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小林
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新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、ご家族揃って健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年中は鴻巣
市商工会の諸事業に対しまして、深いご理解と温かいご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
昨年を振り返りますと、海外では北朝鮮による二度の核実験の強行、イギリスのＥＵ離脱が国民投票によ
り決定されたことを踏まえ、今後、世界経済や国内経済にどのような影響が生じるのか心配されるところで
あります。一方で、リオデジャネイロ・オリンピック、パラリンピックが開催され、私達に沢山の感動を与
えてくれました。そして、２０２０年には東京オリンピック・パラリンピックが決定しており、今後東京を中心
に日本全体が経済や観光分野等において活気に満ちてくるものと期待しています。また、国内では、４月の
熊本地震、１０月の鳥取県中部地震が発生し、被災された皆さんにお見舞い申し上げますとともに、一日も
早い復興を願っています。その反面、日本発１１３番目の新元素「ニホニウム」の発見、ノー
ベル生理学・医学賞に大隅良典東京工業大学栄誉教授が賞を受賞し、私たちに夢と希
望を与えていただいた明るい出来事もありました。
１月～３月上旬までの主な事業予定
さて、私たちを取り巻く経済状況は、大企業の景況感は製造業、非製造業とも改善
しつつ、前向きな動きが広がっておりますが、依然として中小・小規模事業者は消費
新年賀詞交歓会
年末調整指導会
の低迷や為替変動の影響を大きく受け、苦境におかれております。特に小規模事業者
１月１１日（水）
１月５日（木）・６日（金）
１月
にあっては、厳しい環境下での経営を余儀なくされております。
会場：市民活動センター
会場：鴻巣市商工会館（本所）
１月１０日（火）
このようなことから、商工会では県や鴻巣市等の関係機関と連携強化を図り、中小企
会場：鴻巣市商工会館
業・小規模事業者の持続的な更なる発展に向けて、伴走型支援機関として事業者に寄り
彩の国ビジネスアリーナ2017
（吹上支所 ・ 川里支所）
添いながら、きめ細やかな経営支援の充実に努めるとともに、経営改善普及事業を柱と
２月１日（水）・２日（木）
各日午前９ ： ３０～午後３ ： ３０
会場：さいたまスーパーアリーナ
する諸事業に積極的に取組み、商工業の活性化と街づくりの推進を図っております。
２月
鴻巣びっくりひなまつり
今後も、商工会の機能強化を図るとともに、
“地域応援宣言「鴻巣から元気を」商工会
２月17日（金）～３月１２日（日）
は中小・小規模事業者の活動を支援・応援します。”のキャッチフレーズをもとに、機
決算・確定申告相談会
メイン会場
敏かつ精力的に事業展開してまいりますので、皆様には引き続きご支援・ご協力を賜
エルミこうのす
２月２３日（木）
サテライト会場
会場：商工会吹上支所
りたく、宜しくお願い申し上げます。
コスモスアリーナふきあげ
３月２日（木）・３日（金）
結びに、皆様方にとりまして今年１年が大きな飛躍の年となりますよう衷心よりお
３月
ひなの里
会場：商工会本所
祈り申し上げるとともに、ご健勝、ご多幸をご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせてい
パンジーハウス
３月７日（火）
花久の里
会場：商工会川里支所
ただきます。
コスモスふきあげ館

事

業

予

定

※都合によりイベント内容が変わることがあります。

鴻巣さくらまつり

吹上さくらまつり

川里さくらまつり

日
場
内

日
場
内

日
場
内

付：平成２９年４月２日（日）
所：鴻巣公園
容：約２００本の桜が鴻巣公園を囲み、商
店直売市・エアートランポリン・ス
テージショーなど家族皆様で楽し
くお花見ができます。今年も夜桜見
学の為、ぼんぼり点灯を行います。

各日午前９ ： ３０～午後３ ： ３０

付：平成２９年４月１日（土）２日（日）
所：鎌塚イベント広場・元荒川親水護岸周辺
容：約５００本の桜が元荒川親水護岸の両
側に咲き誇り、夜にはちょうちんも
点灯し、夜桜も楽しめます。模擬店の
出店やステージイベントも開催して
います。

付：平成２９年４月２日（日）
所：あかぎ公園
容：約２００本のさくらが、公園内をとこ
ろ狭しと咲き誇ります。
当日は、ステージイベントや大抽
選会、ミニSLなどの催し物が盛り
だくさんです。

『鴻巣市商工会 お買い物券』をご利用ください♪

お祝い、お礼などの贈答用として最適です !!

