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輝かしい年に向けて

鴻巣市商工会
会長　小林　忠司

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。

と　き：平成３０年４月８日（日）
ところ：鴻巣公園
内　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
テージショーなどご家族皆様で楽
しめます。ぼんぼりの点灯により夜
桜見物にも最適です。

鴻巣さくらまつり
と　き：平成３０年４月７日（土）・８日（日）
ところ：  鎌塚イベント広場・元荒川親水護岸周辺
内　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
が点灯し、幻想的な空間を楽しめ
ます。日中は模擬店の出店やステー
ジイベントも開催予定。

吹上さくらまつり
と　き：平成３０年４月８日（日）
ところ：あかぎ公園
内　容： 約２００本の桜が咲き誇る中、ステージ

イベントや大抽選会、ミニSLなど
様々な催しを開催する予定です。

川里さくらまつり

１月～４月中旬までの主な事業予定

金融・許認可相談会
１月９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：商工会吹上支所・
　　　川里支所

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

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

鴻巣びっくりひなまつり
２月16日（金）～３月11日（日）
メイン会場
　エルミこうのす
サテライト会場
　ひなの里
　花久の里
　パンジーハウス
　コスモスアリーナ

金融・許認可相談会
２月６日（火）
会場：商工会本所

決算指導会
２月19日（月）
会場：商工会本所

労務定例相談会
２月20日（火）
会場：商工会本所

決算・納税指導会
２月23日（金）
会場：商工会吹上支所
２月28日（水）・３月１日（木）
会場：商工会本所
３月６日（火）
会場：商工会川里支所 金融・許認可相談会

３月６日（火）
会場：商工会本所
労務定例相談
３月20日（火）
会場：商工会本所

鴻巣さくらまつり
４月８日（日）
会場：鴻巣公園
吹上さくらまつり
４月７日（土）・８日(日）
会場：鎌塚イベント広場・
　　　元荒川親水護岸周辺
川里さくらまつり
４月８日（日）
会場：あかぎ公園

１月

２月

３月

４月

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、ご家族お揃いで健やかに新春
をお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年中は、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、北朝鮮による度重なる中距離弾道ミサイルの発射
と核実験の強行や米国のTPP不参加問題等、今後の世界経済に与える影響が懸念された
ところでございました。また、国内では、大企業を中心とした景気の回復や中国人を中
心とする外国人観光客の増加による日本経済へのインバウンド効果等、今後、開催され
るラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックを控え、東京を中心に
日本全体が経済や観光分野において活気に満ちてくるものと期待されております。一方、
７月の豪雨や台風襲来による被害が九州地方を中心に発生し、被災された皆さんにはお
見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を願っております。
　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の低
迷や円安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。
　このようなことから、商工会では、行政や関係機関との連携強化を図り、中小・小規
模事業者の更なる持続的な発展に向けて、事業者に寄り添い、きめ細やかな経営支援の
充実に努め、経営改善普及事業を柱とする諸事業に積極的に取り組むとともに、商工業
の活性化と地域のコミュニティづくりの推進を図っております。
　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
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、機敏
かつ精力的に事業展開してまいりますので、会員の皆様には、引き続きご支援・ご協力
を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
　結びに、皆様方にとりまして今年一年が大きな飛躍の年となりますよう衷心よりお祈
り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

謹んで新年をお祝い申し上げます。役職員一同！本年もどうぞ宜しくお願い致します！
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会員数（12 月 6 日現在）
　 鴻巣地区  1,199 件
　 吹上地区　 334 件
　 川里地区 　184 件
　 合　　計  1,717 件
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事　業　所　名 住　　　所 代表者名 業　　　種

㈲ライフ・サポート 鴻巣市原馬室733 衣川　裕太 清掃・設備保守・警備

ニッソウ管理㈱鴻巣営業所 鴻巣市原馬室733 長谷川孝一 警備業

chillout café switch 鴻巣市天神1-２-17 藤井　智子 飲食店

小佐井造園 鴻巣市小松２-8-５　メイゾン小松２０1 小佐井雅樹 造園工事

㈱心流通 鴻巣市人形２-3-５０ 斎藤　佑太 運送業

あくつ接骨院 鴻巣市大間4-２9-19 圷　　悠真 接骨院

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税務

　病気に備えての保険、「争続」の備えに遺
言書
　「家の子供に限って大丈夫・・・？」
　親として誰しもそう思う、また願いたい。
されどここは現実に目を向けてみよう。
　現在の法律では、「死」と同時に相続は開
始する。被相続人の財産はこの「死」により
法定相続分が各相続人の懐に入ることにな
る。一旦懐に入った財産をもう一度出させ
ることは非常に難しいのが現実である。
　入る前に分配しておく、これが遺言書
の活用である。残した財産をどのように
処理するのか、これも親の責任の一部で
ある。
　「大変だな？」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

