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会員数（₇月₇日現在）
　 鴻巣地区  1,207 件
　 吹上地区　 348 件
　 川里地区 　１８６ 件
　 合　　計  1,741 件

幸のとりバル PartⅢ 開催 !!! １１月１０日（木）～１２日（土）チケット ２,5００ 円で販売中！
※前売り価格 ２,5００ 円は １１ 月 9 日（水）まで、なくなり次第販売終了。

人・街の幸せつなぐ『幸のとりバル PartⅢ』開催決定!!
開催期間：11月10日（木）～12日（土）
　　　　　※後バル期間　11月1３日（日）～３0日（水）
　「街バル」とは地域の飲食店を、スペインの街角で多く見られる
立ち飲みスタイルの飲食店「バル（Bar）」に見立て、バルチケッ
ト（※要事前購入）で参加店を食べ・飲み歩くというイベントです。
街バル期間中は、チケット１枚で１ドリンク＋１フードをお得に
飲食する事ができます。せひ、多くのお店を巡ってください。
参加方法（楽しみ方）
※事前に街バルチケットを購入します
※�チケット購入時にお渡しする街バルマップから、
行きたいお店を見つけましょう
※�参加店でチケットを渡し、バルメニュー（₁ドリ
ンク＋₁フード等）を楽しみましょう
※�使い切れなかったチケットは、11月３0日（後バル最終日）まで街バル
参加店で₁枚７00円の金券として、ご利用いただけます

大好評

チケット代：前売り２，５00円、当日券２，８00円
チケット販売：10月1７日（月）～売切れ次第終了
　　　　　　　鴻巣市商工会館　　　　₈時３0分～1７時00分　土日祝は休み
　　　　　　　鴻巣市観光協会　　　　₉時00分～1７時00分　水曜休み
　　　　　　　まちの駅みやもと　　　₉時00分～1６時00分　月曜休み
　　　　　　　鴻巣駅改札付近（予定）　11月₇日（月）～10日（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1７時３0分～２0時00分
　　　　　　　※チケットは、発行数に達し次第、販売終了となります。
参加店等：鴻巣市商工会ホームページ等でお知らせします。

　注目！！　　今回は、スタンプラリーを同時開催！！
　街バル期間中に₄店、後バル期間中に₄店すべて違うお店を利用
しスタンプをもらうことで応募資格をゲット♪
　抽選で10名様に商工会お買い物券５，000円分を差し上げます!!!
　※後バル期間中は街バルチケットは必要ありません。

恒例のおおとりまつりを開催します！
期間　10月1４日（金）～1６日（日）
歩行者天国　正午～午後₈時
（１６日のみ）　（人形・深井₂丁目交
差点～加美・河野タイヤ前）
　今年も次の日程・内容で「お
おとりまつり」を開催します。
皆さまぜひご参加ください。

◦実施イベント等
 １ フラワープレゼントセール 
期間　10月1４日（金）～1６日（日）
内容　�参加店で期間中に限りお買物２，000円以上のお客さ

まに、先着順で花の小鉢₁鉢をプレゼントします。
参加店はチラシでご確認ください。（数に限りあり）

　満開のコスモスを眺めながら秋のひとときを過ごしてみませんか？
　今年は台風10号の冠水により、コスモスの成育状況に影響があるよう
ですが、ぜひ会場にお出かけいただき、イベントを盛り上げましょう。
　被害にも負けず、一生懸命咲いております。
と　き／10月２２日（土）・２３日（日）₉時～1６時
ところ／�コスモスアリーナふきあげとその周辺
内　容／�ステージイベント、模擬店、地元農産物の

直売、フリーマーケット、体力測定等
その他／�吹上駅南口から会場間の無料シャトルバスを運行します。
問合せ／�コスモスフェスティバル実行委員会事務局
　　　　（市商工会内　☎0４８-５４1-100８）

（同時開催）

荒川水管橋の上からコスモスを眺めてみませんか
と　き／10月２２日（土）・２３日（日）10時～1５時３0分
ところ／荒川左岸橋台（大芦地先）
内　容／�₂日間限定で荒川水管橋の施設見学を行