500円券を490円で販売中 !!
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新規加入会員のご紹介（平成２８年８月～１０月）

ワンポイントアドバイス

ご加入いただきありがとうございました。（順不同・敬称略）
事業所名

住

所

代表者名

業

平成29年1月1日

税務

種

マイナンバー制度の導入により、税務署に提出する申告
書や申請書などの税務関係書類にマイナンバーの記載が必
要になりました。所得税及び復興特別所得税の確定申告の
場合には、平成28年分の確定申告から提出者の方だけで
なく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイ
ナンバーの記載も必要となります。
詳しくは国税庁ホームページの特設サイトをご確認くだ
さい。
税理士 小林保広

セキネ工業

鴻巣市人形1-7-48

関根

こころ鴻巣（㈱こうき）

鴻巣市生出塚2-18-28

小林

㈱NEWSエナジー

鴻巣市鴻巣1178-2

中嶋

節雄 太陽光パネル販売施工

楫音舎

鴻巣市神明3-10-3

長尾

修武 音響機器

セレナホーム

北本市本宿3-114-1-102 斉藤

幸雄 建設業

リーガルフォート㈱

鴻巣市南1-15-10

長島

幸正 不動産

医療法人社団すまいるらいふ

鴻巣市人形4-6-25

田代

茂 医療

そば処鴻巣宿阿部

鴻巣市人形4-3-1

阿部

重紀 そば、天ぷら

赤帽大下急便

鴻巣市小松3-4-5

大下

享助 宅配

あすなろ整骨院上尾院

鴻巣市本町3-2-19
1階A号室

佐藤

航平 整骨院

鴻巣市すみれ野15-1

岡安

秋夫 中華料理

鴻巣市三ツ木342

数馬

崇史 珈琲、紅茶

ドカイフード

茨城県ひたちなか市田彦
289-1MHhouseM号室

李

俊衡 小売業

従業員を一人でも雇用する事業主は、労働保険に加入し
なければなりません。労働保険は、労働者が業務上の事由
や通勤途上に負傷などした場合や失業した場合などに必要
な保険給付を行うものです。
商工会では、ハローワークや労働基準監督署への労働保
険事務を代行しています。
事務委託すると事業主及び家族従業員も労災保険に加入
することができます。

串さん亭

東松山市東平2451-8

嶋田

明 飲食業

→ 加入を検討されている方は、鴻巣市商工会まで☆

しゅういんしゃ

中華食堂
か ふ ぇ

Café

り

こうしゅう

紅秋

く り っ ぱ ー

Re:Clipper

祐一 水道設備工事
功 介護保険指定事業

金

融

労務

情

労働保険に加入していますか？

報

商工会では、設備資金・運転資金などの事業資金の相談を受け付けております。

（利率は平成28年11月１日現在）

日本政策金融公庫
普通貸付
貸付限度額
利
率
貸付期間
備
考

運転、設備とも４，８００万円以内
１．２５～３．０％
運転：５年以内・設備：10年以内
保証人、担保その他の条件については相談のうえ決定

経営改善貸付
貸付限度額
利
率
貸付期間
備
考

運転、設備とも２，０００万円以内
１．１6％
運転：７年以内・設備：10年以内
商工会の経営指導を受けている方・無担保無保証人

埼玉県制度融資
小規模事業資金
貸付限度額
運転、設備とも１，２５０万円以内
利
率
１．１０～１． 3０％
貸付期間
運転：７年以内
設備：10年以内
備
考
保証人：個人は不要
法人は代表者
担保：原則不要
信用保証：付する

◆

◆

◆

◆

小林保広税理士事務所

事業資金（一般）
貸付限度額
運転：５，０００万円以内
設備：６，０００万円以内
利
率
１．2０～１．４０％
貸付期間
運転：７年以内
設備：10年以内
備
考
保証人：個人は原則不要
法人は原則代表者
担保：協議による
信用保証：付する

経営革新計画促進融資（経営革新計画を定
めて積極的に経営革新に取り組む方）
貸付限度額
運転、設備とも1億円以内
利
率
０．8０～１．００％
貸付期間
運転：７年以内
設備：10年以内
備
考
保証人：個人は原則不要
法人は原則代表者
担保：協議による
信用保証：付する

