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～特 集～ 

スペシャル講演会 開催しました！ 

            ～情 報～ 

     ■各月掲載 公庫からこんにちは！ 

     ■拝啓経営者殿 

     ■株式会社ネオス ＣＭ企画制作 

     ■今月のトピックス 「お宝探偵団」「講師予定」 

     ■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」 

今月のホワイエは、 

８０年を迎える「長生橋」のＰＲ展示！ 

タイトルど～らの「〝」の部分は 

長生橋模様のピアスです。 

デザイナーの長生橋に対する想い 

を感じて頂ければと思います！ 

ど～ら編集部 
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 講師は･･･ 

  朝日酒造株式会社 取締役社長 細田 康 様 
テーマは･･･ 

「久保田～誕生秘話とブランド戦略、そして今後の展望～」 

毎年リレー方式で講師様を紹

介していただき、開催してきた

スペシャル講演会。 

今年は朝日酒造株式会社の取

締役社長 細田康様を講師とし

てご紹介いただき、ご講演いた

だきました。 

総勢１２７名のお客様にご参

加いただき、当日の講演会会場

は満席。 

懇親会の席では、朝日酒造様

より乾杯酒と試飲用のお酒をい

くつかご用意いただき、皆さま

に楽しんでいただくことができ

ました。 

今年のスペシャル講演会も無

事に終えることができて、本当

によかったです。ご協力いただ

いた皆さま、本当にありがとう

ございました。 

（中野） 

今では新潟は「酒どころ」として全国的に名を馳せています

が、そう呼ばれるようになったのは思ったよりずっと最近のこ

とで、それに至った経緯や歴史をこの日初めて知りました。普

段から口にすることの多い新潟のお酒ですが、改めて新潟の酒

蔵はすごいなと実感しました。 

また、久保田ブランドの経営戦略や付加価値の考え方、文化

財の保全や財団の設立により自然共生を大切にするといった地

域とともに発展する朝日酒造様の企業姿勢など、今まであまり

語られることのなかった貴重なお話を聞くことができてよかっ

たです。 （酒井） 
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 日本政策金融公庫の綿貫

です。 

少しずつ寒くなり、そろそ

ろ年末も近づいてきまし

た。 

年末の資金需要に向けて、

毎年恒例の一日相談会を今

年 は １ １ 月 １ ５ 日

（水）に開催します。 
会場は、パートナーズＰＬ

ＡＺＡ内です。 

開催時間は、１０：００～１６：００となっておりま

す。 

冬のボーナス資金やキャンペーン用の販売促進資金、

年末の買掛金の支払い等、幅広いお使いみちにご利用

可能です。当日は予約制としています。事前にご担当

者さまへご一報ください。 

 

日本政策金融公庫 

 長岡支店 渡貫さん 

 

 

パートナーズプロジェクト 

社会保険労務士法人 

社会保険労務士 大谷 実 
 

「おひたし」 

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   ＜http://www.3d-m.jp/＞ 
 

パートナーズプロジェクト 

税理士法人 

税理士 藤井 章雄 
 

「未来を変える一歩」 

 私のお宝は「本」です。 

 知識が商売道具となるこの仕事ですが、至らぬ経験ではすぐに答えを出せな

い問題によく出会います。 

 そんな私の悩みを解決し

てくれるのが、この「本

達」。税理士業界の諸先輩

方のありがたい経験が集約

されており、わかっている

つもりでも改めて読み直すと新たな発見が出ることもあるた

め、なかなか捨てられず家の本棚は膨らむ一方。 

 そんな本棚を眺めてニヤニヤしてしまう事がある私は

ちょっと変な人でしょうか。 

   

  

第４７回 野沢 和也 

 我が家に 

   眠る宝

＊＊講師予定＊＊ 

〇11/14､11/29､12/1 年金相談会 於:JA北魚沼（髙野洋子）〇11/15 遺言･相続相談会 於:長岡信用金庫（星野徹） 
〇11/22 新潟県WLB推進研修･情報交換会 於:新潟県看護研修センター（江部誠一） 
〇11/29 新潟県暴力追放運動推進センター責任者講習 於:長岡新産管理センター（高野毅） 

 

 

 

の撮影が長岡であり、１１ 月 １ 日からオンエア中です。 

 

 

 

１１月 ８日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」 

１１月１５日 「日本の伝統｢かさねの文化｣を知って、 

           季節をもっと楽しみましょう。」 

１１月２２日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」 
１１月２９日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」 
 

※「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。 

出演：藤井 章雄 

出演：村上 敦子 

 

出演：丸山 利彦 

出演：髙橋 利春 

ど～ら 平成２９年１１月１０日号 ４ 

お知らせ 

燕三条エフエム 

 放送日 
 ●ＦＭながおか 毎週水曜 ８時０５分～・１７時５２分～     ●エフエム魚沼   毎週水曜 ８時０２分～ 

 ●ＦＭゆきぐに 毎週水曜 ８時１２分～             ●燕三条エフエム  毎週水曜 ８時０２分～  

 ●ＦＭピッカラ 毎週水曜 ８時０５分～             ●ＦＭとおかまち  毎週水曜 ７時３０分～ 

「ＦＭワンポイント通信」 

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

コーナーに星野徹弁護士・野澤和也税理士によ

るＱ＆Ａ形式の記事が掲載されています。 

10月号掲載は、＜法律編＞「遺産分割協議で

高齢の母を守りたいのですが？」 ＜税務編＞

「非上場株式（取引相場のない株式）の評価方法

について」です。さらに今月は「経営のコツ」という

コーナーに中俣誠中小企業診断士の「身近でよ

く見かける商売の「なぜ？」と「儲けのカラクリ」」と

いう記事も掲載されています。 

是非ご一読ください。 

長 

岡 

新 

聞 

毎月一回(第３火曜日)・長岡新聞 

好評連載中の藤井英雄税理士の

コラム「虫の眼鳥の眼」。第５７回目の

内容は、「きっかけづくり」。 

何かを新しく始める時、道具をそろ

える等ハードルを感じることがありま

す。しかし、初体験無料等の応援企

画があれば、色々なことを始めるきっ

かけになり、人生も広がりますね。 

次回は１１月２１日（火）、１２月１９日

（火）に掲載予定です。お楽しみに。 

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中 

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」 

和風庭園や洋風庭園など依頼者一人ひとりのライフスタイルに

合った庭づくりを提案し心の豊かさをプロの仕事で実現させる。公園

や街路樹の植栽など公共工事も多数手掛ける造園業のプロフェッ

ショナル。緑と花に包まれた豊かな環境づくりと環境に負荷をかけな

い方法を考え実践するという「鈴木造園」のチカラを鈴木重壱社長に

伺います。     ・・ ＮＣＴチャンネルガイドより ・・ 

    土曜日  １４時００分～ほか  日曜日  ２４時００分～ほか 

放送日 金曜日   ８時３０分～ １２時００分～ １８時００分～ 

         １９時３０分～ ２２時３０分～ ２４時３０分～        

（写真右： 株式会社 鈴木造園 

               鈴木重壱 社長） 

 今月のひとこと 
  

 先日、雪国植物園に行ってきました。紅葉がとっても綺麗で、空気も澄んで

いて、静かで、とにかく癒されました。皆様は秋を満喫されていますでしょう

か？四季がある日本は素晴らしい！と改めて思いました！（笠原） 

➤➤放送日 １1月17日（金）１８時００分より 

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中 

（写真：ＦＭ放送収録風景 丸山利彦） 
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