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お客様が元気になる食事をいつでも、どこでも
小千谷の飲食店はまだまだ宅配・テイクアウト販売やります!

1 つ 1 つ丁寧に仕上げた弁当をお届けする『かねし』店主 小野塚 正紀さん 詳細は2ページに記載
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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

飲食店による

｢宅配・テイクアウト販売｣
チラシ第２弾を発行
新型コロナウィルスの感染が続く中で、３月に発
行した「宅配・テイクアウト販売」チラシが大きな
反響を呼んだことから、第２弾を小千谷市のご協力
をいただき小千谷飲食連合会主催、小千谷旅館組合
と当所観光サービス部会の共催による掲載店32店舗
で４月10日
（金）
に発行しました。今回は、第１弾の
掲載店のほか、食堂・レストラン・そば屋・居酒屋
などからも参加があり、各店舗自慢の味を提供しま
した。
参加店からは、「今までなかった農繁期で忙しい
家庭からの注文がある」「休業を余儀なくされてい
る飲食店がある中でチラシの発行により注文がある
のはありがたい」など厳しい状況下においても前向
きに頑張っていこうとの意欲あふれる声が寄せられ
ました。
会員事業所の皆さまからは昼食等にご利用いただ
きまして誠にありがとうございました。

青年部通常総会を書面決議にて実施
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、青年部通
常総会を書面決議にて実施しました。
議案には、令和元年度事業報告及び収支決算、役員人事、
令和２年度事業計画及び収支予算について提示し、いずれの
議案も賛成多数で可決承認されました。
なお、新役員名簿は次のとおり。
令和２年度役員名簿
会
長 村田
修 （有）ワイズマネージメント
直前会長 久保田邦彦 （株）中越クリエイティブ
副 会 長 位下 史弥 （学）東小千谷学園 ひばり認定こども園
〃
伴
雅史 秀和建設（株）
〃
鈴木 秀信 （株）鈴木建築
〃
根津堅太郎 （有）根津工業
理
事 大川 孝幸 （株）ホームセンター大川
〃
山口
寛 （株）ロータス片貝
〃
小川
司 ヒムエレクトロ（株）
〃
新谷梨恵子 （株）農プロデュース リッツ
〃
長谷川有理 （福）ほのぼの小千谷福祉会
〃
玉木 優子 （資）川上屋酒店
〃
高橋 重尚 （株）高橋電気
〃
小林 重晴 （有）陽光
〃
髙橋 達也 （株）高五組
〃
岡村美友紀 社会保険労務士法人せきね事務所
〃
竹内 義朗 竹内製菓（株）
〃
中村
大 米忠商店
監
事 大渕真由美 バーニーズ
〃
郷
秀光 （株）日乃出輸送

感染症対策を行いながら開催

４月常議員会

去る４月28日
（火）
に常議員会を開催し、⑴新規会
員の加入承認、⑵記帳代行及び記帳指導等手数料規
約の一部改正、⑶諸証明手数料徴収規約の一部改正、
⑷職員就業規則の一部改正ならびに嘱託職員等の就
業規則の制定、⑸小千谷商工会議所定款の一部改正
ほかについてそれぞれ審議され、すべて原案どおり
可決承認されました。
つづいて、事務局より３号議員の職務を行う者の
変更、新型コロナウイルス感染拡大に伴い３月に実
施した会員訪問調査の結果、伴走型経営発達支援事
業評価委員会などについて報告したあと、出席者よ
り新型ウイルスによる影響や今後の見通しについて、
意見交換、情報交換を行いました。
様々な業種に深刻な影響が出ており、我が国経済
は未曾有の危機に直面していますが、収束後の経済
復興に向け今できることをしっかりやっていこうと
の前向きな意見も出されました。
３号議員変更（４月１日付）
(新)第四北越証券㈱小千谷支店 支店長 大関卓郎 氏
(旧)第四北越証券㈱小千谷支店 支店長 玉井智教 氏

