
今 後 の 主 な 事 業 予 定 一 覧

１０月

１１月

１２月

１月

金融・許認可相談会
１０月３日（火）
会場：商工会本所
おおとりまつり
１０月１5日（日）
会場：中山道　加美から人形町
時間：１2：００～2０：００

産業祭
１１月１１日（土）・１2日（日）
会場：総合体育館及び前庭・
　　　駐車場

歳末大売出し
１１月１9日（日）～１2月１7日（日）

コスモスフェスティバル
１０月2１日（土）・22日（日）
会場：コスモスアリーナ周辺

幸のとりバル（街バル）
１１月１6日（木）・１7日（金）・１8日（土）

金融・許認可相談会
１2月５日（火）
会場 ：商工会本所

労務・税務定例相談会
１2月１9日（火）
会場：商工会本所

年末調整指導会
１月９日（火）・１０日（水）　
会場：商工会本所
１月１2日（金）　
会場：吹上支所 ・川里支所

彩の国ビジネスアリーナ２０１８
１月24日（水）・25日（木）
会場：さいたまスーパーアリーナ

優良従業員表彰式
１１月22日（水）
会場：商工会本所

かわさとフェスティバル
１１月１2日（日）
会場：川里中央公園・川里農業
研修センター

労務・税務定例相談会
１１月2１日（火）
会場：商工会本所

金融機関との情報交換会
１１月24日（金）

労務・税務定例相談会
１０月１7日（火）
会場：商工会本所

一日公庫相談会
１１月７日（火）
会場：商工会本所

珠算検定
１１月１9日（日）
会場：商工会本所

決算説明会
１2月５日（火）
会場：クレアこうのす

金融・許認可相談会
１月９日（火）
会場：商工会本所

新年賀詞交歓会
１月１１日（木）
会場：クレアこうのす

労務・税務定例相談会
１月１6日（火）
会場 ：商工会本所

こうのす花火大会
１０月７日（土）
会場 ：糠田運動場

優良従業員表彰式

復活！「産業祭」

◦期間　平成２９年１０月１３日（金）～１５日（日）
◦実施イベント等
１ フラワープレゼントセール
　期間：平成２９年１０月１３日（金）～１５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。（先着順・数に限りがあります。）
２ 平成２９年１０月１５日（日）のイベント
　①�歩行者天国（人形・深井２丁目交差点～加美・河野タイヤ前）
　②�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（旧埼玉りそな銀行）前）、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：５か所）
　④�屋台お囃子競演（歩行者天国（合同演奏）：本一町地区、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、市役所第二庁舎駐車場、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】

おおとりまつりを開催します 第19回コスモスフェスティバル

かわさとフェスティバル２０1７

人・街の幸せつなぐ
「幸のとりバル ＰartⅣ」
開催決定！！

主 な 事 業 予 定（平成29年10月～平成30年１月）

　近くには日本一長い真っ赤なアーチの水管橋、遠くに秩
父連山や富士山を一望する荒川河川敷に咲き誇る、１，２００万
本を超える色とりどりのコスモスをご満喫ください。ステー
ジイベントや模擬店、農産物の直売、フリーマーケット、
コスモスの摘み取り等、各種イベントが開催されます。さ
わやかな秋の一日を、のんびりと楽しみませんか。

　市民団体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目白押し！�ミニSL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。

　商工フェスティバルとして実施してきたイベントを、本年度は農業部門と
合同で産業祭として開催することになりました。ぜひ、ご来場ください。

　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。

開催日：11月22日（水）　　開　会：１３：３０　　場　所：鴻巣市商工会館
目　的：  商工会員事業所にて長年勤務された従業員に対し、記念品、感謝状の

授与をし、労働福祉の向上と事業所の発展に寄与することを目的とし
ています。

対象者：功労賞　３０年以上の勤務者　　永年勤続賞　１５年以上の勤務者
　　　　勤続賞　１０年以上の勤務者　　精勤賞　５年以上の勤務者
＊詳細は９月配布の別途通知文をご参照ください。（申請締切日は１０月１６日です）

