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◆太田会頭再任 ４期目がスタート 
   ～任期満了に伴い１０月３０日臨時議員総会開催～ 
 

 当商工会議所の役員・議員の任期が１０月３１日に満了となることから、１０月３０日（水）

開催の臨時議員総会において役員（会頭、副会頭、監事、常議員）が選任されました。 

 新役員、１号・２号・３号議員及び部会役員は次のとおりです。 

 なお、議員の種類と定数並びに１号・２号・３号議員の選出方法については会員情報№346号

（R1.8.2発行）に記載のとおりです。また、部会役員についても１０月３１日で任期満了とな

り、各部会全体協議会にて６部会の役員が選任されました（紙面の都合により正副部会長を掲載）。 

                              

〇会  頭  太田  明（新潟紙器工業㈱／社長） 

〇副 会 頭  西村 道博（㈱ニシトク／社長） 

木戸 信輔（㈲ニック加茂／社長） 

       （１名欠員／人選中） 

〇専務理事   

〇監  事  田邉 敏夫（㈱田辺喜平商店／社長） 

更科  勲（理容さらしな／店主） 

       藤本 準一（藤本準一税理士事務所／所長） 

 

〇常議員（２３名）                     （敬称略・順不同 ※印は新任） 

氏  名  事業所名／役職  氏  名  事業所名／役職 

 阿部 一郎 阿部精麦㈱/社長   志田 長春 シダチョー建設㈱/社長 

 阿部 貴行 加茂信用金庫/理事長   関  英男 ㈱浜屋/社長 

 阿部 正明 阿部煙火工業㈱/会長   髙橋 宏明 ㈱高橋はかりや/社長 

 有本 照一 ㈱有本電器製作所/社長   田邊 良夫 ㈱田邊久平商店/社長 

 内山  榮 
㈱コスモ・パワー新潟事業所 

/会長 
 
 外川 浩明 

㈱日立ニコトランスミッション 

      加茂事業所/課長 

 岡本  浩 東芝ホームテクノ㈱/部長   長澤 敬一 笹菊薬品㈱/社長 

 小野塚荘一 ㈱小野塚印刷所/社長   中野 壽夫 ㈱マスカガミ/社長 

 小柳 正徹 ㈱葵設備工業/社長   堀内   堅 ㈱堀内組/会長 

 川崎  晃 ㈱川崎薬品商会/社長   三浦 伸一 ㈲三浦薬局/社長 

 小池 俊木 ㈲小池時計店/社長  ※佐野  誠 ㈲佐野組/社長 

 牛膓  誠 ㈱下条製作所/会長  ※涌井源一郎 ㈱涌井建設工業/社長 

 佐藤 敏夫 ㈱鴨川/会長    
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〇１号議員（定数３６名）            (敬称略・順不同 ※印は新任または議員所属変更） 

氏  名  事業所名／役職  氏  名  事業所名／役職 

 阿部佐喜夫 ㈱アベ建商/会長   髙橋 宏明 ㈱高橋はかりや/社長 

 阿部  悟 ㈱新生堂/社長   田澤   誠 ㈲田沢製作所/社長 

 阿部 正明 阿部煙火工業㈱/会長   外川 浩明 
㈱日立ニコトランスミッション 

加茂事業所/課長 

 有本 照一 ㈱有本電器製作所/社長   永井  仁 ㈱永井仁助商店/社長 

 今井  学 ㈱オヤナギファッション/社長   長澤 敬一 笹菊薬品㈱/社長 

 内山  榮 ㈱コスモ・パワー新潟事業所/会長   中野 壽夫 ㈱マスカガミ/社長 

 小野 喜平 ㈲アルマックオノ/社長   中野  亘 ㈱共同ビジネスセンター/社長 

 小野塚荘一 ㈱小野塚印刷所/社長   中林 功一 ㈱山忠/社長 

 小柳 正徹 ㈱葵設備工業/社長   西村 道博 ㈱ニシトク/社長 

 川崎  晃 ㈱川崎薬品商会/社長   堀内   堅 ㈱堀内組/会長 

 木戸 信輔 ㈲ニック加茂/社長   三浦 伸一 ㈲三浦薬局/社長 

 牛膓  誠 ㈱下条製作所/会長   安田 憲喜 ㈲安田建築事務所/会長 

 近藤 光春 ㈲近藤建築/社長  ※伊庭 邦夫 ㈲いば生花店/取締役 

 佐藤 敏夫 ㈱鴨川/会長  ※坂上 菊子 坂徳商店/店主 

 佐野  誠 ㈲佐野組/社長  ※三野 正栄 ㈱三野電機商会/社長 

 志田 隆夫 ㈲志田工芸/社長  ※曽根 亮子 ㈱皆川製作所/社長 

 志田 長春 シダチョー建設㈱/社長  ※中尾 明美 中尾商事/代表 

 髙野  進 ㈲ロベリア/社長  ※涌井源一郎 ㈱涌井建設工業/社長 

 