女性会

通常総会

４月21日（火）、当所において小千谷商工会議所女性会（高
野邦子会長）が令和２年度通常総会を開催しました。新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により様々な会議や行事が中止
されておりますが、当日は「３密」を避けるなどの感染症対
策を行いました。
総会では、⑴令和元年度事業報告並びに収支決算承認に関
する件、⑵令和２年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認
に関する件、⑶任期満了に伴う役員改選について審議を行
い、すべて原案通り可決承認されました。
選任された新役員は下記のとおりです。
（任期：令和２年５月１日〜令和４年４月30日）※敬称略
同
会 長 髙野千佳子 ㈴髙留商店
（新任・前副会長）
副会長 本田真紀子 ㈲片貝煙火工業（新任・前監事）
副会長 石上 康子 いいこって（新任・前理事）
副会長 関根 芳美 社会保険労務士法人せきね事務所
（新任・前監事）
理 事 新谷梨恵子 ㈱農プロデュース リッツ
さつまいも農カフェきらら（新任）
理 事 佐藤 順子 らくらくパソコン教室（新任）
監 事 大橋 純子 オーハシカンバン（新任）
監 事 高橋智保子 ㈲高由家具店（新任）
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おぢやまつり実行委員会では、新型コロナウイルス感
染症の拡大状況を鑑みて、市民の皆さまの命と健康を
守ることを最優先に考え、本年８月21日
（金）から23日
(日）に開催を予定しておりました｢おぢやまつり｣の中
止を決定いたしました｡
楽しみにしていた皆さまには、何卒ご理解をいただ
き、来年以降のおぢやまつりにご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。 おぢやまつり実行委員会

「新型コロナで進むビジネスの
ネット化に備えよう」

渡辺

和博

復できたのは、⑴インターネット時代になっ
て馬券が全国から買えるようになったこと、
⑵全国のコアなファンに向けた商品企画に取
り組んだこと、⑶地元の客向けにファミリー
や女性が行きやすい環境を整え、魅力的なイ
ベントを実施したことが挙げられます。
ネットで商品が売れるなら、大市場から遠
い地方にあるというデメリットはさほど不利
になりません。面白いのは全国からファンを
引き付けるためにあえて他の競馬場のレース
が終わった後にレースを開催したり、地元の
成績が良くない馬ばかりが走るレースを企画
したりしたことです。これは予想が難しいた
め高配当が期待できると人気を呼びました。
地方にあってマイナーな存在ゆえに、そこに
所属する競走馬のことが良く知られていない
というマイナスをプラスに変えた発想があり
ました。
一方でリアルに足を運べる地元の観客に対
し て は、 ト イ レ を き れ い に し た り「 カ レ ー
フェスタ」といった食のイベントを実施した
り、女性やファミリーが遊びに行っても楽し
い場所に改善しました。
高知競馬のＶ字回復からは、ネット活用と
ネ ッ ト の 先 に あ る、 よ り コ ア な お 客 さ ん の
ニーズや消費スタイルを考えて商品やサービ
ス内容を見直すこと、ネット以外の直接顔が
見えるお客さんについては、ターゲットを広
げてリピーターを増やす工夫を凝らすことな
どのヒントが得られます。今回の事態は乗り
切るだけでも大変ですが、その先には、ビジ
ネスシーンに広くネット活用が進んだ世界が
常識になっているはずです。

◇渡辺 和博／わたなべ・かずひろ
１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士
課程修了。同年日本経済新聞社入社。全国各地
のものづくり企業、自治体、地域商社やＤＭＯ
などを取材、地域に持続的に稼げるビジネスを
つくることをテーマにした著書『地方発ヒット
を生む逆算発想のものづくり』がある。全国の
商工会議所などで地域活性化や名産品開発を支
援する講演などを実施している。
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会報本誌に掲載

