない、無駄だな」と
感じている人が多かったことも、食べられ
る緩衝材ポップコーンがヒットした要因だ
と思います。
そこに目を付けて大真面目に商品化した
ことが成功を呼び込みました。パッケージ
も中身のポップコーンが見えるよう透明に
して、商品説明もちょっとコミカルに「こ
の緩衝材は食べられません→食べられま
す」とあえて書いています。こうした遊び
心と柔軟なものづくりは小規模な会社だか
らこそ実現したともいえます。
もう一つの事例を紹介します。静岡県に
ある小さな家具製造会社が手掛けている、
長距離トラックの運転席に置く組み込み家
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・８月１４日（水）・１１月２日(土）
・お一人様 ９,８００円（特別観覧席での特注お弁当付・お土産付）
・コース：小千谷駅(10：30)＝サンプラザ＝大日養鯉場見学＝

〇本格茶道体験

〇小千谷縮・工房めぐり

・９月１４日(土）
・お一人様 ３,８００円（お食事付・お土産付）
・コース：商工会議所(9：45)＝明石堂＝樋口織工藝社＝織物組合
「織の座｣＝堵上布/織田工房＝お食事/解散(13：00)

・毎週木曜日 6：00〜8：00 ＊毎週月曜日〆切
・お一人様 1,500円（精進料理付）
・会場：曹洞宗 潮音寺（小粟田961）現地集合・解散
※ジーンズ・スカードでのご参加はご遠慮ください。

牛の角突き前説/観戦/昼食＝木喰観音堂見学=小千谷駅＝
サンプラザ(16：05)

〇座禅・精進料理体験

〇牛の角突きと錦鯉巡り
・毎月第２土曜日 10：00〜12：00 ＊第２水曜日〆切
・先生の指導のもと 本場の茶道を体験！
・お一人様 3,000円（お食事付）
・会場：茶室「習静菴」
（時水/馬場清水）現地集合・解散

雅な小千谷旅企画
２０名様限定

雅な小千谷体験企画
体験観光

第10回おぢやまちゼミ 募集開始！
去る５月３０日（木）におぢやまちゼミの
会（風間正徳会長）が開催され、今年度事業
計画等について協議しました。
今年度は、小千谷市からの委託事業「ＳＮ
Ｓ環境整備事業」をまちゼミ事業を中心に活
用することとなり、大きく分けて３つの事業
展開を予定しております。
①「情報発信に繋がるイベントの開催」
ＳＮＳ映えにつながるようなイベント（フー
ドコンテストや写真コンテスト等）
を実施し、
来場者へまちゼミをＰＲするとともに、ＳＮ
Ｓを活用することで小千谷の魅力を市内外に
ＰＲします。また、商店街と連携し、商店街
イベントを同時開催することで、まちゼミ参
加店だけでなく、小千谷市全体の商工業発展
に資することを目的としています。
②「宣伝及び広報」
イベントで得られた魅力素材について、様々
な媒体でＰＲしていきます。
③「ネット環境整備」
専門家を招き、効果的な手法を学びながらＳ
ＮＳの設置支援を行います。

まちゼミには興味ないけどＳＮＳは活用し
ていきたいという事業所の方！この機会にま
ちゼミに参加してみませんか？まちゼミに参
加いただくことで、お店のファンが増え、客
数ＵＰにつながりますし、ＳＮＳの環境整備
や活用方法等を学ぶ機会にも使っていただけ
ます。是非この機会に皆様からのお申込をお
まちしております。
※第１０回おぢやまちゼミの概要は下記の通
りです。

【開催期間】７月２７日(土)～８月２５日(日)
【参加申込】事務局まで参加の意思をお申
出ください。
Tel 81-1300
e-mail：mail@ojiyacci.org

（

【申込期限】６月２８日(金)

）

【イベント】第10回おぢやまちゼミでは、参
加店で使えるクーポン券を発行し、参加者
の再来店率向上を図ります。

８月23日㈮

24日㈯
25日㈰

7 11 （木）15：00〜17：00
小千谷市総合産業会館 「サンプラザ」

おぢや
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片貝商工振興会
片貝商工振興会からの
からの
お知らせ
お知らせ
◆今年度実施事業

6月22日 祭る（青年部主催）
7月13日 片貝町ウォーキング＆史跡めぐり
9月9日〜10日 片貝まつり物産展
日程未定 塞の神福餅まき
本年度も5つの委員会を設置し、事業の企画等
を行う予定です。
上記実施事業のほかにも、SNS等を利用した
情報発信、共有事業や片貝町にある遊休地の利
用を検討するプロジェクト、会員のニーズに
あった研修なども行う予定です。
また小千谷商工会議所の事業にも積極的に参
加したいと思っています。