〇２号議員（定数２４名）                         (敬称略・順不同  ※印は新任） 

 

氏 名 事業所名／役職  氏 名 事業所名／役職 

商業部会（５名） 
 

鉄工部会（２名） 

 小山 譲治 雪椿酒造㈱/社長  鶴巻恵一郎 ㈱ツルマキ工業／社長   

 小池 俊木 ㈲小池時計店/社長  ※川上 嘉明 ㈲川上製作所／社長 

 関  英男 ㈱浜屋/社長  建設部会（４名） 

 田邊 良夫 ㈱田邊久平商店/社長   小柳 順二 中越大栄工業㈱/会長 

 古川 裕幸 ㈲古川商店/社長   長谷川一良 長谷川工務店/代表 

サービス部会（５名）   吉田 光孝 ㈱アオミ電気商会/社長 

 有本 雅之 ㈲割烹有本/社長   渡辺 義弘 ㈱渡辺建材/社長 

 牛膓 総一 ＣＨＩＮＡＭＩ/店主  諸業部会（６名） 

 酒井 藤男 ㈲天神屋会館/社長   王  裕晋 ワンアジア㈱/社長 

 渡辺 久二 ㈲村将軍/社長   外山 量一 外山司法書士事務所/所長 

※松村 晴美 
㈱遊酒家くいしん坊や 

よね蔵加茂店/社長 
  山口  昇 

税理士法人山口会計パートナーズ 

/代表社員 

木工木材部会（２名）  ※田辺 俊樹 
にいがた県央司法書士事務所 

/代表 

 桑原 良策 ㈱桑原建具工業／会長  ※髙橋 利明 
たかはし法務司法書士事務所 

/代表 

※石山 雅春 ㈱石山木工所／社長  ※波塚 幸人 波塚メリヤス㈲/社長 
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〇３号議員（定数１０名）                 (敬称略・順不同  ※印は新任） 

 

〇６部会の部会役員                     (敬称略・順不同  ※印は新任） 

部会名 部会長 副部会長 

商業部会 
田邉 敏夫 

（㈱田辺喜平商店／社長） 

田邊 良夫（㈱田邊久平商店／社長） 

小池 俊木（㈲小池時計店／社長） 

サービス部会 
佐藤 敏夫 

（㈱鴨川／会長） 

更科  勲（理容さらしな／店主） 

渡辺 久二（㈲村将軍／社長） 

木工木材部会 
※志田 隆夫 

（㈲志田工芸／社長） 

茂野 克司（㈲茂野タンス店／社長） 

※山田 昭吉（青柳木工㈲/専務） 

鉄工部会 
有本 照一 

（㈱有本電器製作所／社長） 

牛膓  誠（㈱下条製作所／会長） 

鶴巻恵一郎（㈱ツルマキ工業／社長） 

建設部会 
堀内  堅 

（㈱堀内組／会長） 

小柳 正徹（㈱葵設備工業／社長） 

長谷川一良（長谷川工務店／代表） 

諸業部会 
三浦 伸一 

（㈲三浦薬局／社長） 

山口  昇((税)山口会計パートナーズ／代表社員) 