日経ＢＰ社
「日経ビジネス」
シニアエディター
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新型コロナウイルス感染症の拡大により世
の中のビジネスは大きな影響を受けています。
飲食業、小売り・サービス業をはじめ、まっ
たく商売にならない人も多くいらっしゃると
思います。とにかくここはさまざまな支援を
利用してなんとか生き残るしかありません。
今回の出来事は、ゆるやかに起きていたビ
ジネスのやり方を大きく変化させる側面もあ
ります。その一つがインターネット活用の拡
大です。いろいろな地域の私の知り合いの飲
食店でも、これまで取り組んでいなかった持
ち帰りメニューをつくり、ネット通販できる
商品開発、コアなファンとのつながりを強め
る方策、新規客を呼び込むための情報発信な
ど、慣れないパソコンと向き合いながらネッ
ト活用を始めるところが増えています。
今回は、時代の変わり目にネットを活用し、
お客さんのニーズと向き合ってピンチを切り
抜けたという話題を紹介します。
高知県に高知競馬という地方競馬がありま
す。人口減もあって利用者はどんどん減り、
２００８年にはかつて２２０億円あった年間
売り上げが 億８０００万円にまで落ち込み、
赤字に転落しました。それが、 年には、前
年より１４０億円増えて５７０億円と大きく
成長し、過去最高を記録しました。現在は無
観客でレースを開催して好調に売り上げを伸
ばしているそうです。かつてハルウララとい
う連戦連敗の競走馬が所属していたことくら
いしか話題がなかった地方競馬がここまで回
19

テレビをつける度に、今日は何人感染したとか暗い
ニュースをやっていて段々と気が滅入ってきます。ど
うにかしたい。東日本大震災の時はボランティアで土
砂の撤去などやりましたが、ウイルスに対して私が出
来ることは感染を広げないようにジッとしている事だ
け。では人に対して何か出来る事はなかろうか。
色んなイベントが中止になって、集まる事もはばか
られる中で、私に出来る事は動画でＰＲする機会を増
やす事だろうという結論に至ったので、YouTube「お
ぢや放送室」でみなさんがそれぞれ動画を作れるよう
に解説を始めました。
それとみなさんがＰＲしたい事を撮影して送って頂
いたらおぢや放送室に投稿出来るようにチャンネルを
無料で開放する事にしました。
「テイクアウト出来るようにし
たよ！」
「 こんなサービス始めた
よ！」などＰＲしたい事を微力な
がらお手伝いしたいと思います。
YouTube「おぢや放送室」で
検索して投稿方法を確認してぜ
ひ活用してみてください！

令和２年度おぢやまつり
中止のお知らせ

「お知らせの話し」

会報４月号でお知らせいたしました、６月13日（土）に
開催予定の「第27回会員ゴルフ大会」は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止の観点より、延期することと致
しました。
延期後の開催は９月６日（日）を予定しておりますが、
今後の状況を確認しつつ今年度の開催の有無を検討し
ていきたいと思います。楽しみにされている会員の皆様
もいらっしゃることと存じますが、ご理解ご協力賜りま
す様宜しくお願い申し上げます｡

牛久保くんのコラム

牛久保はミタ !!
地域おこし協力隊

会員ゴルフ大会延期のご案内

《新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ》

雇用維持と事業継続の為の資金繰り支援等のご案内
※

個：個人事業主・フリーランス向け、中小 ：中小企業向け、中堅 ：中堅企業向け、大：大企業向け

1.事業継続のための運転資金が心配

個 中小

■日本政策金融公庫等で実質無利子・無担保の融資が受けられます【資金繰り・無利子・無担保融資】
〈新型コロナウイルス感染症特別貸付〉
【融資対象】売上高が５％以上減少した事業者等 【貸付利率】当初３年間基準利率▲0.9％
【利下げ限度額】日本公庫（中小事業）及び商工中金は３億円、日本公庫（国民事業）は３千万円【据置期間】５年以内
〈特別補給による実質無利子化〉一定の要件の下、当初３年間利子補給により実質無利子化
■民間金融機関で最大3千万円の実質無利子・無担保の融資が受けられます

【資金繰り・信用保証付き融資における保証料・利子減免】
〈信用保証料の減免〉
セーフティーネット保証４号、５号、危機関連保証について、一定の要件の下、保証料をゼロ又は1/2に減免（上限３千万円）
〈都道府県による制度融資を通じた利子補給〉
都道府県に対する補助を実施し、一定の要件の下、制度融資を通じた利子補給により当初３年間実質無利子化（上限３千万円）

2.過去に借り入れた資金の返済が負担

個 中小

■日本政策金融公庫の過去の借入や民間金融機関の保証付きの過去の借入れを一部実質無利子で借換できます

【資金繰り・日本公庫等の既往債務の借換】
※実質無利子化の限度額は、日本公庫中小事業１億円、国民事業３千万円

商工中金危機対応融資１億円

3.感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う場合

個 中小

■ものづくり補助金の補助率が1/2から2/3へ引上げられます
■持続化補助金の補助上限が50万円から100万へ引上げられます
■IT導入補助金の補助率が1/2から2/3へ引上げられます【設備投資・販売開拓・生産性革命推進事業の拡充】
※申請要件は補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応 Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
◆公募スケジュール（２次締切※）
ものづくり補助金
公募開始
申請開始
応募締切