日付：１１月１１日（土）・１２日（日）９：００～１６：００
会場：鴻巣市立総合体育館内及び前庭、駐車場

と　き：平成２９年10月21（土）・22（日）　９時～１６時
ところ：コスモスアリーナふきあげ駐車場とその周辺
　　　　※ JR高崎線吹上駅南口とコスモスアリーナ間で、シャトルバスを運行します。
内　容：  コスモスの摘み取り、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、体力測定会等を実施します。
問合せ：  コスモスフェスティバル実行委員会事務局（鴻巣市商工会内☎541-1008）

（同時開催）荒川水管橋からコスモスを眺めましょう
と　き：１０月２１日（土）２２日（日）１０時～１５時３０分
ところ：荒川左岸橋台（大芦地先）
内　容：２日間限定の荒川水管橋施設見学を行います。
問合せ：埼玉県企業局水道企画課　（☎０４８-８３０-７０６４）

と　き：１１月１２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：９００台
問合せ：かわさとフェスティバル実行委員会事務局
　　　　鴻巣市川里支所地域グループ☎０４８－５６９－１１１１

開催期間：平成29年11月16日（木）～18日（土）
＊チケットの利用期限は11月30日（木）まで
参加店：  決定次第、市商工会ホームページ等でお知らせします。
その他、詳細はQRコードよりご確認ください。
お問い合わせ：  平日の９時～１７時に市商工会まで
　　　　　　　☎048-541-1008

金融・許認可相談会
１１月７日（火）
会場：商工会本所

Happy bird BARU in Konos
u

幸のとりバル Part Ⅳ 開催 !!!
１０月１６日（月）より前売りチケット販売開始￥2,5００ 円♪ 詳しくは、→　　　
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会員数（₉月₆日現在）
　 鴻巣地区  1,209 件
　 吹上地区　 334 件
　 川里地区 　184 件
　 合　　計  1,727 件



鴻巣市商工会だより 平成 2 9 年 1 0 月₁日

新規加入会員のご紹介（平成２9年６月～平成２9年８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
高橋　京子 鴻巣市人形�２-１-３２�東洋製罐�鴻巣寮管理人室 高橋　京子 手芸品販売

髪　kokoro 鴻巣市本町�３-１-２５ 松村　治幸 美容院

永和建工 鴻巣市小松�4-２-１３ 中山　賀永 外壁調査

新井　義治 鴻巣市滝馬室�９8２-１8 新井　義治 雑貨・日用品のネット販売

誠営社 さいたま市大宮区宮町�１-５ 銀座ビル7階 吉田　浩子 知財コンサルティング

ライズ　アップ　オートサービス 鴻巣市広田�２１87-３ 大塚　知弘 自動車板金

合同会社光企画 鴻巣市人形�２-２-8５ピュアコート人形１０３ 福井　光子 サービス業・居宅介護支援

響進フードサービス 上尾市原市�１２6９-１ 内藤　淳子 飲食販売

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 埼玉支店上尾支社 上尾市本町�１-２-２５ 石戸　保光 損害保険

㈱エアーズライク埼玉支社 鴻巣市宮前�4５8-３ 佐藤　寛侑 生命保険代理店業

石田設備 鴻巣市箕田�３５6２-１ 石田　　治 LPガス配管・給湯器設置工事

㈲寺下内装 鴻巣市人形�１-３-２０ 寺下　宗幹 内装仕上げ業

㈱トヨタレンタリース新埼玉 鴻巣駅前店 鴻巣市本町�２-２-２ 秋山　真人 レンタカー業

アキヤマ商会 鴻巣市天神�１-１０-３6 秋山　光正 水道機材

武井板金 鴻巣市天神�4-５-67 武井　陽一 屋根・外壁工事

ベルウッド 鴻巣市愛の町�4５０ 鈴木　　稔 住宅建設

日　時： 平成２９年１２月１日（金）１３時３０分
～１7時３０分頃

場　所：羽生市民プラザ１Fイベントホール
　　　　（羽生市中央�３－7－５）※駐車場無料
対　象：下記１１商工団体に所属する製造業
　　　　（関連業種を含む）を営む企業※１

