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おぢやまつり開催（P3）

今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ
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▪インボイス セミナー・個別相談会　開催中（P3）
▪「市との経済懇談会」
　　　　　　　 テーマアンケート結果発表（P4）
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　おぢやまちゼミ実行委員会では、７月20日～８月
20日に第14回おぢやまちゼミを開催しました。
　昨年に引き続き、感染症対策を行った上での講座
開催となりましたが、各店舗で対策・工夫を実施し、
たのしい雰囲気でまちゼミを開催することができ、
参加した方から「子どもが楽しそうにしていて参加
してよかった」「手相を見てもらい明るい未来を感
じられた」「体が楽になった。スッキリした」など
の声が寄せらせました。
　第14回まちゼミの講座の様子はまちゼミのインス
タグラムより発信しております。気になる方はぜひ
下記QRコードよりアクセスしてください。
　たくさんのご参加ありがとうございました。

　７月30日(土)「寺院経営に学ぶ付加価値の向上と
ブランド再生」と題し、麻田弘潤氏（極楽寺住職）を
講師にむかえ、生産性向上セミナーを実施しました。
　講義では、常識や伝統にしばられず、現状を分析
し、将来を見据えた経営の重要性などを学びました。
　参加者からは「お寺という固定概念にとらわれな
い話が聞けた」「思いきった転換が素晴らしい」
「来てもらうのではなく来たくなるようなお寺を目
指したというところに共感」「時代の流れの中で、Ａ
Ｒ導入やタブレットを使った説法は子ども達にとっ
て身近ですんなり受け入れられそうだと思った」な
ど、時流にあった地域や社会とのかかわり方や経営
が参考になったセミナーでした。

第14回おぢやまちゼミ終了!!

青年部 生産性向上セミナー開催

まちゼミ
インスタグラム

まちゼミ
フェイスブック

親子で木工教室
「ミニチュア」
　　　　　づくり
　㈱郷建築事務所

LINEの使い方教えます！
(ハイハイネットワーク)

●商品券仕様
『共通券』と『地域券』の２種類。また「子育て世帯生活応
援」及び「低所得者生活支援」として対象世帯には無償で
商品券の先行配布を行います。
【先行配布】１セット5,000円分
　（500円券10枚綴り。共通券10枚）
【一般販売】１セット6,500円分
　（500円券13枚綴り。地域券9枚、共通券4枚）
　※今回より１回に使用できる商品券は１人あたり26枚までとなります

●利用期間
　令和4年9月10日(土)～令和4年11月30日(水)
　 ※一般販売の利用は10月１日からになります。

●販売期間
　令和4年10月1日(木)～令和4年10月21日(金)
　 ※１世帯２セットまで、広報おぢや９月25日号折込の購入引換券が必要です
　 ※販売予定枚数に達しない場合は再販予定あり

●登録店登録料　無料
●取扱対象業種及び店舗
　①『共通券』『地域券』両方
飲食業、タクシー業、旅行業、宿泊業、サービス業、
娯楽業で小千谷市内に所在する店舗及び事業所
小売業で小千谷市内に本社（本店）が所在する店
舗及び事業所

　②『共通券』のみ
小売業で小千谷市内に本社（本店）が所在しない
店舗及び事業所

第4弾
原油価格・物価高騰緊急対策

取扱店
募集中

【取扱店申し込み・問い合わせ先】
小千谷商工会議所「第４弾おぢやプレミアム商品券」事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0258－81－1300

８部会がそれぞれ総会を開催
新議員の選出と市への要望協議
　小千谷商工会議所の議員改選にあたり、各部会よ
り議員を選出するため、８部会において下記の日程
でそれぞれ部会総会を開催しました。
　また、この総会では部会ごとに今年度の小千谷市
への要望事項を協議しました。コロナ禍に加えて、
原油・原材料価格の高騰等の外部環境のなかで、雇
用を始めとする中小企業の動向を把握し、課題解決
に向けた支援策について、出席者より積極的な意見
交換がなされました。
　なお、各部会より選出された議員ならびに部会
長・副部会長は、会報11月号でお知らせする予定です。
【各部会総会の日程】
卸売商業部会：８月29日㈪　交 通 部 会：９月１日㈭
小売商業部会：９月７日㈬　建設工業部会：９月６日㈫
工 業 部 会：８月29日㈪　観光サービス部会：８月31日㈬
金融証券部会：８月26日㈮　諸 業 部 会：８月26日㈮
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開催日：10月4日(火)
　　　　昼の部 14時00分～15時30分
　　　　夜の部 18時00分～19時30分
会　場：小千谷商工会議所3階大ホール
定　員：各部20名
※個別相談も行っています。詳細・お申し込み方法は
　先月号の折込チラシまたは当所ホームページをご覧
　ください。