3月31日（火）
4月20日（月）
5月20日（水）

C：テレワーク環境の整備
持続化補助
3月10日（火）
3月13日（金）
6月 5日（金）

IT導入補助
6月頃予定■
6月頃予定■
6月末頃予定

※２次締切後も申請受付を継続し、令和２年度内に複数回（２～３回程度）締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採
択発表を行います。
（制度内容、予定は変更する場合がございます。）

４.雇用を維持したいが給与の支払いが心配

個 中小

中堅 大

■従業員の賃金等を最大9/10助成されます【経営環境・雇用調整助成金の特別措置】
※解雇を伴わない場合の助成率は中小企業９/10 大企業３/４

５.家賃など月々の固定費の支払いが厳しい

個 中小

中堅

■事業全般に広く使える現金が最大200万円支給されます【給付金・持続化給付金】
※対象者は売上が前年同月比で50%以上減少している方
（フリーランス含む）100万円

※給付上限は、法人（中堅・中小・小規模）200万円、個人事業主

６.税や社会保険料、電気・ガス料金の支払いが心配

個 中小

中堅 大

■基本的に全ての税の納税を猶予できます【税等・納税の猶予の特例】
■厚生年金等の保険料の納付を猶予できます【税等・厚生年金保険料等の猶予制度】
■電気・ガス料金の支払いを猶予できます【税等・電気・ガス料金の支払猶予等について】
※令和２年度補正予算の成立が前提の事業については、今後、事業の内容が変更される事があります。事業の詳細が決定次第、速やかに経済産業
省HP等で公表させていただきます。

お問い合わせ先
平日のご相談
※経済産業省ＨＰ特設ページ内の「新型コ
ロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」
または右のQRコードよりご確認いただけ
ます。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
土日・祝日のご相談
※土日・祝日も相談を受け付けております。開設している窓
口を、以下URLもしくは右のQRコードよりご確認くださ
い。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

●感染症流行が収束した後の経済活動の回復に向けた支援策等もございます。
●経済産業省HP特設ページにパンフレットを掲載しております。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連 で検索、または右のQRコードよりご確認ください。
おぢや
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持続化給付金

に関するお知らせ

持続化給付金とは？

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただ
くため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入）―（前年同月比▲50％月の売上げ×12 ヶ月）
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などにも対応しています。

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
１．新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者。
２．2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業継続をする意思がある事業者。
３．法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
相談ダイヤル 持続化給付金事業コールセンター 0120－115－570

〔IP電話専用回線〕03－6831－0613
受付時間８：30～19：00 ５月・６月（毎日）７月から12月（土曜日を除く日から金曜日）

よくあるお問合せ
前年同月比▲50％月の対象期間はいつですか？
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50％以上減少したひと月について、
事業者の方に選択いただきます。

申請・給付はいつから始まりますか？
５月１日より申請受付が始まっています。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想
定しています。※申請者の銀行口座に振り込み

申請に必要な情報を教えてください。
住所や口座番号（注）に加え、以下をご用意ください。
（注）通帳の写し（法人：法人名義、個人事業主：個人名義）で確認します。
法 人 の 方 ①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③2020年の対象とする月の売上台帳等
個人事業主の方 ①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③2020年の対象とする月の売上台帳等
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。

申請方法を教えてください。
Web上での申請を基本とし、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会
場」を開設する予定です。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
詳しくは経済産業省ＨＰに掲載しております。
（https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90）

小千谷商工会議所の各種共済に加入しましょう。
濡

おぢや
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インフォメーション ～お役立ち情報～
※詳細はお問合せ先にお電話していただくか、該当するホームページ等でご確認ください。
発信者・件名

【厚生労働省】
労働基準法の一部を改正する
法律について

【経済産業省】
高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)
を含むコンデンサー等が使用
された機器の所有の有無の確認
及び早期処理に係るお願い