います。
問合せ／�埼玉県企業局水道企画課企画・調整担当
　　　　（☎0４８-８３0-７0６４）

　市民団体等による模擬店の出店や楽しいゲー
ムで会場がにぎわいます。農産物の直売、ステー
ジショーなどイベントも目白押し！ミニＳＬと
ふれあい動物コーナーは子供たちに大人気。フ
リーマーケットもお楽しみください。
と　き／11月1３日（日）９：00～1５：00
ところ／川里中央公園・川里農業研修センター
駐車場／1，000台
問合せ／�かわさとフェスティバル実行委員会事

務局
　　　　　☎0４８（５６９）1111

第18回コスモスフェスティバル

かわさとフェスティバル２０１６
 ２ １０月１６日（日）のイベント 
　①　�オープニングセレモニー（こうのとり伝説
　　　パレード：歩行者天国（鴻神社～本部前）、
　②　まとい振りとはしごのり：歩行者天国内₅か所）
　③　街頭パフォーマンス（歩行者天国：₆か所）
　④　�屋台お囃子競演（歩行者天国（合同演奏）：本一

地区、仲町地区）
　⑤　ひな市（歩行者天国（人形町内））
　⑥　�その他、各商店会などでもイベントが実施されます。
 ３ 駐車場 
　鴻巣公園、市役所第₂庁舎駐車場【無料】、鴻巣駅東
口駐車場【有料】、パーキングこうのす【当日無料開放、
午後₈時まで】、鴻巣自動車教習所【当日無料開放、午
前10時から午後₆時まで】

今 後 の 主 な 事 業 予 定

１０月

１１月

１２月

１月

コスモスフェスティバル
10月22日（土）23日（日）
会場 ：コスモスアリーナ周辺

歳末大売出し
11月11日（金）～12月11日（日）
鴻巣市商店会連合会 他

優良従業員表彰式
11月16日（水）
会場：商工会館本所

決算説明会
12月₆日（火）
会場：クレアこうのす

新年賀詞交歓会
₁月11日（水）
会場 ：市民活動センター

かわさとフェスティバル
11月13日（日）
会場：�川里中央公園・川里農業

研修センター

珠算検定
11月20日（日）
会場：商工会館本所

年末調整指導会
₁月₅日（木）・ ₆日（金）
会場：商工会館本所

₁月10日（火）
会場：吹上支所・川里支所
　　　₉：30～11：30
　　　13：30～1５：30

幸のとりバル（街バル）
11月10日（木）・11日（金）・12日
（土）　バル参加店



◆ ◆

◆ ◆

小林保広税理士事務所

☎048-507-7676
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☆新体験☆　２日間限定！！荒川水管橋の上からコスモスを眺めよう
第１８回コスモスフェスティバル

１０月２２日（土）・２３日（日）

　「経営革新計画」は、経営の向上を目指して「新たな取
り組み」を行うための事業計画書です。�
自社の現状を分析し、目標達成に向けて「いつ」「誰が」「何
を」すべきなのかを明確にします。�
計画の作成過程などで、客観的な立場からの意見を知るこ
とができ、計画内容の充実を図れます。�
　あなたの夢や想いを形にし、経営の革新に取り組んでみ
ませんか！
　埼玉県では、中小企業等経営強化法に基づき、経営革新
計画の承認を行っており、承認されると、様々な支援措置
を利用することが可能となり、事業者の皆さまの業績拡大、
向上が期待されます。
　同法では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うこと
により、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義し
ています。「新事業活動」とは、4つに類型された「新た
な取組み」をいい、「経営の相当程度の向上」とは、「付加
価値額」及び「経常利益」の増加をいいます。
◦新商品の開発又は生産�
◦新しいサービスの開発又は提供�
◦商品の新たな生産又は販売の方式の導入�
◦�サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業
活動�
☆商工会では、専門家派遣による事業計画書策定支援を
行っております。お気軽にご相談ください。

“経営革新計画”はあなたの未来戦略を達成するため
の「道しるべ」経営革新計画を策定しませんか！

ワンポイントアドバイス税務

　相続が発生した場合、様々な手続きを行う必要がありますが、相続税
の申告についてもその一つです。相続税法の改正により納税義務者（申
告書を提出しなければならない人）に該当する人が昨年から大幅に増え、現役時代、
普通のサラリーマンだった方でも納税義務者に該当するケースが見受けられます。気
になる方は国税庁ホームページ「相続税の申告要否判定コーナー」を利用してみては
いかがでしょうか。� 税理士　小林保広　