　小千谷商工会議所では来年10月１日より導入され
るインボイス制度の対策セミナーを開催します。
　免税事業者を含めたほとんどの事業者に影響があ
る制度になり、知らないでいると今の取引先と取引
停止になる恐れがあります。
　制度の概要を知り、必要な対策を進めていくこと
が重要になりますので、この機会に是非ご参加くだ
さい。

小千谷商工会議所
インボイス制度対策セミナー

免税事業者の方は特にお気を付けください｡

　当所では７月20日㈬より、中小企業診断士 小松
俊樹氏による「各種補助金個別相談会」を延べ５日
間開催し、15件の利用がありました。
　５月にも「新潟県新事業チャレンジ補助金」の活
用を考えている方向けのセミナー・個別相談会を開
催しましたが、相談会に参加し「新潟県新事業チャ
レンジ補助金」を申請した方は全て採択され、効果
的な相談会となりました。
　今回の個別相談会では、「新潟県新事業チャレン
ジ補助金」の他、「小規模事業者持続化補助金」
「新潟県起業チャレンジ応援事業補助金」等の国・
県の補助金活用についての相談も行われ、参加者は
補助金採択に向けた新たな事業計画策定等のアイデ
アを習得できたようでした。

各種補助金
対応個別相談会開催

補助金取得に向けて !

◀▲１日目の20日(土)は
　　雨天からのスタートとなっ
たが、夜には収まり花火大
会を実施。

　　雨上がりの夜空を彩った。

◀▲人気のアニメキャラなどの
　　万灯に子ども達も大喜び。
　　笛や太鼓と笑い声の響く
　　賑やかな祭りとなった。

３年ぶりのおぢやまつり賑やかに開催されました！

 去る８月20日(土)、21日(日)に３年ぶりとなる「おぢやまつり」が開催されました。
感染症対策の中、例年とは異なる形の行事もありましたが、当日は大花火大会、万灯統
一パレードを始め、うきうきしゃっこいまつりや万灯乗車体験などが開催され、久しぶ
りのおぢやまつりに大勢の来場者が集まり、大盛況で終わりました。
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図書館等複合施設を活用した地域経済の活性化に関するアンケート調査
10月開催予定の「市との経済懇談会」テーマについて、集計結果が出ましたのでご報告いたします。
■アンケート実施期間：令和４年８月12日～８月31日　　■有効回答率（有効回答数／調査客体数）：20.1％

貴社の業種に〇を付けてください。　Ｑ1
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貴社の従業員数にあてはまるも
のに〇を付けてください。

Ｑ2 アンケート回答者にあてはまる
ものに〇を付けてください。

Ｑ3

複合施設の設計にあたり、市は、この事
業に興味・関心がある様々な立場の人が
自由に意見を出し合い、対話しながら共
に創ることを重視しています。この対話
の場所として小千谷リビングラボ「at!
おぢや」があることをご存じでしたか。

Ｑ4
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前問でⒶ「知っていた」と回答
した方に伺います。「at!おぢや」
に参加したことはありますか。

Ｑ5 貴社単独または他社と共同で活
用できそうな場所はありますか。

Ｑ6

Ｑ６でⒶ「ある」と回答した方に伺います。具体的な構想があればご記入ください。Ｑ7
・求人案内や会社情報の提供　　　　・地元産業を知ってもらう場　　　　・ルーフを使った品評会や展示即売会
・会議場、講演会、イベント開催場　・小千谷まちゼミの開催　　　　　　・会社と連携したセミナーや体験教室
・子育て等の悩み相談　　　　　　　・ウォーキングコース　　　　　　　・食とコラボしたイベント
・カフェ　　　　　　　　　　　　　・楽器等のレッスン　　　　　　　　・リサイクルの場