片貝 商 工 振 興 会
会長 安達文隆

（安達建築板金 ☎84‑2846）

平成商店街協同組合からの
お知らせ
◆今年度実施事業
５月１8日 谷小５年生と一緒に
※実施済
「プランター花植え作業」
８月 ９日 毎回盛況！
「九万九千日ビアガーデン」
秋

頃

販促イベント実施予定！

このほかにも、SNS等を活用したお客様への情
報発信、先進地視察をとおして視察先との交流・
情報交換、研修等を行い、加盟店それぞれがレ
ベルアップを図りながら、お客様に喜んでいただ
ける店づくりを目指します！

平成商店街協同組合

理 事 長 山岸豊司（㈱山岸商会 ☎８２−2930）
副理事長 瀧澤直志（ベーカリータキザワ ☎８２−２２６５）

岩沢商工業会からの
お知らせ

中央通商店街振興組合からの
お 知らせ

８月１５日(木)の
「岩沢まつり」
に

第５回
オータムフェスティバルin中央通
開催日 10月５日(土)

今年も出店します
（予定）
★焼きそば ★お弁当 ★飲みもの など

令和元年度実施事業

今年で見納め！「オータムフェスティバルin
中央通」
東 小 千 谷 の 中 央 通 か ら「 商 店 街 の 魅 力 」を
創造し続け、
ラストの５回目！
当日は「知って」
「 感じて」
「 楽しんでもらう」
そんな夢あふれるイベントを目指しています！
大勢の皆様方のご来場をお待ちしております。

岩沢商工業会

小千谷市中央通商店街振興組合

会長 大 渕 敏 明

（大渕土地家屋調査士事務所 ☎86−1331）

おぢや
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理事長 村田 正
（㈲村田農機商会 ☎８２‑２１６７）

地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム

牛久保はミタ！！ 1周年御礼
「移住の話し」 増刊号

着任１周年にドドン！と感謝を込めて１ページ頂きました！
昨年５月１日から色々な出会いがあって色濃い１年を過ごさ
せて頂きました。
先月行った活動報告会には約５０人の方にご来場頂き、改め
て見ず知らずの私を快く受け入れてくれた小千谷の皆さんの懐
の深さを実感しています。
協力隊という一人ではなにも成し得ない仕事に着いて、本当
に多くの方と繋がりながら活動出来た事に感謝をしてもしたり
ません。残り２年の任期で何とか恩返しをしたいと思っていま
す。
小千谷で暮らして身に染みている事があります。ずばり「街
は人だ。」
東京では昼夜なく働き詰めの日々でした。たまの休みの旅行
中に当時の恋人を宿に残して仕事に出かけた事もありました。役に立たなければ必要とさ
れない仕事に生活を費やし、気付けば仕事外の人付き合いはほとんどなく、一人で住んで
いた街に知り合いは誰もいませんでした。ゴミの曜日を間違えようが、酔っぱらってずっ
こけようが、誰にも何も言われません。近所でサイレンが鳴っても気になりません。気を
使う相手がいないとモラルやマナーは存在し得ないのです。人は人との繋がりを断たれる
と人らしい生活を辞めます。人生で最高に喜んだとき、怒ったとき、哀しんだ時、楽しん
だ時、隣に誰かの顔があったはずです。
暮らすというのは働く事ではなく繋がる事だと思っています。誰かと繋がって誰かに生
かされている事に気付いて初めて、自分の暮らす街を盛り上げたい、元気にしたいと思え
るのだと思います。
人がいない土地を街とは呼びません。街とは人の事です。出世しようと身を削って働い
ていた頃は気付きませんでしたが、役に立つ事よりも、お金を稼ぐ事よりも、もっと暮ら
しの根っこの部分に人との繋がりはあります。私は今、小千谷で温かい人達に囲まれて暮
らせているのがとても嬉しいのです。
よそ者だった私を快く受け入れてくれて、街を歩いていると気兼ねなく話しかけてくれ
て、飲み屋で昔話を聞かせてく
れて、本当にありがとうござい
ます。
仕事の任期はあと２年です。
特別何か出来る人間じゃありま
せんが、この恩を何とかお返し
しますので引き続きご指導よろ
しくお願いします。
あと未婚女性との出会いも大
事にしていこうと思います。暮
らすというのは働く事ではなく
繋がる事だと思っているからで
5/13活動報告会の様子
す！