中小企業等経営強化法が施行されました。
　本法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、
⑴各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、⑵中小企業・小
規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定
しています。
　労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会
情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業（以下「中
小企業・小規模事業者等」という。）の経営強化を図るため、事業
所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支
援するための措置等を講じます。
⑴経営力向上計画の認定及び支援措置
　中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメ
ントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組
内容などを記載した事業計画（「経営力向上計画」）を作成します。
計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減
(資本金1億円以下の会社等を対象、₃年間半減) や金融支援等（低
利融資、債務保証等）の特例措置を受けることができます。
⑵認定経営革新等支援機関による支援
　認定経営革新等支援機関（主に商工会議所、商工会、中央会、金
融機関、士業等）による計画策定の支援を受けられます。

鴻巣ひなちゃんカード

加盟店募集中!!
奉仕会では一緒に活動をしていただける方を
募集しております！
一緒にポイント事業をすすめませんか？

お気軽に、事務局（商工会内）☎54１-１００8まで、お問い合わせください。

鴻巣奉仕会より
お知らせ

新規加入会員のご紹介（６月～７月）
商工会を積極的にご活用ください。

事業所名 住　　所 代表者名 業　種

ホルモン大学 鴻巣市吹上本町 ４-５-９ 瀬尾　　満 飲食業

㈲大脇新聞店 鴻巣市神明 ２-８-1６ 大脇　康稔 新聞販売・配達

杉山設備 鴻巣市松原 ３-1-３
アンジュⅡ ２0２ 杉山　貴彦 空調工事

優希工業 鴻巣市宮前 11３-８ 小峰　優希 配管工

リアル 鴻巣市箕田 ３４７２-1３ 野口　　仁 中古品販売・買取

火災共済ご加入のおすすめ
●普通火災共済…①火災　②落雷　③破裂・爆発　④風災・ひょう災・雪災
　　　　　　　　⑤臨時費用　⑥残存物取片づけ費用　⑦失火見舞費用
　　　　　　　　⑧修理付帯費用　⑨損害防止費用　⑩地震火災費用

●総合火災共済…左記①～⑩に加え、次の⑪～⑮の共済金をお支払いします。
　　　　　　　　⑪物体の落下・衝突　⑫水ぬれ　⑬騒じょう・労働争議
　　　　　　　　⑭盗難　⑮水災
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１０月２２日（土）・２３日（日）

かわさとフェスティバル２０１６開催　１１月１３日（日）₉：００～１５：００
多彩なステージショー・おいしいお店が立ち並ぶ模擬店・フリーマーケット等楽しいイベント盛りだくさん!!!

　労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理運
営している強制加入の保険制度です。
　労働者が業務上負傷した場合、労働者が失業した場合等
に必要な保険給付を行っています。
　労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用していれ
ば、加入手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
　まだ、加入されていない事業主の方は、速やかに加入の
手続を行うようお願いいたします。
　なお、手続指導及び加入勧奨によっても、自主的な加入手続を行わない事業主
に対しては、強制的な加入を含めた対策を実施しています。
　詳しくは、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所又は埼玉労働局労働保
険徴収課（☎０4８－６００－６２０３）におたずねください。

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です。

埼玉県の最低賃金変更のお知らせ
　平成２８年10月₁日より埼玉県の最低賃金が
   8２０円⇒845円（２５円引上がり）になりました。
　全国平均は８２３円となっており、こちらも２５円引上がりました。

青年部・女性部　活 動 N E W S

　₆月30日（木）に鴻巣市役所本庁舎横にて、献血運動を実施いたしま
した。今回は午後のみでしたが、１５名の方々にご協力いただくこと
ができました。毎年お礼として花鉢をお渡ししているのですが、大
変喜ばれています。年₁回の運動ですが、また来年も同時期に行う
予定ですので、皆様のご協力をお待ちしております。
　部員親睦事業も年に数回行っておりますので、ぜひ女性部に加入し
て一緒に楽しく活動しましょう！皆様のご加入をお待ちしております。
　　行事予定　　　１0月１6日　おおとりまつり参加
　　　　　　　　　　　24日　日帰り視察研修旅行(東京)
　　　　　　　　　１１月１6日　パークゴルフ

