
 

 

 

 

  

大沢にある本髙砂屋 新潟工場店さんが、この度 

新潟県産の素材にこだわったお菓子を作り販売する

「にいがた本髙砂屋」をオープンするということで、

取材にいってきました。この近くから湧き出るお水は

珍しい超軟水らしく、お菓子作りに使われる水として

は旨味がよりひきたち、仕上げの香りもよくなるそう

です。 

9 月 21 日（金）開店の当日、開店３０分前に到

着したら、なんと行列できているではありません

か！！内外装も大変綺麗で、かわらばんに載せるた

めの写真を撮っている間にもどんどん人が訪れ、駐

車場もなくなり、あっというまに倍の長さになり驚

きました。店内に入ってみると、「みたらし団子」

や「くろみつ団子」をはじめ和菓子やクッキー、ヤ

マサキ醤油さんの醤油を使用した「どらやき」など

の商品が多く並んであり、数多く試食させていただ 

 きました。どれもおいしかったです。私としましては醤油どら焼きがおすすめです。お土産としてもいいと思います

ので、皆様も是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

9 月 30 日（日）台風通過予報を前に快晴に恵まれた大湯温泉に

おいて、「手もんづら市」が開かれるということで取材にいって

きました。「手もんづら」とは、「手でいたづらしたもの」という

魚沼地方の方言らしく、今回は木工品・陶芸・布小物など、主に

工芸品の展示・販売の活動でした。県内の方々を始め遠くは群

馬・栃木・長野といった県外の方も出展されてたくさんの手作り

の作品がありました。 

 また、今年の２月に惜しまれつつ閉店した「枝折茶屋」さんが

復活出店して絶品餃子を久々に食べることができました！やは

り枝折茶屋さんの餃子は絶品でした。 

 



★子供たちの冬のグラウンドとして！ 

★市内の保育園、小、中学校、高校のスキー授業の場の場として！ 

★市民の冬のレクリエーション広場として！ 

★市民の冬の体力増進の場として！ 

★スキー大好き人間の鍛錬の場として！ 

★故郷にあったスキー場として思い出にのこるように！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

魚沼市のスキー場再編計画をうけて薬師スキー場管理組合では、この度Ｎ

ＰＯ法人「四季の郷 やくし」を設立しました。薬師スキー場の存続、地域

の活性化はもとより子供達の意欲や社会性、規範意識など豊かな人間性を育

むための場としての利用を目的としています。薬師スキー場で楽しく遊んだ

思い出のある皆様、これからの魚沼の子供達にも楽しんでほしいと願う皆

様、会員募集中しておりますので、多数のお申し込みおまちしております。 

 
会員年会費 

な し 入 会 金 

1 口 

2,000 円 

お問合せ・申込は 

ゆ～パーク薬師 

電話 792-5554 
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平成 26 年 1 月から 

記帳・帳簿等の保存制度が拡大されます 

✍対象となる方 

事業所得、不動産所得又は山林所

得を生ずべき業務を行う全ての方。 

※所得税の申告の必要がない方も、対象とな

ります。 

✍帳簿等の保存 
帳簿 

収入金額、必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）・・・7年 

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）・・5年 

書類 

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 ・・・・・5年 

業務に関して作成し、又は受領した請求書、 

納品書、送り状、領収書などの書類 ・・・・・5年 

✍記帳する内容 
売上などの収入金額、仕入、必要

経費に関する事項を記帳します。記

帳は個々の取引ごとでなく日々の合

計金額のみをまとめて記載するな

ど、簡易な方法で記載でもよいです。 

天高く馬肥ゆる秋とは言いますが… 
ウエストが気になる皆様、ジムトレーニングで汗を流してみませんか？ 

 

◆1 回券 400 円 ◆11 回券 4,000 円 ◆会員券 3 ヵ月 4,000 円～ 

営業時間 9：00～21：30  毎週水曜日休館 ＴＥＬ７９２－８７３１ 



 

魚沼市・南魚沼市・湯沢町を広域魚沼ビジ 

ネスエリアとしてとらえ、産業の発展や中小製 

造業の活性化を目指す「ビジネス交流会」を 

今年も開催します。 

 

 

 

・日 時  平成 24年 10月 17日(水) 

       午後 12：30～18：30 

・会 場  魚沼市堀之内体育館・公民館 

・演 題  「磨き屋シンジケートから 

始まったモノづくりの挑戦」 

・講 師  「磨き屋シンジケート」仕掛け人 

          高野 雅哉 氏 

・問合せ  魚沼地域ビジネス交流会実行委員会 

        ☎025-792-9753 

 

 

 

 

 

  