定　員：6０社
費　用：１，０００円（資料代含む）
内　容：発注案件をお持ちの企業とのビ
　　　　ジネスマッチング、展示コーナー
　　　　での自社製品PR等
申　込：１０月２7日（金）までの平日９時～
　　　　１7時に直接又は電話で市商工会
　　　　（☎５4１-１００8）
※１…�上尾・行田商工会議所、鴻巣・羽生・加須・

久喜・幸手・北本・伊奈・桶川・南河原
商工会（順不同）

広域ビジネス商談会開催・
参加事業所募集のご案内

鴻巣の情報発信の場として、「
　
　　　　　　　」をご活用ください

　鴻巣市の知りたい情報がここにある、ポー
タルサイト「こうのす広場」。
　お店のこだわり、イベント情報、活動す
る仲間の輪、…あなたの“知ってほしい”に、
「こうのす広場」を活用してください。

連絡先　こうのす広場編集部☎５９8－46１２
Email�:�info@kounosu-portal.jp

 サイトURL 

http://kounosu-portal.jp/

厚生労働省からのお知らせ

◆

◆

◆

◆

小林保広税理士事務所

☎048-507-7676

　平成２９年１０月１日より、埼玉県の最低賃金が

８４５円から８７1円（２6円アップ）になりました。

埼玉県の最低賃金変更のお知らせ

お気軽に事務局（商工会内）

ただ今、５万円分JTB
旅行券が３名様に当た
る５周年記念スタンプ
ラリー実施中！

第１９回コスモスフェスティバル開催！！ １０月２１日（土）２２日（日）の２日間ステージイベント・
模擬店の出店等を実施  当日は２日間限定の荒川水管橋施設見学を行います。

⑵　第 1 0 6 号
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　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
の手続き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、自主的な加入手続きを行わな
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・公共職業安定所又は埼玉労働局
労働保険徴収課（電話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月間」です。金融・許認可・労働・税務
定例相談会のお知らせ

対　　象：鴻巣市商工会員
開 催 日：金　融　�毎月第１火曜日
　　　　　許認可
　　　　　労　働　�毎月第３火曜日
　　　　　税　務

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：��お電話にて申し込みくだ

さい。
　　　　　℡０48-５4１-１００8

　会員向け金融・許認可・労働・税務相談会を毎月１回開催しております。
まずは、お気軽にご予約を。お待ちしております。
※�平成３０年２月及び３月は、定例税務相談会は実施いたしません。

無料

埼玉県制度融資

日本政策金融公庫融資

賞与支払い等一時的に資金が必要な方
低金利でつなぎの資金が必要な方

新規の運転資金が必要だが、
毎月の返済負担を増やしたくない方

従業員20人（商業・サービス業は５人）
以下の小規模事業者の方

最近３ヶ月の平均売上高が、前年同期より
減少している、又は今後３ヶ月の減少が見込まれる方

仕入れや手形決済等のための短期運転
資金としてご利用いただける資金です。

マル経融資制度は、商工会の経営指導を受けている方であって、経営改善を図ろうとする
小規模事業者の方々をバックアップするため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

※利率は変動します。詳しくは、お問い合わせ先でご確認ください。
※�新規の場合、商工会の融資審査委員会の審査がございます。また、従業員数（2０人以下（商業・サービス
業の場合は５人以下））・事業実績・納税要件・業種等、申込条件があります。お気軽にご相談ください。

融資期間を延長することで県制度融資
の毎月の返済負担を軽減することがで
きます。（新規運転資金も追加可能）

小規模事業者の方にご利用いただける
比較的低利の資金です。

一時的に業況が悪化している方に対し、
比較的低利でご利用いただけ、経営の
安定を図ることを目的とした資金です。

◆利　率：年1.1%（信用保証なし年1.5%）
◆限度額：2,000万円（返済期間１年以内）

●限度額：2,000万円
●利率：年1.11%
　　　　（平成29年９月1３日現在）

●融資期間：運転７年以内
　　　　　　設備10年以内

◆利　率：金融機関所定利率
◆限度額：１億円
　　　　　　　既往借入金、新規運転資金、
　　　　　　　借換え時の信用保証料相当額含む( 　　　　　　　)