★青年部の今後の事業予定をお知らせします。
　ぜひ、ご来場、ご参加ください!!★

★「青年部員募集中！」★

★献血運動★

個人事業主の方へ

◇コスモスフェスティバル（フリーマーケート）
　　１0月22日（土）～23日（日）(コスモスアリーナ吹上周辺)
◇かわさとフェスティバル　　　　１１月１3日（日）（川里中央公園）
◇「サンタが街にやってくる！」　　１2月23日（金･祝）

　青年部では新入部員を募集しています。１８歳から4５歳までの市内商工
業者及びその後継者が加入できます。花火大会やサンタクロースなどの
事業を通じて部員の資質向上に努めています。お問い合わせは鴻巣市商
工会またはお近くの青年部員まで！

青年部 女性部

金　融　情　報
（平成２８年₈月現在）

⑴　日本政策金融公庫融資制度のご案内
　　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）
　�　商工会の経営指導を原則６ヶ月以上受けている小規模事業
者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・第三者無保証人
なしで日本政策金融公庫から融資を受けられる国の制度です。
　　融資限度額：２，000万円　　　返済期間：運転資金７年以内、
　　設備資金10年以内
⑵　埼玉県中小企業制度融資のご案内
　�　県が金融機関に対し利子補給を行うことで、県の定める

低い利率で融資を受けることができるものです。県制度融資
は「固定金利」「低利率」「長期間の借入」が特徴の融資制度
です。また、ほとんどの制度について原則無担保・第三者保
証人なしでご利用いただけます。
　平成２8年度の制度改正概要（主なもの）
　融資利率の引き下げ
　�　市場金利の動向等を踏まえ、金利が0．1％引き下げられ
ました。（※事業資金（短期貸付）、企業パワーアップ資金、
借換資金を除く。）

とにかく簡単 経済的 節税 融資

記入した現金出納
帳を月に１回商工
会へ持参するだけ
でOK。本来の業務
に集中できますよ。

月5,000円(税別)
からと経済的で、費
用はすべて必要経
費になるんです！

青色申告特別控除
（65万控除）が受け
られるので大幅な節
税が期待できます！！

借入れに有利で、融
資までの時間も短
縮されます。

人を雇ったけど必要な
手続きってあるの…帳簿の

付け方
が

わから
ない…

労働条件で悩むな…



会員の皆様へのお知らせ

有料広告募集中

昼休憩時間について
　只今、鴻巣市商工会では昼時間帯の接客サービス向上の為、２交代制
にて休憩を取っております。
　　前半休憩　１１時３０分～１２時３０分
　　後半休憩　１２時３０分～１３時３０分
　担当職員が不在になっていることがあり、ご迷惑をおかけすることが
あると思いますが、予めご了承ください。

　会員企業の育成・振興を図るため、広報誌「鴻巣市商工会だより」及び鴻巣
市商工会ホームページに有料広告を募集しております。是非、企業・お店の宣
伝にご活用ください。

１．広報誌「鴻巣市商工会だより」
規格 縦48mm×横59mm 白黒　広告料金：5,０００円/回(消費税別)
　　　　　　　　　　　　　　　※第１面には掲載しない。

２．ホームページバナー広告
規格 縦５0ｐｘ×横200ｐｘ� 広告料金：5,０００円/月(消費税別)
容量 １0ＭＢ以内　ｇｉｆ形式

３．チラシ同封サービスのご案内
　商工会の郵送物に貴社のＰＲチラシ等を一緒に入れませんか？
　　サイズ及び料金
　　　B5・A4サイズ：８円（消費税別）／₁枚
　　　B4・A3サイズ（二つ折り）：１０円�(消費税別)／₁枚
例：A4サイズの場合�商工会員約１,8００人×₈円／₁枚×１.０8（税）＝１5,55２円
☆�同封できるのはＰＲチラシ等で、個人的に宛てた請求書や督促状等は
対象ではありません。またＰＲチラシ等であっても公序良俗に反する
モノ等は対象といたしません。