Ｑ６で、Ⓑ「ない」と回答した方に伺います。活用できないと考える理由をご記入ください。Ｑ8
・具体案が浮かばない　　　　　　　・概要を十分把握できていない　　　・展示スペースには狭く使いにくい
・会社との距離がありすぎる　　　　・サンプラザ等で既に活用している　・時間的・人的な余裕がない
・商品管理ができない　　　　　　　・お客としての対象者が少ない　　　・売上が見込めない
・業種上利用は無い　　　　　　　　・公共機関等の窓口が揃っていない

複合施設の開業に期待することは何ですか。Ｑ9
・図書館の充実と利便性向上　　　　・わかりやすい館内案内　　　　　　・市役所機能の移転
・賑わい、住みたくなる街に貢献　　・商店街と周辺の活性化　　　　　　・周辺の再開発
・お店のイチオシ商品販売　　　　　・利用特典付与による活性化　　　　・継続して市内外の人が集まる場
・憩と子供の遊び場　　　　　　　　・多くの人を呼べるイベント開催　　・生活が豊かになるきっかけの場
・セミナー開催による地域連携　　　・気軽に立ち寄って利用できること　・屋外フェス実施
・想い出の場　　　　　　　　　　　・黒字経営　　　　　　　　　　　　・業界ＰＲ

複合施設に関する意見や要望等ありましたらご記入ください。Ｑ10
・図書館設備の内容充実　　　　　　・スポーツジムで体を動かせるエリア充実　・ランドマークになること
・子供向けを充実　　　　　　　　　・コンビニ、ＡＴＭ、行政手続きを可能に　・ニーズ変化に対応できる設計
・中途半端でなく、秀でた所のある施設　・市内各地の郷土資料展示　　　　　・シニア世代が集まり、体も動かせる場所
・開放感のあるおしゃれな施設　　　・音楽やダンスのレッスン場　　　　・広いジャンル、入手困難な本が揃う
・駐車場不足解消　　　　　　　　　・高年齢者に配慮した駐車場　　　　・温水プール
・タクシーやバスの乗り入れ　　　　・仕事終わりにも対応した会館時間  ・他市との交流の場となるイベント開催
・学生や若い人が気軽に集まり使える施設　・幅広い年齢層を対象にイベント開催 ・交通網の整備による行き来のしやすさ
・継続的な目新しいイベント開催  　・医療や福祉に関する市民交流の場　・オープンが遅れた理由の丁寧な説明

ア ン ケ ー ト へ の ご 協 力　 あ り が と う ご ざ い ま し た。
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※掲載している事業所の詳細につきましては令和4年8月31日時点で当所に登録されているものになります。ご登録情報の変更、所属部会のお問
い合わせは小千谷商工会議所（☎81―1300）までご連絡ください。

小千谷商工会議所
8部会所属事業所紹介
観光サービス部会②

Part14 旅行、宿泊、飲食、娯楽、理美容、環境衛生に
関わる事業所が所属する小千谷商工会議所
観光サービス部会では６つの分科会を設け
ています。今回はスナックや喫茶、バーや居
酒屋などの「飲食分科会」に所属している事
業所を紹介します。