毎年恒例の研修旅行、今年は栃木県へ行き「あしか

がフラワーパークと豆腐湯葉懐石料理」を満喫してき

ました。 

当日は、9 月とは思えない強い陽射しの中での移動

でした。まず一行は「あしかがフラワーパーク」へ。

夏から秋への変わり目のこの時期の見頃は“スイレ

ン”。色とりどりのスイレンが水面で涼しさを演出して

いてひと時の涼を感じることができました。 

そして、本当のお楽しみの「豆腐湯葉懐石料理」 

平日にも関わらず店内は満席という状態で、私たちは、

お昼のコース料理をいただくことにしました。メイン

であるお豆腐は大豆の味をしっかり感じることがで

き、甘い！藻塩をかけていただくと更に甘さが引き立

ちました。 

大豆イソフラボン効果で 

益々パワーアップ！？ 

 日帰りではありましたが、 

楽しみならリフレッシュし 

た研修旅行となりました。 

 去る９月１３日、商工会長杯ゴルフコンペが開催

されました。 

 今年は残念ながらコンペラッシュの 9月中旬しか

日程が取れなかったせいか、例年より少なめの 5組

17名の参加者により越後ゴルフ倶楽部（道光高原）

で熱い戦いが繰り広げられました。 

 2005年、昨年と 2名のホールインワン達成者を

排出し、いつもハイレベルのコンペとして定評のあ

る本大会ですが、今年も参加者の大半が GROSSで

１００を切る熾烈な争いを展開した結果、成績は次

のとおりとなりました。 

 

第 21回商工会長杯ゴルフコンペ開催！ 

優 勝 山田 俊雄さん（山久建設 OB） 

準優勝 桜井 唱弘さん（ゆの宿 狭里） 

３ 位 藤ノ木 弘さん（ゆの宿 狭里） 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ 桜井 唱弘さん（グロス７８） 

優 勝  葎沢チーム 

準優勝  井口チーム 

３ 位  宇津野チーム

彼岸も過ぎ連日の猛暑もようやく落ち着いた去 

る９月２６日、毎年恒例の商工会長杯ゲートボー 

ル大会が薬師ゲートボール場にて行われました。 

参加７チームにより計 11 試合の熱い戦いが繰り 

広げられた結果、順位は三戦全勝の 3 チームによ 

る得失点差の結果、以下の 

とおりとなりました。  

ちなみに葎沢チームは 

昨年に続く 2 連覇達成です。 

参加いただいた選手の 

皆様、大変ありがとうござ 

いました。 

いよいよ来年度は記念すべき 20 回を迎えますの

で、 

更に多くのチームのご参加をお待ちします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

法人会セミナー 

終了報告 

10 月 25 日（木）に 

指定口座から振替させて

頂きますので、残高のご

確認をお願いいたしま

す。現金納入の会員さん

については案内をお送り

致します。 

商工会費 2 期分 

口座振替について 
労働保険料 2 期分

納入について 

労働保険料第 2 期分の口座

振替は 10 月 31 日（水）
です。 

事前に納入通知書をお送り

いたしますので、残高確認と

合わせてよろしくお願いい

たします。 

9/25（火）に魚沼市地域振興センターにて法人会セミナー「会計を経営に生

かす」が終了いたしました。 

公認会計士の小宮山佳秀 氏を講師にお迎えしてのセミナーでは、財務・管理

会計など、企業が継続的に成長し続けるための財務分析の手法をお話しして

いただきました 

。 

◇若手後継者育成事業合同研修会 を開催◇ 

「大切なことはみんなマクドナルドで教わった！」  
～世界一優れたホスピタリティ企業  

マクドナルドの秘密とサービス業の素晴らしさ～ 

 

◇魚沼市商工会青年部交流野球大会◇ 
 

9月初旬より、市内４商工会で市内青年部交流野球大会が行われました。 

我が湯之谷は初戦で堀之内商工会と対戦し１０‐５と勝利！！ 

続く決勝戦では広神商工会と対戦し、１１‐６と惜しくも負けてしまいました。 

結果、優勝は広神商工会さん、湯之谷商工会は準優勝となりました。 

後日、表彰式・懇親会が行われ、より交流を深めることができました。 

参加して頂いた皆様、お疲れ様でした。 
 

活動 

日本政策金融公庫 
 

日 時 １１月８日（木）午前１０時～午後 3時   

場 所  湯之谷商工会・会議室 

  普 通 貸 付 
 

基準金利  年  １．７５％ ～ ４．０％   

融 資 額  最高 ４,８００万円 

返済期間  運転資金  ５年以内   設備資金 10年以内 

保証人等  保証人（原則として１名以上） 

   ※ 第三者保証人等不要融資も有り 

１０月３１日までに商工会へ 

TEL：792-1511 
 

＝＝ 申込必要書類 ＝＝ 

・借入申込書（商工会にあります） 

・最近二年間の決算書  ・直近の試算表 

・長期借入金の償還表 

・登記簿謄本（法人の方のみ） 

要・事前申込 

日 時 １１月８日（木） 

会 場 ヤッコム 多目的ホール 

講 師 鴨頭
かもがしら

 嘉人
よ し ひ と

 氏 

（㈱Happy Mileage Company代表取締役） 

参加費 無料 