鴻巣市商工会だより 平成 2 8 年 1 0 月₁日⑷　第 1 0 2 号

商工会の会員を募集しております♪　商工会にご加入いただける事業所をご紹介ください！

お申込みについて
　まずは下記問い合わせ先までご一報ください。折り返しお申込書を送付いた
します。手続きは簡単です！貴社で作成したＰＲチラシ等を貴社の催しに合わ
せてご依頼ください。
　※�１２月のチラシ同封サービスの締め切りは、１０月２１日（金）までとなってお

りますのでご注意ください。
　問い合わせ先：鴻巣市商工会　ＴＥＬ ０48－54１-１００8／FAX�０48－54１-１０7１

事業報告　平成28年₇月～１０月

　百余年の歴史と伝統を誇る、夏まつ
りみこし渡御（町内1２基）が約₃㎞に
渡る中仙道歩行者天国を練り歩き、大
勢の見物客で賑わいました。

　Wordによるチラシ作成方法、Excel
による資金繰り表の作成方法について
講習会を行いました。
　₆名参加

　平常時に行っておくべき活動や緊急時における
事業継続のためのセミナーを開催しました。これ
は中核となる事業の継続や早期復旧を可能にする
ための方法や手段を学ぶもので、自然災害や大火
災等の緊急事態に遭遇した場合の事業資産の損害
を最小限にとどめるための計画を事前に策定する
ものです。　₅名参加

　吹上地区旧中山道に
おいて吹上夏まつりが
開催されました。
　商工ビアガーデンも
開催され多くのお客様
で賑わいました。

　「きて・みて・やって鴻巣市商工フェスティバルWｉｔｈこうのす」
のネーミングのもと、商店による大即売会、工業製品の展示、相談
体験コーナーと₃つの会場において商工フェスティバルを実施しま
した。今年は女性部による「わくわくビアガーデン」、ひな人形協
会による人形絵付け体験、建設埼玉北足立本部による刃物とぎ等多
くの企業、団体の出展によるＰＲ、販売会を盛大に開催しました。

日付：₇月₉日（土）～１１日（月）
　　（歩行者天国は₇月１０日（日））

日付：₈月２３日（火）
会場：市民活動センター
講師：内田　紀郎
　　　中小企業診断士

日付：₉月１４日（水）
会場：市民活動センター₃階会議室

日付：₇月１７日（日）
会場：商工会館吹上支所駐車場、旧中山道

日付：₉月₃日（土）～₄日（日）
会場：�エルミパーク、エルミセントラルコート、市民活動センター

鴻巣夏まつり

ITセミナー BＣＰ対策セミナーを開催

吹上夏まつり・商工ビアガーデン商工フェスティバル

事業名 日　付 場　所 参加人数（人）

源泉納付指導会

₇月₇日（木）
商工会館本所 34

吹上支所 １１

₇月₈日（金）
商工会館本所 １７

川里支所  3

一日公庫相談会 ₇月１2日（火） 商工会館本所  2

持続化補助金説明会 ₇月2８日（木） 商工会館本所 １6

事　業　報　告

大変、熱い夏がリオのオリンピックと共に過ぎ去り、
数ヶ月もすれば寒い冬が訪れ、４年度は2020東京オリン
ピックの開催です。
オリンピック熱に負けぬよう事業に励みましょう。
� 野口　雅則

編
集
後
記

総代会議を開催！！
日付：₈月₂日（火）　　会場：市民活動センター
　商工会の根幹である総代の方々が一堂に会して、商工会事業と総代の役割等を再確認して
いただき、より綿密に意思疎通を図る事を目的に２年前より開催しました。
　今年は、原口市長様からの講話に続いて、経営革新計画承認制度について県央地域振興セ
ンター宇賀産業労働担当課長様より説明を受けました。その後、青年部長・女性部長からの
事業紹介後に暑気払いを設け懇親を深めました。
　同日は、初の試みとして、会議の前にこうのすシネマ多目的ホールにて、鴻巣市民映画
『幸ノ巣』～時は波のように～の上映会も実施しました。