事業所名 電話番号 営業内容

いいこって 86-8393 居酒屋

One-Way 76-0376 カクテルバー

ラウンジ杏 83-0039 ラウンジ

ごっつぉ家 がみんち 83-0771 寿司居酒屋

スナックCO・CO 82-1151 スナック

ラウンジ花みずき 83-5611 スナック

SiLva 84-7623 飲食店

焼肉酒場 楽笑 89-7815 飲食店

㈲みれん ニューみれん 82-5521 スナック

よってげ亭 82-2825 居酒屋

㈱火処 34-8700 居酒屋

SNACK ゆな 84-7475 スナック

M 83-0718 バー

SNACK 琥珀 83-2177 スナック

中國私家菜 むうちい 89-8151 中華料理店

スナック りあん 86-7470 スナック

Restaurant & Bal ELFABLE 86-6969 居酒屋

和Dining 縁Counter 86-7570 居酒屋

㈱ノブサーズ 22-0188 飲食、ホテル

㈱LOOP Dining Booth 一氣 83-2244 居酒屋

㈱LOOP居酒屋 氣心 89-7119 居酒屋

スナック 來 -Rai- 86-6093 スナック

麺や つるり 83-1546 ラーメン店

BAR NEXT from Pure 82-4170 バー

和（やわらぎ） 080-8730-9919 居酒屋

MOB STYLE㈱ 050-1240-3779 居酒屋

BAR Star Horse 94-5914 バー

Pubsnack La Paix（パブスナック ラペ） 82-9591 スナック

.DD 080-6808-9151 スナック

NISCIRO 89-8488 カフェ

飲食分科会　59事業所所属 ※スナック、喫茶店、バー、居酒屋等が所属しています。
事業所名 電話番号 営業内容

LOCABO CAFE 神楽～KAGURA～ 080-9532-0748 カフェ

Angel & Co. 090-2629-0811 サービス業（お祭り・イベント）

串焼き 花美 86-0074 居酒屋

DININGBAR ZUNZUN 82-9567 洋風居酒屋

越　路 82-2106 居酒屋

スナック ひさ 82-7272 スナック

せきの 82-3402 居酒屋

魚のいこい 82-7716 居酒屋

CAFE&IZAKAYA 凛 82-1686 カフェ・居酒屋・ジェラート販売

串ひろ 82-9295 酒、串あげ

和風スナック るみ 83-2922 スナック

㈲星野商事 RON2 82-2610 スナック

いざかや 十三夜 82-0205 居酒屋

ニュー水仙 080-5184-2688 スナック

ナイトイン・ソシアル 83-5699 スナック

スナック 蟻巣 83-5101 スナック

さい賀 82-6726 和食

山　海 82-8581 居酒屋

スナック カローラ 83-5665 スナック

和風スナック ジャスミン 83-4661 スナック

割烹 日高 83-2696 居酒屋

鉄ぺい 82-1124 一品料理・焼鳥・焼きそば

食事処 泔ちゃん 83-0189 酒・肴・お食事処

スナック つぐみ 83-0723 スナック

ナイトスポット・ミスティー 83-2192 スナック

築地 金助 83-3248 一品料理

ピザ キャナック 83-2770 ピザ

スナックロゼオ 89-2293 スナック

㈲チアーズ ナイトパブ 司 83-2216 ナイトパブ

　2015年に本町でオープン、2020年に現在の城内へ移転した。スタッフと会話を楽しみなが
ら、美味しいお酒やカラオケを楽しめる。「楽しいスタッフが多数在籍しています。二次会な
どにぜひご利用ください！」と代表の新保正英さんは語った。
　今年８月に新潟県の新事業チャレンジ補助金を利用し、店舗前に天然マグロ
の冷凍自販機を設置した。メーカーから仕入れた冷凍の刺身やタタキ、寿司が
24時間非対面・非接触で購入できる。「飲みの帰りのお土産に」、「残業帰りの
夜食に」など、様々な利用ができそうだ。

飲んで歌って、お土産にマグロ　ＳＮＡＣＫ　琥珀

▲店内の様子。万全なコロ
ナ対策のもと、楽しいひ
と時を提供している。 ◦城内1丁目341－1AMビル3F ◦営業時間19：30～

チャレンジ補助金で導入した天然マグロの
自販機。新鮮なまま冷凍されたマグロは

解凍しても味もバッチリ▶
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　苦労して採用したスタッフ。長く働いてもらえるよう、さ
まざまな工夫をされていらっしゃることと思いますが、スタ
ッフ側は職場で不安なことがあっても本音が言えないかもし
れません。
　最近は、この分野にもＩＴが役立つようになってきました。
今回は経営者・管理職とスタッフの間にあるコミュニケーシ
ョンギャップを埋めるＩＴツールを活用して成果を上げてい
る宮城県の東洋ネクスト株式会社です。