【総務省】
「令和2年度国勢調査」への
ご協力のお願い

【総務省・経済産業省】
「2020年工業統計調査」
「経済構造実態調査」
へのご協力のお願い

【(一財)新潟県発明協会】

知的財産

何でも支援！

＜無料・秘密厳守＞
【全国国民年金基金】
・国民年金にゆとりをプラス。
・自分で入る公的な個人年金。
・積立方式の年金です。■■■
■物価スライドはありません。

主な内容

お問合せ先

未払賃金が請求できる期間が5年（当分の間
厚生労働省リーフレット：
は3年）に延長されるとともに、賃金台帳な
https://www.mhlw.go.jp/content/
どの記録の保存期間が5年（当分の間は3年）
000617974.pdf
に延長されます。また、延長にあたり企業の
「働き方改革推進助成金」ご案内：
賃金台帳等の電子データ化等に取り組む際に
https://www.mhlw.go.jp/content/
は、
「働き方改革推進支援助成金」を受ける
000617977.pdf
ことが可能です。
事業所で使用中または保管中のＸ線発生装置、
溶接機及び昇降機制御盤が高濃度PCB含有
コンデンサー等を使用したものであるかの確
認とともに、機器を所持している場合は、確
実かつ早期に処分委託手続等を行ってくださ
い。PCBを含む製品や廃棄物は、地域ごと
に定められた期限までに処分しなければなり
ません。

【環境省】
PCB早期処理情報サイト：
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
PCB使用製品及び廃棄物の期限内
処理に向けて：
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
download/pdf/full9.pdf

総務省では、5年に1度、国や地方公共団体
における公正な行政施策のための基礎資料と
するため、
「国勢調査」を行っております。
調査の結果は、行政施策の基礎資料のほか公
的統計の作成及び推計や学術研究・企業経営
の参考資料として幅広く活用されています。

【総務省】
国勢調査について
https://www.stat.go.jp/data/
kokusei/2020campaign/

「工業統計調査」は、製造業を営む事業所を
対象に、1年間の生産活動に伴う製造品の出
荷額、原材料使用額などを調査し製造業の実
態を明らかにすることを目的としております。
また、
「経済構造実態調査」は、主要産業の
構造とその変化について、毎年より的確な実
態を把握するための調査です。

【経済産業省】
工業統計調査について：
https://www.meti.go.jp/statistics/
tyo/kougyo/
経済構造実態調査について：
https://www.stat.go.jp/data/
kkj/

特許・実用新案、意匠、商標をはじめ、著作権、
不正競争防止法、営業秘密など知的財産に関
するお悩み・ご相談は「INPIT 新潟県知財
総合支援窓口」へお気軽にご相談ください。

新潟県知財総合支援窓口
☎・FAX 025-211-3722
https://www.niigata-i-cube.com/
(e-mail) niigata.i-cube@
aa.wakwak.com

国民年金に加入している自営業などの方々が、
ゆとりある老後を過ごすことができるように、
老齢基礎年金に上乗せをする公的な年金です。
全国国民年金基金 検索 でメリットをご確
認ください。

全国国民年金基金新潟支部
☎ 025-245-9345
資料請求・ご相談・お問い合せは
0120-65-4192

コロナウイルスに係る最新情報はホームページをご覧ください。
当所ホームページにて、経済産業省・厚生労働省などの国、新潟県、小千谷市のほか、関連機関
のコロナ対策情報や支援策などを随時アップしております。新型コロナウイルス感染症情報を見
やすくレイアウトを変更、またスマートフォンやタブレットからも当所のホームページはとても
見やすくなりましたので、ぜひご活用ください。
小千谷商工会議所ホームページ