◆利　率：年1.3%
◆限度額：1,250万円

◆利　率：年1.3%
◆限度額：5,000万円

※信用保証料が別途かかります。
※埼玉県制度融資の利率は、５年超10年以内の場合

事業資金（短期貸付）

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）

借換資金

小規模事業資金

経営あんしん資金

金　融　情　報

ワンポイントアドバイス許認

ワンポイントアドバイス税務

　２8枚の印鑑証明書……
　私達の日常生活に密着した「事業と暮らしの相談」に応
じています。
　一例として、親の相続をめぐり２8枚の印鑑証明書を集
めました。
　他の事例では、さらにこれ以上の数を揃えなくては手
続きが終了しない案件も散見いたします。相続税に関し
ては、法定期限内に申告納税が義務化されていますが、
不動産の名義変更に関しては、何時までにと特に規定が
ありません。相続人間での話し合いが進まない場合、こ
のような事態が発生いたします。そのまま
放置しますと更に問題を複雑化させてしま
います。
　「面倒だな？」と思ったなら近くの行政書
士に相談してください。
� 埼玉県行政書士会　鴻巣支部長　中野美春

　インターネットの普及に伴い生活の利便性が向上して
いる昨今ですが、税の分野においてもインターネットを利
用した電子申告（国税はe-Tax、地方税はeLTAX）の利用
率が年々向上しています。
　電子申告を利用すれば自宅から申告ができるなど、便利
なことが多く毎年所得税の確定申告を行っている方などは
積極的に利用することをお勧めいたします。
　電子申告に関する詳細については、国税
庁ＨＰの国税電子申告・納税システム、
eLTAX地方税ポータルシステムでご確認く
ださい。� 税理士　小林保広

可

　労働安全衛生規則では、従業員を１名以上雇用する事業所については、年に１回以上
の健康診断を従業員に実施し、その診断結果を５年間保管することが定められています。
　当会では、以下の病院にて健康診断事業を実施いたしますので、この機会に受診され
ますようご案内申し上げます。

　日本政策金融公庫�熊谷支店では、下記の日程で
融資相談会を開催します。
　皆様のご参加をお待ちしています。

日　時：平成２９年１１月７日（火）１０：００～１５：００
会　場：鴻巣市商工会館
対象者：創業予定及び事業者の方
参加費：無料
　　　　※事前予約が必要です。

鴻巣市商工会
☎０48－５4１－１００8

実施日：平成２９年１１月１日（水）～１１月３０日（木）
申込先：鴻巣市商工会へ申込書をご提出ください。（℡５4１-１００8、Fax５4１-１０7１）

「健康診断事業」のご案内 「鴻巣市商工会一日公庫」のご案内

病　院　名 料　　　金
埼玉脳神経外科病院 一般�7，５００円（税別）
こうのす共生病院 一般�7，５００円（税別）
たけうちクリニック 一般�7，５００円（税込）　簡易�３，０００円（税込）
ＭＳＡエクセス　村越外科 一般�7，５００円（税込）　簡易�３，０００円（税込）
ヘリオス会病院 一般�7，５００円（税別）

かわさとフェスティバル２０１７開催　１１月１２日（日）９：００～１５：００
多彩なステージショー・農産物の直売や模擬店・楽しいイベントが盛りだくさん！
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鴻巣市商工会だより 平成 2 9 年 1 0 月₁日

事業報告（平成29年７月～９月）

日時：７月８日（土）～１０日（月）
（歩行者天国は７月９日）
　百有余年の歴史と伝統を誇
る、みこし渡御（町内１２基）が
人形町より加美町までの約３
kmに渡る中山道歩行者天国で
行われ、多くの見物客で賑わ
いました。

　鴻巣市商工会お買物券発行事業のＰＲを兼ね
て、８月１日から５，０００枚限定でプレミアム率を
通常の２％から１０％に引き上げて、販売しました。
加盟店の皆様のご協力により、３日間で予定数が
完売いたしました。引き続き、鴻巣市商工会お買
物券事業の推進を行ってまいります。