　「離職を減らし長く働いてもらえるよう、スタッフとの対
話には力を入れてきました。しかし、人数が増えると物理的
な限界もあります……」
　宮城県仙台市の人材派遣会社・東洋ネクストの佐藤章央社
長は、「多様な働き方を先取り」するユニークな事業展開を
行っている。例えば毎日営業する飲食店が一人のスタッフを
求めているとき、一人が30日間働くわけにはいかないが、平
日午前中のみ、平日を週３日、土日可能といったさまざまな
就労形態のスタッフを時間帯や曜日で組み合わせ、双方のニ
ーズに応えているのだ。派遣スタッフが評価を受けて、３年
後の直接雇用につなげるのが一番の望みだという。
　しかし、業種にかかわらず、働き手の離職は悩みの種だ。
欠員が出た現場の対応はもちろんのこと、働く側も悩みや不
満を抱えたまま解決できずに退職し、成長の機会を失うこと
になる。毎日顔を合わせるオフィス勤務以上に、店舗などの
現場に分かれる業態では、「辞めたい」と言われて初めて問
題に気づくことも多々ある。
　東洋ネクストでは、自社の派遣スタッフに適宜聞き取りを
行い、派遣先企業にもレポートしているが、管理者によって
スタッフの言葉を受け止める感度にばらつきがあり、また、
スタッフ数が増えると面談機会を逃すなど、課題も生じていた。
　「デジタルでスタッフの心の状態を可視化でき、離職の理

由を知って適切な対応ができたらどんなに良いかと考えてい
た2020年夏に、『マインドウェザー』を知りました」
　佐藤社長は、新しいＩＴツールとの出合いをこのように話す。
　「マインドウェザー」は洋服のお直し業を営むビック・マ
マが開発した、スタッフの「心もよう」を可視化するクラウ
ドサービスだ。スタッフはＬＩＮＥを通じてサービスサイト
に接続し、気軽に今日の「心の天気」（晴れ、曇りなど、直
感的に選ぶ）を回答したり、困りごとやサポートしてほしい
ことなどを書き込んだりできる。管理者はスタッフ一人ひと
りのコンディションや書き込み内容を管理画面で把握し、意
見を受け止め、面談など状況に応じたきめ細かい対応を行っ
ている。取り組みを通じて、離職率を50％減らすことに成功
した。
　同時に、管理者側の課題も見えてきたという。
　「上がってきた声に対するレスポンスが『こんなに出来て
いないのだ』と気づきました」
　佐藤社長はこう打ち明ける。
　例えば、書き込まれた内容を見て、感情的にならず「事」
に向かい合えるか。どう声を掛ければモチベーションが上が
り笑顔で働いてもらえるのか。素早く適切なレスポンスを返
せるかなど。離職の多さ＝マネジメント層の弱さでもあった
のだ。
　離職の課題に向き合ってきた経験と実績をもとに、今後は
スタッフの定着率を上げるノウハウを持った「ＨＲコンシェ
ルジュ」の事業展開も模索している。
　「東北は30年後に人口が30％減少するといわれています。
だからこそ、人事機能は大変重要です。採用・教育・定着面
で地域に貢献していきたい」と、佐藤社長は今後の展開を
語った。

