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「きたしろ相続相談センター」設立記念式典
しん

理事長 荒木新さんのセンターの説明

於：高陽荘

５

２０１８．５．１０

Ｎｏ．２７５

５月は窓枠アート
綺麗な風景に憧れます

帝京高校川沿い
今村匡さん
悠久山公園
實山千恵子さん

特集

■「きたしろ相続相談センター」設立記念式典 ■桜特集

情報

■駐車場造成工事
■拝啓経営者殿
■今月のトピックス「公庫からこんにちは！」「研修・セミナー講師」「お宝探偵団」
■お知らせ 「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」「ＦＭワンポイント通信」
「ホクギンＭｏｎｔｈｌｙ」「長岡新聞」「今月のひとこと」

４月１３日（金）に一般社団法人
「きたしろ相続相談センター」
（上越市・連携先である㈱経営ブレ
インサポートセンターの関連会社）
の設立記念式典が開催され、県内金
融機関や社会福祉法人などの関係者
約６０人が出席しました。
パートナーズプロジェクトグルー
プからは藤井英雄代表社員、江部誠
一執行役員が出席しました。
センターは日本相続知財センター
上越支部として設立され、県内には
新潟市と三条市にそれぞれ支部があ
ります。
弁護士や税理士などの専門家と連
携し、遺言や相続に関する相談の受
付のほか遺産整理や成年後見などの
業務を行います。

今宮公園

撮影：磯部

幸町公園
小宮姿名子さん

高田公園
藤井英雄さん

長岡市城岡
藤澤米子さん
写真の提供有難うございました。
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お知らせ
４月２日（月）のＰＬＡＺＡ朝礼において髙野裕社長より駐車場用地取得
の発表がありました。（パートナーズＰＬＡＺＡから約100mくらいの場所で
す） 職員の増加により駐車スペースが無くなり、お客様にもご迷惑をお
かけしていましたが、新たな駐車場を取得することにより、お客様の駐車
スペースも確保できることと思います。

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」
放送日

金曜日
日曜日

８時３０分〜
２０時３０分〜
２３時３０分〜

今月は、こちらのお二人の記事が掲載されています。弊社ホーム
ページにて毎月更新しております。是非ご覧になってください。
ホ ー ム ペ ー ジ は こ ち ら

高橋調査設計株式会社

ターナルアンドパートナーズ

取締役会長 髙橋 利春

中小企業診断士 中俣 誠

☞

１２時００分〜
２４時３０分〜

１７時３０分〜

北越メタル㈱の主力製品である鉄筋コンクリート用棒鋼は、
私たちの地域の学校や病院などシンボル的な施設にも使われ

＜http://www.3d-m.jp/＞

ています。今回は「鉄にいのち・ひとに未来」をモットーに鉄のリ
サイクルを通して資源を有効に利用することで地域に貢献する
企業、北越メタル㈱のチカラについて社長の棚橋章さんにお
話しをうかがいます。

（写真右：北越メタル㈱ 社長 棚橋章さん ）

・・ ＮＣＴチャンネルガイドより ・・

「給料を上げる方法」

「いまさら禁煙」

「ＦＭワンポイント通信」
燕三条エフエム

今月のトピックス

放送日
●ＦＭながおか 毎週水曜 ８時０５分〜・１７時５２分〜
●ＦＭゆきぐに 毎週水曜 ８時１２分〜
●ＦＭピッカラ 毎週水曜 ８時０５分〜

「事業承継セミナー」

５月
５月

２日
９日

５月１６日
５月２３日
５月３０日

「消費税変更が近づいています」
「WEBサイトのセキュリティ
大丈夫ですか？」
「Ｐ ｓＰのコーナー 」
「不在者と失踪者の違い、
おわかりですか？」
「Ｐ ｓＰのコーナー 」