ＵＲＬ

https://www.ojiyacci.org

おぢや
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会 員 情 報

■事業所名変更

■代表者変更

4月末会員数 940

全国商工会議所早期景気観測

業況ＤＩは、２カ月連続で大幅悪化。
先行きも新型コロナウイルスにより厳しい見通し

10

-40

-50

-60

-70

4月

（増加・好転などの回答割合）
−
ＤＩ＝
（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。

武田 双雲

20

会議・行事の予定
（５月～６月）

サービス

５月

製造

小売

日

建設

卸売

デンウィークにおける観光需要
の急減や、サプライチェーンの
停滞、生産活動への影響の長期
化を懸念する声に加え、企業や
消費者のマインドの低迷、資金
繰りの急激な悪化などにより、
中小企業の業況感は、調査開始
以来最悪となったリーマン
ショック後の２００９年２月
（▲
７３．４）に迫る厳しい見通し。
北陸信越ブロックの全産業の
業況ＤＩは悪化。
新型コロナウイルスの影響が
拡大する中、小売業では、消費
者による買いだめの動きがみら
れ、飲食料品や日常消耗品の売
上が一部で増加したものの、イ
ベントの中止や外出自粛を受け
て、客足が遠のいた百貨店や商
店街、飲食業を中心としたサー
ビス業で売上が悪化した。
また、製造業では、飲食・宿
泊業向けの引き合いが弱いほか、
展示会の中止や営業活動の自粛
による機会損失を指摘する声も
聞かれた。
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2020年4月分

全産業合計の業況ＤＩは、▲
６０．４（前月比▲１１．４ポ
イント）。
新型コロナウイルスの流行拡
大に伴う緊急事態宣言の発令以
降、外出自粛や消費マインドの
低下、イベント等の中止などに
よる一段の売上減少。営業時間
の短縮や休業を実施する企業も
みられたサービス業や小売業で
景況感が大幅に悪化。また、新
型コロナウイルスの収束が見通
せない中、生産・設備投資など
の計画見直しやサプライチェー
ンの停滞による部材等の調達難
など、生産活動への影響が拡大
していることなどが下押しし、
中小企業の景況感は、リーマン
ショックの影響が残る２０１０
年 １ 月 （ ▲ ６ ２ ． ３ ）以 来 、
１０年３カ月ぶりの▲６０台と
なった。
先行き見通しＤＩは、▲７１．
１（今月比▲１０．７ポイント）。
新型コロナウイルスの世界的
な流行の影響によって、ゴール

-30

正副会頭会議
マル経審査会
ＩＴ相談会
監査会

-20

日
日

0

６月
日 正副会頭会議
日 ＩＴ相談会
日 県連事務局長会議
日 常議員会
日～ 日
日商委員会
総会通常議員
日

会報本誌に掲載
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3月

2月

1月

12月

11月

-80

全業種

◇武田 双雲／たけだ・そううん
1975年熊本生まれ。書道家。東京理科大学理工学部卒業後 NTT
入社。書道家として独立後はNHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産
「平泉」などの題字を手掛け、講演活動やメディア出演も多数。数年
前より身体に優しいオーガニック食材や発酵食品を使った店舗のプロ
デュースを手掛け、湘南に「CHIKYU FARM TO TABLE」
、浅草に姉
妹店「MISOJYU」をオープン。2019年元号改元に際し、
「令和」の
記念切手に書を提供。ベストセラーの『ポジティブの教科書』や、
『波
に乗る力』
（日本文芸社）など著書も多数出版。書作品のみならず、
現代アートを主とした個展を国内外にて開催。
公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
公式サイト：http://www.souun.net/

18

書道家

(有)ヤマトテック（４月１日付）
（新）
伊佐 裕治
（旧）
伊佐 紀元
(株)宮内測量設計事務所 小千谷支店（４月１６日付）
（新）
秋山 正樹
（旧）富澤 勉
(株)よこ山（４月１日付）
（新）
横山 敏行
（旧）横山 敏光

CCI－LOBO

（前年同月比）の推移
産業別業況Ｄ
Ｉ
北陸信越ブロック

こんな時こそ希望を見出すんだ。
機を待とう。
種を撒こう。

(株)よこ山（４月１日付）
（旧）
（有）よこ山

俊紀
岩淵
業務課
臨時職員

啓太
堀澤
総務課
臨時職員

新人 職 員 紹 介

■新規会員

パン・ド・アン
川上 朋子 本町 菓子製造業
玉三郎 小千谷店
長谷川博樹 桜町 サービス業
hatakeya sun（はたけやさん）
斎木 達也 薭生 農業

会報本誌に掲載
1
27 11
17 16 11 10 2
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よろしくお願いします

アクサ生命保険株式会社 新潟支社 長岡営業所
〒940-0071 長岡市表町 2-3-1 吉原リース表町ビル 3F

TEL0258-35-2440
おぢや
会議所だより
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