　【事例からヨミトル】
・離職を防ぐ対応策は、スタッフの状況を「知る」こと
から始まります。

・現場の声をもとに、スマートフォンを使って、スタッ
フが簡単に「現在の状況」を伝えられるＩＴツールが
生み出されました。

・管理者側の対応も見える化すると、スキルアップにつ
なげることができます。

9 月

※下記予定は変更となる場合がございます｡会議・行事の予定会議・行事の予定

１日㈭ 交通部会総会
５日㈪ 簿記講習会
６日㈫ 正副会頭会議、建設工業部総会

７日㈬
小売商業部会総会、
効果が実感できるDXへの取り
組み方セミナー昼の部・夜の部

８日㈭
県連第3回運営委員会、
簿記講習会、効果が実感できる
DXへの取り組み方 個別相談会

９日㈮ 経営相談会、インボイス制度対
策セミナー 昼の部・夜の部

12日㈪ 簿記講習会

13日㈫ 事業評価委員会、効果が実感でき
るDXへの取り組み方 個別相談会

14日㈬ 日商委員会、インボイス制度
対策個別相談会、簿記講習会

15日㈭
日商総会、
第6回ながおかビジネスマッチング、
女性会 役員会・県内合同研修会

16日㈮ 日商100周年記念式典
20日㈫ 常議員会、簿記講習会
26日㈪ 簿記講習会
27日㈫ インボイス制度対策個別相談会
29日㈭ 簿記講習会

３日㈪ 簿記講習会

４日㈫
正副会頭会議、
インボイス制度対策セミナー
夜の部・夜の部

５日㈬ 青年部10周年記念講演会

６日㈭ 簿記講習会

７日㈮ 日商女性連全国大会

12日㈬ 簿記講習会

14日㈮ 常議員会、青年部役員会

16日㈰ おぢやうまいもの市

17日㈪ 秋季経済講演会

19日㈬ 日商委員会

20日㈭ 簿記講習会

22日㈯ 青年部10周年記念式典

23日㈰ 珠算検定

24日㈪ 簿記講習会

25日㈫ 臨時議員総会

27日㈭ 簿記講習会

10月

10月の常議員会・臨時議員総会
開催のご案内

常議員会 10月14日㈮ 正午より
会場：商工会議所3Fホール

臨時議員総会 10月25日㈫ 正午より
会場：サンプラザホール

（終了後新旧役員議員懇談会を開催）

『辞めます……』と言われる前に、会社ができること
ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長 石原　由美子

8月末会員数　966
会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報

■事業所名変更
　㈱北野屋小千谷営業所（８月１日付）
　(旧)㈱北コーポレーション小千谷営業所
■所在地変更
　衣裳レンタルLACHIC（８月１７日付）
　(新)小千谷市城内1-6-20
　(旧)小千谷市平成2-1-5マッハプランニングオフィス2F
■代表者変更
　イオンリテール㈱イオン小千谷店（３月１７日付）
　(新)内藤俊夫　　(旧)坂井勝則
■事業所名・代表者変更
　(新)㈱滝沢パン　瀧澤直志（８月１０日付）
　(旧)(資)滝沢商店　瀧澤登志雄

ラ シ ッ ク
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8月の全産業DIの推移 全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス

全国
８月の業況(前年同月比) ▲21.0 ▲26.4 ▲18.9 ▲24.8 ▲30.7 ▲10.2

３ヶ月先見通し（8月～10月) ▲26.6 ▲24.9 ▲22.0 ▲29.1 ▲35.3 ▲24.2

北陸
信越

８月の業況(前年同月比) ▲11.4 ▲33.3 0.0 ▲20.0 ▲26.5 8.3

３ヶ月先見通し（8月～10月) ▲22.3 ▲18.2 ▲17.5 ▲30.0 ▲29.4 ▲20.8

※矢印は7月の業況との比較。（　）は　５未満、　（　　）は　５以上、（　　）は　15以上＋－＋－＋－

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲21.0（前月比▲3.2ポイント）
　旅行や会食等を控える動きが見られ、サービス業や
小売業で業況が悪化。引き合いが減少した卸売業も業
況が悪化。部品供給不足が継続する製造業も業況が悪
化。堅調な民間工事に下支えされた建設業では業況が
改善するも、資材や燃料価格の高止まりによる負担増
が続き、力強さを欠いている。コスト負担増が継続す
る中、消費マインドの低下や感染拡大の継続、猛暑・
大雨による外出控えにより、中小企業の業況は、半年
ぶりの悪化となった。

先行き見通しDIは、▲26.6（今月比▲5.6ポイント）
　感染拡大の影響を懸念する声が業種を問わず聞かれ

た。特に、サービス業や小売業では、消費者の外出控
えによる需要減を危惧する事業者が増加。資源・資材
価格の高騰が長期化し、コスト増加分の十分な価格転
嫁が追い付かず収益確保も難しい中、感染の沈静化を
見通せず、中小企業の先行きは、厳しい見方となった。

北陸信越の全産業の業況DIは、悪化。
　卸売業では、衣料品の引合いが減少している繊維関
係を中心に売上が悪化。サービス業では、飲食業や宿
泊業を中心に売上・採算が悪化。会食や宿泊の予約
キャンセルが増加し、これまで比較的堅調であったブ
ロック内の需要に足踏みが見られるようになったとい
う声が聞かれた。