出演：長谷川 幹
出演：大野 豊
出演：藤井

英雄

※「Ｐ ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」は、各専門家によるフリートークです。

ホクギンMonthly
㈱ホクギン経済研究所様より発行されている、
ホクギンマンスリー４月号の「くらしと経営の相談
室」というコーナーに星野徹弁護士によるＱ＆Ａ

時間 各回共通 １５：３０〜１７：００
会場 長岡市幸町１−３−１０パートナーズＰＬＡＺＡ内
定員 各回２０名 受講料 無料
お問い合わせは ０２５８−３６−２６８５
笠原・鹿住まで

８時０２分〜
８時０２分〜
７時３０分〜

出演：富居 綾子
出演：宮 未尋

「労務セミナー」
２０１８年６月２８日（木）
●働き方改革に関する法改正への対応
講師 社会保険労務士 大谷 実

毎週水曜
毎週水曜
毎週水曜

（写真：ＦＭ放送収録風景

宮

未尋）

長 岡 新 聞

こんにちは！日本政策金融公庫
長岡支店の渡貫です。
今年度も引き続きパートナーズ
プロジェクト様の担当者としてお
世話になります。よろしくお願い
いたします。
さて、日本政策金融公庫では、
平 成３０年 度予算成 立に伴い、
「働き方改革推進支援資金」の創
設、「地 域 活 性 化・雇 用 促 進 資
金」、「企業再建資金」や「経営
日本政策金融公庫長岡支店
者 保 証 免 除 特 例 制 度」の 拡充 な
課長代理 渡貫 祥治さん
ど、新年度から創設・拡充される
融資制度が決まりました。
詳細につきましては、長岡支店までお気軽にお問合せくだ
さい。
また、個別のご相談につきましては、毎月第１水曜日に開
催している資金繰相談会をご活用ください。

第１回 ２０１８年６月 ７日（木）
●親族内承継のポイント ●事業承継税制の活用について
講師 税理士 藤井 英雄 税理士 野澤 和也
第２回 ２０１８年６月２１日（木）
●親族外承継、Ｍ＆Ａのポイント ●承継計画作成の手順
講師 税理士 藤井 英雄 税理士 野澤 和也
第３回 ２０１８年７月１２日（木）
●事業承継の基礎と全体像の把握
●400年続く企業の作り方
講師 中小企業診断士・税理士 髙野 裕

●エフエム魚沼
●燕三条エフエム
●ＦＭとおかまち

形式の記事、＜法律編＞「ネットに中傷記事を書
かれてしまいました」が掲載されています。
また、「知って得する情報かわら版」というコー
ナーに、藤井英雄税理士による記事が掲載され
ています。是非ご一読ください。

我が家に
眠る宝物

第５３回

田中

亜里紗

私の宝物はカメラです。写真が趣味なので、何
でもかんでも写真を撮ってしまいます。カメラ
以外にもiPhoneのカメラや、昔よく使ったイン
スタントカメラでも写真を撮ります。どのカメ
ラもそれぞれ違う魅力や良さがあり、現像して
写真を形に残したり、友達と共有したりする
のがとても楽しいです。腕前はまだまだ初心者
なので、日々勉強しているところです。

今月のひとこと
久しぶりにど〜らの編集を担当させて頂きました。
センスが良くないのでどうなるか不安でした。普段は登山と釣り
の写真しか撮らないですが、桜の写真を撮ったり、ネタを集めたり、
楽しみながら作成できました。佐藤瞳さんのお手伝いがあり、皆さん
から桜の写真の提供も頂き満足の行く出来栄えになりました。
７月号も担当します。よろしくお願い致します。（磯部）

毎月一回(第３火曜日)
長岡新聞にて、藤井英雄税理士のコラ
ム「虫の眼鳥の眼」が好評連載中です。
第６３回目の内容は、「人手不足」。
人手不足が進んでいる現状が統計で発
表され、今後は休日日数の差などにより
企業間格差、業種間格差が広がると見ら
れます。
次回は５月１５日（火）、６月１９日（火）に
掲載予定です。お楽しみに。