※中尾 明美（中尾商事/代表） 
  

◆第４４回新年会員事業所の集い１月９日(木)開催  
  １．日 時 令和２年１月９日（木）１５:００～１９:１０ 

         〇式典  〇新春講演会（講師／㈱日本経済新聞社記者 杉本貴司氏） 

         〇懇親パーティー  

２．場 所 加茂市産業センターホール 

３．会 費 ４,０００円 

※後日、正式なご案内をいたします。詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間）まで。 
 

◆会議所１１月の主な行事予定 

５日（火） 

・正副会頭会議            12:00～ 

 ６日（水）～８日（金）  

 ・第 11回フードメッセ inにいがた 2019出展 

１４日（木）～１５日（金） 

 ・小規模企業振興委員会先進地視察研修 

（福島県二本松市他） 

１５日（金） 

 ・上半期業務・会計監査       10:00～ 

１６日（土） 

・日商ＰＣ・電子会計実務他検定試験    9:30～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

１７日（日） 

・第 153回日商簿記検定試験      9:00～ 

２０日（水） 

 ・常議員会              12:00～ 

２４日（日） 

 ・福祉住環境コーディネーター検定試験 10:00～ 

２５日（月） 

 ・オリジナル推奨品事業懇談会    18:00～ 

２６日（火）～２７日（水） 

 ・木工木材部会先進地視察研修 

（北海道旭川市他） 

氏 名 事業所名／役職  氏 名 事業所名／役職 

 阿部 一郎 阿部精麦㈱／社長   小柳 卓蔵 小柳建設㈱／社長 

 阿部 貴行 加茂信用金庫／理事長   児玉 克彦 ㈱北越銀行加茂支店／支店長 

 石田  渉 ㈱第四銀行加茂支店／支店長   佐藤 愼樹 
中越運送㈱新潟支社三条地区 

／副支社長 

 太田  明 新潟紙器工業㈱／社長   長岡 信介 
アクサ生命保険㈱新潟支社 

加茂分室／支社長 

 岡本  浩 東芝ホームテクノ㈱／部長   矢澤 富雄 ㈱大光銀行加茂支店／支店長 
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◆マル経融資のご案内 ～年末資金の調達にご利用ください～ 
 

 

 

 

◎融資限度額 ２,０００万円  

◎返済期間  運転資金７年(据置１年以内) 設備１０年(据置２年以内) 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、山本）まで。 

 

◆その日のうちに即決！一日公庫相談会のご案内 
㈱日本政策金融公庫による出張金融相談会を下記のとおり開催します。買掛金決済、諸経費

支払などの運転資金や車の入替や店舗内装工事等の設備資金など、柔軟に対応いたしますので、

ぜひ、ご利用ください。完全予約制ですので事前にお申し込みください。 

   ・日 時 １１月１４日（木） １０:００～１５:００まで 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、山本）まで。 
 

◆無料定例相談会のご案内 ～秘密厳守/完全予約制～          
・新潟県信用保証協会相談会   １１月１３日（水）   

・税務／事業承継相談会     １１月１８日（月） 

・経営／創業相談会       １１月２１日（木）    

・法律／労務相談会       １１月２２日（金）          

※日程が合わない場合はご相談ください。専門家の日程を再調整いたします。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、山本）まで。 

 

◆青色決算説明会・軽減税率制度説明会のお知らせ 
 【青色決算説明会】共催：三条税務署・青色申告会 

   １．日 時  １２月１９日（木）１０:００～１２:００／１３:３０～１５:３０ 

   ２．場 所  燕三条地場産センター リサーチコア６階 研修室④（三条市須頃 1-17） 

【消費税申告等説明会】 

   １．日 時  １２月２０日（金）１０:００～１２:００／１３:３０～１５:３０ 

   ２．場 所  燕三条地場産センター リサーチコア６階 研修室④（三条市須頃 1-17） 

【軽減税率制度説明会】主催：三条税務署 

   １．日 時  １１月７日（木）、２１日（木）、１２月５日（木）、１９日（木） 

各日１５:００～１６:３０ 

   ２．場 所  三条税務署 会議室 （三条市南新保 4-9） 

※詳しくは、三条税務署個人課税第一部門 TEL:32-6213まで。 
 

◆健康診断・人間ドックのご案内 ～会員特別受診料補助あり～ 

・健康診断→受診料一部補助  ・人間ドック→１名につき 2,000円補助 

当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。  

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、加茂市産業センターです） 

（一社）新潟県健康管理協会 

TEL：025-283-3939 
１２月３日（火） (午前の部のみ)  ８:３０～１１:３０ 

年末資金、車両入替、諸経費支払等々柔軟に対応  担保なし・保証人なし・保証料なし 

 
 

    

 

         

     

 1.21％ （11 月 1日現在固定金利） 

いずれも 

１０:００～１２:００ 

～
申し込み不要・参加自由～ 