2022年8月期

　９月30日(金)に当所の下期会費ならびに下期特別会
費（役員のみ）をご指定の口座から振替させていただ
きます。
　また、特定商工業者に該当される事業所につきまし
ては、法定台帳作成経費の負担金として一律1,600円
を同じく９月30日に口座振替させていただきます。
　会費・特別会費・特商負担金を現金でお支払いいた
だく場合は、お送りする納付書にて会議所窓口、また
は記載されている金融機関窓口で、９月30日(金)まで
にご納入くださいますようお願いいたします。

会費ならびに特定商工業者負担金 口座振替のお知らせ

会議所
だより紙面アンケートのお願い
より会員の皆様のお役に立てる紙面づくりのため
に、ご意見・ご要望等をお聞かせください。
①アンケート用紙で回答
今月号に同封のアンケート用紙にご記入いただき、
FAX等で会議所までご提出ください。
②PC・スマホから回答
左記のＱＲより入力・送信して
ください。
ご回答者全員へお礼の品をプレゼント！
詳しくは同封チラシをご確認ください。

新潟日報朝刊｢おぢやまつり｣
広告のお詫びと訂正

　８月19日の新潟日報朝刊「おぢやまつり」広告面
に掲載した内容に誤りがありました。

　ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げる
とともに、ここに訂正させていただきます。

■小千谷商工会議所　副会頭名
　（正）木村　学
　（誤）宮川久夫

小千谷商工会議所秋季経済講演会
開催日

講 師

令和4年10月17日（月）
  16時00分～17時30分
株式会社 あわえ
代表取締役社長 吉田基晴 氏

演 題

会 場

「課題をチャンスに！日本の未来は
　        　　　地方そして小千谷から！」

サンプラザ大ホール及びLIVE配信
定 員　サンプラザ50名、LIVE配信50名

参加
無料

詳細・お申し込み方法は先月号の折込チラシをご覧ください。

会報本誌に掲載
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会員事業所訪問
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REAL

リアル サイドSIDE

「より多くの人にお酒を楽しんでほしい」と、大幅な
リニューアルを行った酒販店へお伺いしました。

　千谷の工業団地沿いの地域で昔から地元の酒屋として親しまれてきた酒販店が、今年６月に大幅なリニューア
ルを行った。「自分も大好きなお酒を多くの人に楽しんでほしい」と営業を行う㈲新保屋酒店の代表取締役、
新保　健さんにお話を伺った。
　

　実は「小千谷で初めての酒類のディスカウント店」をオープンしたのは㈲
新保屋酒店で、酒店からコンビニ営業（千谷）へ移行した傍ら、薭生にあっ
た大型ショッピングセンターで酒類のディスカウント販売を行っていた。
　しかし2000年にショッピングセンターが突然倒産、ディスカウント店を移
す形でコンビニから酒販店に戻ったが、その後も酒類販売免許の規制緩和に
より様々な業種でお酒が販売されるようになり、また人口の減少や、健康志
向によるアルコール離れ、更に「コロナ禍」による需要減など、様々な困難
に見舞われながら営業を続けてきた。

　今後の営業について考えたとき「昔ながらの酒販店の形に拘らず、自分の好きなお酒をお客様と楽しみたい」
と店舗をリニューアル。「楽しいお酒」の店、「RAKUSHU（ラクシュ）」をオープンした。

　RAKUSHUではこだわりのウイスキーやナチュラルワイン、クラフトビール、クラ
フトジン等のお酒だけでなく、オーガニックジュース、ドライフラワーや地元陶芸作家
の作品など「お酒を楽しむ場面」を演出するための様々な商品が並ぶ。珍しいお酒はギ
フトとしても人気だという。

　日常的にお酒を楽しむ人はもちろん、普段飲まない人や、20歳
になったばかりの人が「酔うためのお酒」ではなく「楽しいお
酒」を知ってもらうキッカケになれれば、と新保さんは語った。
なのでお酒の好きな人はもちろん、あまり飲めない人や全く飲め
ない人も大歓迎だそうだ。

　「オススメの飲み方や楽しみ方についてもお気軽にご相談くだ
さい！こだわりのお酒って味や香りはもちろんですが、おしゃれ
なラベルのものがたくさんあるんですよ。ラベルを見に来たり、
カフェを楽しんだり、ぜひ気軽に立ち寄ってください」