おぢや
会議所だより
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人材マッチング支 援！

求人サイトの活用に関する
政府からのお知らせ
政府では、地域の中堅・中小企業において人手不足が非
常に深刻な状況の中、求人情報の提供事業を行う民間事業
者を活用して、大都市圏の早期離職者で地方への就職を希
望する若者等と、地方の企業とのマッチングを進める取組
を推進しています。
具体的には、｢自地域に希望する人材がいない｣との課題
を抱える地域企業の求人情報を、本事業に参加する民間求
人メディア（参加４０社５５メディア）の求人サイト等を
通じ、大都市圏の求職者に結び付けるものです。

まずは是非とも、
対象の求人サイトに求人のご連絡を！

ご利用方法

①まず１枚のエントリーシート（求人情報登録様式）にご記入
ください。
エントリーシート：
https://www.meti.go.jp/policy/sme̲chiiki/jinzai/format.xlsx

②ご関心ある求人サイトにエントリーシートをお送りください。
求人サイト一覧表：
https://www.meti.go.jp/policy/sme̲chiiki/jinzai/list.pdf

③エントリーシートを受け付けた求人サイトから、ご担当に
連絡があります。

政府の本取組の詳細は、経済産業省ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/sme̲chiiki/jinzai.html
お問合せ先
経済産業省 地域企業高度化推進課 早期離職者対応担当
［メール］risyokusya-shien@meti.go.jp
［直通電話］03‑3501‑0645
厚生労働省 人材開発統括官付 人材開発総務担当参事官室
［直通電話］03‑3502‑6783

製造

卸売

小売

サービス

20
10
0

（中小企業緊急雇用安定助成金を含む。）

〇育児・介護雇用安定等助成金

（育児休業取得促進等助成金
（育児休業取得促進措置）
）

〇育児・介護雇用安定等助成金

（育児休業取得促進等助成金
（短時間勤務促進措置）
）

〇中小企業人材確保支援助成金

（中小企業雇用管理改善助成金）
［職業相談者配置事業］

〇建設雇用改善助成金

（建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金
（教育訓練受講給付金）
）

〇建設雇用改善助成金

（建設教育訓練助成金
（建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練）
）

【平成２３年度から平成３０年度に受給された事業主の方】
都道府県労働局で保存している支給申請書等により追加支払
い対象となることが確認できた事業主の方に、労働局から順次
｢お知らせ｣が送付されます。｢お知らせ｣が届きましたら、同封
の｢返答書｣に必要事項を記載のうえ、労働局宛ご返送をお願い
します。労働局が｢返答書｣を受領後、追加分が支払われます｡

【平成１６年度から平成２２年度に受給された事業主の方】
当時の支給内容を確認できる書類をご用意いただき､「追加
支給申出書」(厚生労働省ＨＰに掲載)とともに労働局へのご提
出をお願いします。労働局において追加支払いの対象であるこ
とが確認できた事業主の方から順次、追加分が支払われます。

【リーフレット
（厚生労働省作成）】
本件の詳細およびお問合せ先(都道府県労働局)が掲載されています｡
https://www4.cin.or.jp/download/sangyo2/kochokin-leaﬂet.pdf
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−
ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）

（減少・悪化などの回答割合）実数
値の上昇率を示すものではなく、強
気・弱気などの景気感の相対的な広
がりを意味する。
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10

イント）。
個人消費の拡大やインバウン
ドを含む観光需要拡大への期待
感がうかがえる。他方、人手不
足の影響の深刻化や、原油価格
を含む原材料費の上昇、コスト
増加分の価格転嫁の遅れ、貿易
摩擦の激化、世界経済の動向、
消費増税の影響など不透明感が
増す中、中小企業においては、
先行きへの慎重な見方が続く。
北陸信越ブロックでは、全産
業の業況ＤＩは、前月と比べ改
善。産業別にみると、サービス
業で悪化、その他の４業種で改
善した。
業況の先行き見通しＤＩは、
全産業では今月と比べほぼ横ば
い。産業別にみると、建設業で
改善、サービス業で悪化、その
他の３業種では横ばいの見込み。

会報本紙に掲載
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-50

〇雇用調整助成金

商工会議所早期景気観測

建設

【対象となる助成金】

CCI−LOBO

業況ＤＩは、
横ばい続く。
先行きは、
不透明感強く、
慎重な見方変わらず

全業種

厚生労働省では、毎月勤労統計調査の訂正に伴い、
助成金の不足により差額分を追加で支払う必要が生じ
る事業者の特定および追加支払いを行います。

全国の全産業合計の業況ＤＩ
は、▲１７・１（前月比▲０・
４ポイント）。
連休となったゴールデン
ウィークの好調なインバウンド
を含む観光需要が全体を牽引し
たほか、堅調な改元商戦の恩恵
により、宿泊・飲食業や観光関
連業を中心とするサービス業、
小売業の業況感が改善した。他
方、半導体や産業用機械、自動
車関連の不振が続いているほ
か、 連休により営業日が減少
した建設業の売上が悪化した。
深刻な人手不足の影響拡大や根
強い消費者の節約志向、原材料
費の高止まりが依然として中小
企業の足かせとなっており、業
況改善に向けた動きは力強さを
欠く。
また、先行き見通しＤＩは、
▲１９・６（今月比▲２・５ポ

