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今回の働き方改革に関する法改正では、
時間外労働の上限規制や中小企業の割増
賃金率の見直しなど、影響力が非常に大
きい内容が盛り込まれています。
労務管理の徹底がこれまで以上に重要
になり、法改正に対応できる仕組み作り
が急務であると感じました。（小宮）
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開催日の６月２８日は「働き方改革関連
法案」がまさに成立される当日だったため
タイムリーなセミナーとなりました。
アンケートでは｢とても勉強になった｣
｢わかりやすかった｣｢法案成立後、再度セミ
ナー開催を希望します｣等の声を頂き大変
好評なセミナーとなりました。（磯部）

労務セミナー開催の様子
講師：社会保険労務士 大谷 実
於

パートナーズＰＬＡＺＡ

今年は初めての試みでコースを選んで参加の形となりました。

釣りガール誕生！

Let’s

うどん作り体験

Sports

平成30年6月8日～9日

美味しく頂きました♪

ゴルフ
陶芸体験

※あくまでイメージです

見事な焼き上がり♪

２日目は三条市の㈱諏訪田製作所～マルナオ㈱～２班に分かれてビアカップ・
スプーン作り体験～越後味噌醸造㈱と見学あり体験ありの楽しい２日間でした！

素敵な家具たち
が揃っています。

キレイに曲がれー

特集

■労務セミナー開催

情報

■駐車場開設
■夏季大清掃
■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 「ｍｉｔｓｕｋｅ発！企業のチカラ」「ＦＭワンポイント通信」

■２０１８年パートナーズグループ研修旅行

「ホクギンＭｏｎｔｈｌｙ」「長岡新聞」「今月のひとこと」

例年参加が難しい
方も参加して下さ
り、交流を深める
ことができました。
幹事の永井さん、
藤澤崚さんありが
とうございました。

見事な切れ味！
さあ出発！

上手く叩けるかな？

社長さん自ら解説

江戸時代から続く
貴重な味噌蔵
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７月１日より近隣にパートナー
ズＰＬＡＺＡ第２駐車場、
第３駐車場を開設しました。
これで第１駐車場(ＰＬＡＺＡ正
面駐車場)にお客様用駐車ス
ペースが十分確保できました。

第２駐車場（１９台）
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お知らせ

６月２９日恒例の夏季大清掃
を行いました。
Aフロアでは税務、社労部門
共に机の増設がありましたが、
皆様のご協力で時間内に終了
することができました。

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中

「ｍｉｔｓｕｋｅ発！企業のチカラ」
放送日

第３駐車場（１２台）

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

☞

１２時００分～
２４時３０分～

１７時３０分～

株式会社小林屋 ザ・ガーデンプレイス小林樓
今回は見附市にある㈱小林屋ザ・ガーデンプレイス
小林樓の社長小林伸豪さんにお話しを伺います。

＜http://www.3d-m.jp/＞

四季を感じる日本庭園を眺めながら完全貸切型で
行う結婚式のコンセプトは「和モダン」。

パートナーズプロジェクト税理士法人

パートナーズプロジェクト税理士法人

代表社員 税理士 藤井 英雄

税理士 野澤 和也

「やってみよう」

（写真右：㈱小林屋 社長 小林 伸豪 さん）

口コミ評価県内No.1の小林樓のチカラとは･･･。
・・ ＮＣＴチャンネルガイドより ・・

「事業承継の現場より」

「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
●ＦＭゆきぐに
●ＦＭピッカラ

毎週水曜
毎週水曜
毎週水曜

８時０５分～・１７時５２分～
８時１２分～
８時０５分～

●エフエム魚沼
●燕三条エフエム
●ＦＭとおかまち

毎週水曜
毎週水曜
毎週水曜

８時０２分～
８時０２分～
７時３０分～

「相続セミナー」
こんにちは。日本政策金融公庫
長岡支店の渡貫です。
公庫では、『親族外承継に取り
組む中小企業の現状と課題』とい
うテーマのレポートを発行しまし
た。平成３０年度税制改正におい
て、事業承継税制が大きく改正さ
れ、１０年間限定の特例措置が設
けられました。これを機に、事業
承継に取り組む中小企業の方々も
増えていくことが予想されます。
本レポートの詳細は公庫のＨＰか
日本政策金融公庫長岡支店
ら閲覧できます。親族内に後継者
課長代理 渡貫 祥治さん が不在の方は、参考にされてはい
かがでしょうか。
また、７月２５日（水）に女性活躍推進セミナーとして、
『経営戦略として捉える女性社員の能力発揮』を開催いたし
ます。会場はパートナーズＰＬＡＺＡ、参加無料となってお
りますので、興味のある方は公庫長岡支店までお問い合わせ
ください。

２０１８年７月２６日（木）
● 遺言書作成・活用のポイント～民法改正をふまえて～
講師 弁護士 砂山 雅人

「消費税増税セミナー」
２０１８年９月２０日（木）
● 軽減税率制度の概要 ●
講師 税理士 鈴木 大滋

インボイス制度への対応
税理士 鹿住 拓郎

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

７月 ４日 「Ｐ’ｓＰのコーナー 」
出演：小池 勝則
７月１１日 「土地の所有権移転登記
出演：和田守 優志
１次相続分の登録免許税が免除！」
７月１８日 「労務Q＆A 」
出演：大谷 実
７月２５日 「外国出願？！あなたの特許や
出演：藤澤 米子
知的財産権は守られていますか？」
※「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。

「外部研修講師」

大谷

実）

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「くらしと経営の相談室」という

２０１８年７月２０日（金）
● 医療勤務環境改善マネジメントシステム
スタートアップセミナー
講師 医業経営コンサルタント 江部 誠一
於
医療法人 知命堂病院（上越市）

（写真：ＦＭ放送収録風景

コーナーに星野徹弁護士・藤井英雄税理士によ
るＱ＆Ａ形式の記事が掲載されています。

長
岡
新
聞

６月号掲載は、＜法律編＞「社員への指導が
パワハラにあたるのはどんな場合？」 ＜税務編
＞「所得拡大促進税制の改正内容」です。是非
ご一読ください。

我が家に
眠る宝物

第５５回

渡邉

麻美

私の宝物は絵本です。この絵本は私が幼稚園児の頃買っ
てもらったものです。おそらく25年以上前のものです。
クローゼットの整理をしているときに発見しました。
子供が生まれる前は全く絵本に触れる機会もありません
でしたが生まれてからは毎日絵本を読んでいます。
子供に読み聞かせと思って読んでいますが読んでいる最
中にちょこちょこ動きまくっているので読み聞かせになっ
ているのかどうか…
そのうち聞いてくれると信じて根気よく読んであげたいと思います！

今月のひとこと
6月が終わり今年も半分が過ぎました。
関東甲信地方では6月29日に梅雨明けし、記録の残る1951年以降
最も早かったそうです。
季節がどんどん早くなっているように感じます。
新潟の夏も毎年あっという間に過ぎていきますので、今年も短い
夏を満喫できたらいいなと思っています。（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６５回目の内容は、「大承継時代」。
「大承継時代」の幕開けです。
事業承継の窓口も以前に比べ多くなっ
ていますので、お困りの方は是非ご相談
をしてみてはいかがでしょうか。
次回は７月１9日（木）、８月２１日（火）に
掲載予定です。お楽しみに。