　大幅なリニューアルに伴い、幅広い世代の方やウイスキー愛好家などが訪れ
るようになった。反面、今まで扱っていたお酒を置かなくなったことで昔から
の顧客の要望に応えられず心苦しくなることもあったそうだ。
　RAKUSHUには流通数の少ないお酒や、一般にはなかなか出回らないお酒
が店中に並ぶ。好奇心で立ち寄り、楽しいラベルから瓶の中身に思いを馳せ、
興味をそそられたものを選び味わう「楽しいお酒」探しに、一度訪れてはいか
がでしょうか。

◀最新情報は
　Instagramにて

▲現在の店内の様子。新保屋は昔から
千谷の地で、時代に合わせた商売を
行ってきた。

▲店内にはカフェスペース
も併設。挽きたて豆のコ
ーヒーをゆったり楽しめる。

▲ドライフラワーは奥
様が厳選。ギフトに
添えるのもオススメ。

▲店舗は大きく変わったが、どんなお客様でも大歓迎。
　「幅広い世代の方から気軽に入りやすいお店を目指しています」

酒屋に降りかかる困難、考えたのは「楽しいお酒を発信したい」

お酒が好きでも、そうでなくても

 「いつもと違う」を楽しんで

㈲新保屋
　酒 店 RAKUSHU ラクシュ

◦住所：小千谷市大字千谷甲1957
◦電話番号：0258-82-2298
◦営業時間：10：00～18：00
　　　　　（カフェ：～16：00）
◦定休日：水曜（祝日のある週は営業）
　　　　 日曜、祝日、

オン・セミ
コンダクター

RAKUSHU

日本
ベアリング

㈱たかの
本社

おぢや会議所だより8
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※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。

インフォメーション ～お役立ち情報～

発信者・件名 主な内容 お問合せ先

【日本商工会議所】
日本商工会議所創立
100周年記念事業

オンライン記念講演会
第４弾の開催について

「『箱根駅伝』から学ぶ人財育成術～よりよい組織
づくりがよりよい人材をつくる～」

講師：青山学院大学　陸上競技部監督
　　　原　晋　氏

配信日時：10月25日(火) 14：00～15：00
配信形式：YouTube限定公開

【日本商工会議所】
日本商工会議所HP
https://www.jcci.or.jp/news/
2022/0825170133.html

お申込み専用フォーム
https://ld21.asp.cuenote.jp/
my/jcci-100th-vol4/treg-form

【新潟県　産業労働部】
「価格高騰対応設備
導入補助金」

通常枠 第２回受付開始
について

新潟県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に
加え、原油・原材料価格の高騰等の影響を受けて
いる県内中小企業等が行う、商品・サービス提供
の生産・提供プロセスにおける省エネルギー設備
の導入を支援することとしています。このたび、「通
常枠」について第２回の受付が開始されました。

【補助率および補助金額】
①補助率　：2/3以内
②補助金額：133千円以上1,333千円以下
【公募期間】
令和４年８月30日（火）～10月31日（月）
【応募条件】
◦2022年１月以降、任意の１か月の売上高等が
2019年～2021年同月と比較して５%以上減少
していること
◦新潟県エコ事業所表彰制度に参加または参加申
込していること

※本事業をご利用される場合、小千谷市の「中小
企業等省エネ対策支援事業」を活用することで
更に自己負担の１／３（特別枠は１／２）の補
助を受けることができます。

【新潟県　産業労働部】
｢価格高騰対応設備導入補助金｣
特設サイト
http://eecp.or.jp/e-support/

【経済産業省】
｢令和４年度中小企業者
に関する国等の契約の
基本方針」について

８月26日、官公需における中小企業・小規模事業
者の受注の機会の増大を図るための措置事項、中
小企業・小規模事業者向け契約目標などを定める
「令和４年度中小企業者に関する国等の契約の基本
方針」を閣議決定しました。

今年度の基本方針では、中小企業・小規模事業者
向け契約目標は、国等全体として引き続き61％、
新規中小企業者向け契約目標は、３％以上と設定
しました。

【経済産業省】
「令和４年度中小企業者に関す
る国等の契約の基本方針」を閣
議決定しました。
https://www.meti.go.jp/press/
2022/08/20220826004/
20220826004.html
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