鴻巣夏まつり 鴻巣市商工会お買物券を
1０％プレミアムで販売しました。日付：７月１６日（日）

会場：商工会館吹上支所駐車場、
中山道
　吹上地区中山道において、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、
イベント等多くのお客様で賑わ
いました。

吹上夏まつり・商工ビアガーデン

日付：８月２１日（月）
会場：鴻巣市商工会館
　今や必要不可欠なSNSについての講習会を開催
しました。当日は、Facebookのターゲットの絞
り方など大変内容の充実したセミナーでした。

SNS活用セミナー
日付：７月２５日（火）
会場：市民活動センター
　総代の皆様と商工会事業の有効的な活用及び商
工会運営について懇談することを目的に開催され
ました。
　今年は、原口市長様より『「人口減少社会に立ち
向かう」　平成２９年度　市の取組』と題し、プロジェ
クターを用いてご講演いただきました。事務局か
らは、指導員による商工会の事業紹介をさせてい
ただいた後、暑気払いを設け懇親を深めました。
　同日は、昨年ご好評いただきました鴻巣市民映画『幸ノ巣』～時は波のように～のダイジェスト版、『幸ノ
巣』～Ｌｉｆｅ ｗｉｔｈ Ｆｌｏｗｅｒ～の上映を活動センター会議室にて実施いたしました。

事業報告（総代会議）

源泉納付指導会 ７月７日（金） ７月1０日（月）
商工会本所 人 6１人
吹上支所 １３人 人
川里支所 １０人 人

一日公庫相談会 ７月1４日（金）
商工会本所 ３人

事業報告

　早いもので、本年最終号を
迎えますが、鴻巣の秋は各種
イベントが盛り沢山です。

　特に今年は５年ぶりに産業祭が復活し、農業と商工
業が合体して大いに盛り上がるイベントを企画してい
ます。鴻巣市の産業を彩る実り多い祭典として、ぜひ
多くのお客様のご来場をお待ち申し上げます。

編 集 後 記

　商工会では、約１，7２7名の会員事業所にむけてのお
知らせ文書配送に際し、会員企業の皆さまの広告チ
ラシを同封して配送するサービスを行っております。
　企業のPRに同封サービスをご利用くださいますよ
うご案内申し上げます。

＊ 今年中のご利用を検討されている方は
1０月中旬までにご連絡をお願いします。

　当会副会長�鈴木征男様（74歳）が、平成２９年８月３１日に
ご逝去されました。ここに謹んでお悔やみ申し上げます。

チラシ同封サービスのご案内

サイズ及び料金
Ｂ５・Ａ４サイズ：８円（消費税別）

Ｂ４・Ａ３サイズ（二つ折り）：１０円（消費税別）

例：Ａ４サイズの場合
会員事業所約１，7２7×８円／1枚×１.０8（税）=１4，９２１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、公序良俗に反するもの等は対象とい
たしません。

青年部・女性部　活 動 N E W S
　女性部では地域貢献事業
のほかにも、部員親睦事業
を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！
　（今年度入部してくださった場合は、
平成２９年度部費が免除となります。）

【今後の予定】
１０月７日　こうのす花火大会協力
１０月１５日　おおとりまつり参加
１０月２２日　コスモスフェスティバル協力
１１月８日　ブリザードフラワー講習会予定
１１月１１・１２日　産業祭参加
１２月１７日　寄せ植え教室開催予定

～今後の事業予定～
◇�コスモスフェスティバル
　（フリーマーケート）

　　　　　　�１０月２１日（土）～２２日（日）
　　　　　　(コスモスアリーナふきあげ周辺)
◇�かわさとフェスティバル
　１１月１２日（日）（川里中央公園）
◇�「サンタが街にやってくる！」
　１２月２３日（土･祝）
 ぜひ、ご来場、ご参加ください！！

「青年部員募集中！」
　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

訃  報

産業祭 開催！！　１１月１１日（土）・１２日（日）〈会場：総合体育館〉
本年度より、農業部門と合同開催、イベントを盛り上げます♪
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