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム

人気のディズニーリゾートの1,000円割引券
を１事業所年間５枚まで無料配布しています。

☎048-507-7676

鴻巣市商工会

平成29年１月１日より

「鴻巣ひなちゃんカード」
は

新しく
（赤色）なります。
現（緑色）満点カードは
１月31日までご利用いただけます。
満点にならないカードは１月１日～31日
まで新カードに移し替えますので加盟店
にお持ちください。

☆手続き不要!!商工会員なら利用できます。
☆毎月65枚限定!!第一火曜から配布開始!!
現在、｢サンクスフェスティバル｣パスポート配布中!!
★コーポレートプログラムとも併用可能。大人
で最大1,900円割引。すでに5枚もらった事
業所ももらえます。※3月17日まで

本年も、お買い物・ご飲食は市内のお店をご利用ください♪
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青年部・女性部
「サンタが街にやってくる！」
青年部
を実施しました。
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⑶

活動NEWS
女性部

この事業は市内３００名の子供たちに「愛」
「夢」
「感動」
を伝えることを目的に、青年部員がサンタクロース
に扮してプレゼントを配布する、毎年好評をいただ
いている事業です。子供たちの輝く目と笑顔を間近
で感じることができました。

女性部では地域貢献事業のほかにも、部員親睦事業も年に数回
行っております。
ぜひ女性部に加入して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。

おおとりまつり
(空き店舗対策事業)
１０月１６日(日)

日帰り研修旅行
青梅方面

１０月２４日(月)

青年部員を募集中です。
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！

金融・労働・税務定例相談会のお知らせ
会員向け金融・労働・税務相談会を毎月１回開催しており
ます。
（無料）
まずは、お気軽にご予約をお待ちしております。
対 象：鴻巣市商工会員
開催日：金融→毎月第１火曜日
労働→毎月第３火曜日
税務→毎月第３火曜日
受付時間：午前１０時～午後３時３０分まで
会 場：鴻巣市商工会館
申 込：お電話にてお申し込みください。☎０４８－５４１－１００８
※平成29年２月、３月は定例税務相談会は実施いたしません。

有料広告募集中
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

容量

１０ＭＢ以内

広告料金：5,000円/月(消費税別)

ｇｉｆ形式

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。
問合せ先：鴻巣市商工会
ＴＥＬ 048－541-1008／FAX 048－541-1071

～各種補助金・支援制度を活用して事業を発展させましょう！！～

事業者をターゲットとしたヤミ金融にご注意ください
事業主の皆様へ

FAXやダイレクトメールで事業資金の融資案内が送付される事例が発生してい
ます。
信用できそうな文面で、低金利などの好条件が記載されていますが、そのほとん
どはヤミ金融業者が送っているものです。ご注意ください。
〈対策〉
①貸金業登録のない業者はヤミ金融業者です。絶対に借りないでください。
登録番号を詐称している業者もいます。下記問合せ先、または金融庁の「登録貸
金業情報検索サービス」で本当に登録されているか確認できます。
②すでに借りてしまった場合はすぐ相談を。
下記問合せ先にご連絡いただければ、相談窓口をご案内します。

問合せ先：埼玉県産業労働部金融課

０４８－８３０－３７９４

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が商工会の支援を受けて経営計画を作成し、その計
画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を国が補助するもので
す。（補助上限：５０万円）
＊補助対象経費７５万円の支出の場合その２／３の５０万円を補助します。
＊次の場合は、補助上限金額が１００万円に引き上がります。
①従業員の処遇改善に取り組む事業者（賃上げ等）
②雇用を増加させる取り組み
③海外展開に取り組む事業者
④買い物弱者対策の取り組み
＊原則として個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者
が連携して取り組む共同事業も応募可能です。

商工会窓口締切：平成２９年１月２０日（金）

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！

⑷

第103 号

鴻巣市商工会だより

事

業

第１５回 こうのす花火大会

第１８回 コスモスフェスティバル
日付：平成２８年１０月２２日（土）・２３日（日）
場所：コスモスアリーナ駐車場
及び周辺
内容：今回は荒川水管橋施設見学
と同時開催。天候にも恵ま
れ、多くの来場者がありま
した。ステージイベントも
ひなちゃんダンス等大変盛
り上がりました。