産業別業況DI（前年同月比）の推移
北陸信越ブロック

雇用調整助成金等の
追加支払いについて

八郎

■お問合せ先

長岡商工会議所

☎０２５８-３２-４５００
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もっと無邪気に生きよう。

※詳細はおぢや会議所だより今月号の折込みチラシをご
覧ください。エントリーシートは、長岡商工会議所のホー
ムページからダウンロードもできます。

考えすぎず

■エントリー受付
６月21日(金)まで

双雲

■参加料
エントリーから商談会まですべて無料

武田

■商談場所
アオーレ長岡（長岡市大手通１丁目4－10）

20 19 18 17 14

30

書道家

■商談日時
令和元年9月19日(木)１０：００～１６：００

23 22

子供心を思い出してワクワクしよう。

長岡・柏崎・小千谷・十日町商工会議所並び
に連携する商工会議所・商工会の会員限定の商
談会です。
エントリーシートにてお申込みいただくと、エ
ントリー事業所の一覧の中から商談希望の企業
を選択いただけます（逆に商談を申し込まれる
場合もあります）。商談時間は１件あたり最大25
分間、１日数件の企業と効率的に商談できます。

産業開発センター理事会評議員会

エントリー事業所 大募集‼
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ゴルフコンペ
日 小千谷地区エネルギー懇談
会 総会
青年部６月例会
日 クールジャパン推進会議ｉｎ
新潟

個別商談会

日

第3回ながおかビジネスマッチング

1

15

初級原価計算講習会
３日 北信越商工連北信越ブロック
会頭会議
４日 所内運営会議
初級原価計算講習会
９日 初級原価計算講習会
日 中小企業小規模事業者支援連
絡会議
日 小売店・飲食店向け軽減税率
対応セミナー
就職者激励会
女性会役員会
女性会納涼会
日 二荒神社祭礼
日 日商夏季政策懇談会・日商委員会
日 働き方改革セミナー
日 青年部役員会
日 青年部ゴルフ大会
青年部納涼会
日 県連ＹＥＧ 周年記念式典
日 常議員会
㈱ニューラッキー役員会

長岡・柏崎・小千谷・十日町商工会議所

日
日
日

代表者の変更や連絡先等の事業所情報に変更が
ございましたら、当所までご連絡くださいます
ようお願い申し上げます｡

17

小千谷青申会・女性部総会
小千谷市社会保険研究会総会
淡交会 研修・総会
県内商工会議所女性会正副会
長会議
奨学会 第 回評議員会
青年部役員会
珠算検定
長岡大学事業推進協議会
通常議員総会
電信電話ユーザ協会 理事会・
講演会

（旧）城内１−３４１−１ 朝日ビル２Ｆ

20 19 18

日
日
日
日

（新）城内１−７−２ 和田治ビル地下１Ｆ−Ｄ

27 25 24 23

正副会頭会議

ナイトスポット・ミスティー （6月7日付）

７月

２日

■所在地変更

2

会議・行事の予定（６月〜７月）

（旧）関根

６月

健一郎

３日

（新）関根

４日

㈱魚沼自工 （5月1日付）

第 回会頭選考委員会
税務４団体総会
正副会頭会議
法人会講演会
おぢやまちゼミ専門委員会
万灯会議
所内運営会議

■代表者変更

５日
６日

966

中越地区産廃対策推進協議会総会

5月末会員数

シルバー人材センター総会
本町商店街振興組合総会
女性会役員会
地域おこし協力隊月例報告会
会員ゴルフ大会
簿記検定
常議員会
消費税軽減税率対策窓口相談
等事業
北陸地建懇談会
県連事務局長会議
県連会頭・副会頭・専務理事

会 員 情 報

７日

８日
９日
日
日

11 10

日
日

13 12

会報本紙に掲載

◇武田 双雲／たけだ・そううん
1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、NTTに就職。約3年後に書
道家として独立。NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など、
数々の題字を手掛ける。講演活動やメディア出演、著書出版も多数。
2013年度文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム・インドネシアに
て、書道ワークショップを開催。15年には、カリフォルニアにて個展開
催、17年にはワルシャワ大学にて講演など、世界各国で活動する。
公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
公式サイト：http://www.souun.net/、感謝69：http://kansha69.com/
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