おおとりまつりが盛大に開催されました

かわさとフェスティバル
日付：１１月１３日（日）₉：００～１５：００
場所：川里中央公園ほか
内容：晴天に恵まれ、会場は盛大
に盛り上がりました。
商工会ブースではチヂミ・
餅菓子の物販、休憩スペー
スを設けました。
商品はすべて完売し、市民
の皆様に大変好評でした！

地 区 懇 談 会

PARTⅢ

日付：１１月１０日（木）・１１日（金）・１２日（土）
後バル期間 １１月１３日（日）～３０日（水）
場所：鴻巣市内
内容：₃回目の街バル事業を実施！
スタンプラリーも同時開催し、たくさ
んの方に楽しんでいただきました。参
加いただいた45店舗のご協力によりと
ても盛り上がりました。

で３７名を表彰
『優良従業員表彰式』
日付・場所：１１月１6日（水）・鴻巣市商工会館
優良従業員表彰式を開催し、精勤賞１８名、勤続賞６名、永年勤続
賞１２名、功労賞（市長賞）₁名、計１１会員企業、３７名の従業員の皆様
が表彰されました。
当日は小林商工会長をはじめ、原口鴻巣市長（代理 長島環境経
済部長）他、多数のご来賓の方々より祝辞が述べられました。

埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業
広域ビジネス商談会
日時：平成28年11月29日（火）
会場：桶川市民ホール

告

日付：平成２８年１０月１４日（金）～１６日（日）
場所：旧中仙道 人形（深井₂丁目交差
点）～加美（河野タイヤ様前）
内容：今回は昨年以上に多くのお客様
に来場いただき「こうのとり伝
説パレード」や中山道各所で行
われた「街頭パフォーマンス」
をはじめ、さまざまなイベント
が晴天の下行われ、大変賑わい
のある一日となりました。

日付：１０月₈日（土）
場所：糠田運動場
「想いをかたちに」鴻巣の夜空に大輪
の花を咲かせます!! すべては皆様の笑
顔のために!!をキャッチフレーズに全国
各地より４０万人の集客をいただき盛大
に開催しました。尺玉３００連発を含む「鳳
凰乱舞」など打ち上げ総数₁万₅千発
超の色鮮やかな大輪の花火が秋の夜空
に咲きました。今回は、₄尺玉はきれい
に打ち上げられず残念でした。今年は
期待していてください。

幸のとりバルin鴻巣

報

平成29年1月1日

区

日

付

会

場

人形・元市

１１月９日（水）

人形町自治会館

原馬室・滝馬室

１１月１８日（金）

あいりす

箕田

１１月２２日（火）

ご馳走処かねはち

宮本・本一・雷電

１１月２５日（金）

市民活動センター

「全県一斉商店街まつり
歳末大売出し」を開催
期間：１１月１１日（金）～１２月１１日（日）
鴻巣市商店会連合会が主催し、鴻巣市商工会・鴻巣奉仕会の協
賛のもと、「歳末大売出し」を開催。５５店舗に参加協力いただき、
盛大に盛り上がりました。

その他の事業報告
事業名

日

時

場

所

日商簿記検定試験対策講座 ９月１６日（金）～１０月１８日（火）

商工会館

定期健康診断

１１月１日（火）～１１月３０日（水）

市内指定病院

珠算検定

１１月20日（日）

商工会館

金融懇談会

１１月22日（火）

和風レストランとき

創業セミナー

１１月１９日（土）
・２６日（土）
・１２月３日
（土）
・１７日（土）

上尾市プラザ２２

経営計画作成講習会

１１月２５日（金）
・１２月２０日（火）
・２１日
（水）

商工会館

編集後記

11商工団体が連携し、製造業に特化し
た取引商談会を行いました。発注企業
18社、受注企業47社の参加があり、当会
からは12企業が参加され、このビジネス
チャンスを活用されました。
また、受注企業同士の名刺交換も活発に行われ、具体的な商談
を進める好機となりました。

地

明けましておめでとうございます。
寒くなり、体には、気を付けていただいているでしょうか。
今年度の、鴻巣市商工会の事業も残り少なくなりました。
事業の成功は、会員皆様のご協力があるからだと思います。
尚、商工会員数が年々少なくなっております。会員増強への協力、事
業への参加、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

舟山 英光

経営革新計画を作成してみませんか！商工会にご相談ください！