　１月に入り所得税の還付申告について
は、受付けが始まっております。中でも
多くの方が申告すると思われる医療費控
除について改正があり、平成２9年分の確
定申告から領収書の添付が不要となりま
した。
　ただし、領収書の提出の代わりに「医
療費控除の明細書」を添付する必要があ
り、かつ、医療費の領収書は自宅で５年
間保存する必要がありますのでご留意く
ださい。
　また、医療費控除に関しては平成２9年
分の申告から「セルフメディケーション
税制」が施行されました。この制度は、
きちんと健康診断などを受けている人が、
特定の成分を含んだOTC医薬品を購入し
た際に所得控除を受けられる
ようにした制度です。
　詳しくは、国税庁HP・厚生
労働省HPでご確認ください。
� 税理士　小林保広

ワンポイントアドバイス許認可

　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。

☆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!!
さらに年に数回、特別料金でお楽しみいただ
ける割引券もご案内しています。

いま、鴻巣ひなちゃんカードは2月16日（金）～
3月15日（木）まで東京ディズニーリゾートご優待
イベント実施中！
● 満点カード12枚（4,800円相当分）または、
　満点カード7枚（2,800円相当分＋3,000円）で
　ディズニー1日パスポート券をプレゼント!!
鴻巣ひなちゃんカードご加盟についてのお尋ねは
事務局（商工会内�TEL541-1008）までお気軽にどうぞ。

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム

新規加入会員のご紹介（平成２9年９月～11月）

ご加入いただきありがとうございました。（順不同・敬称略）

鴻巣ひなちゃんカード加盟店募集中！

本年も、お買い物・ご飲食は市内のお店をご利用ください♪

⑵　第 1 0 7 号
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(1２名参加)

青年部・女性部　活 動 N E W S

　1２月２3日（祝・土）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、プレゼントをお届
けしました。
　子供たちの輝く目と笑顔を間近で感じることができ、今後の青年部活
動への励みとパワーをもらうことができました。

「サンタが街にやってくる！」
を実施しました。青年部 女性部

　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！
（今年度入会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）

　11月８日(水)　花久の里にてプリザー
ブドフラワーアレンジ講習会を行いま
した。
　今回初めて挑戦したプリザーブドフ
ラワーのアレンジに参加者たちは悪戦
苦闘。慣れないグルーガンを操り、個々
のセンスで自由にアレンジしました。

プリザーブドフラワーアレンジ講習会

　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！

青年部員を募集中です。

　鴻巣市商工会では市内の登録店で使える「鴻巣市商工会お買い物券」を販売していま
す。取扱店の登録をしませんか？登録して損はありません！お客様を呼び込むチャンス
に繋がります。お買い物券を使用してお買い物をされたお客様へ、店独自のサービスを
つけることもできます。取扱店への登録をご希望の方は商工会窓口へお越しください。
券の内容　　鴻巣市商工会お買い物券(プレゼント付お買い物券)
　　　　　　販売時：１枚『49０円』で販売　　　　　　　
　　　　　　使用時：１枚『５００円』（プレミアム率２％）　※釣り銭は出ません。
　　　　　　お買い物券を使用されたお客様へ独自のサービスをつけられます。
　　　　　　例：お買い物券を利用して商品を購入されたお客様へ粗品進呈します！
　　　　　　　　お買い物券をご利用のお客様にソフトドリンク１杯サービス
参 加 金　　１,０００円　※申込時、取扱店シール・約款等お渡しいたします。
換金期限　　お買い物券裏面に押印してある有効期限後3０日以内
　　　　　　鴻巣市商工会本所の開所時間に随時換金いたします。
　　　　　　※換金手数料はありません。

　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。（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・許認可→毎月第１火曜日
　　　　労働・税務→毎月第３火曜日
※�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。

受付時間：午前1０時～午後３時3０分まで
会　場：商工会本所
申　込：お電話にてお申し込みください。
　　　　☎０48－５41－1００8

金融・許認可・労働・税務
定例相談会のお知らせ

鴻巣市商工会お買い物券　取扱店募集中!! 商工会の共済はいかがですか!

労務情報決算・確定申告の準備は、おすみですか？

商工貯蓄共済
　商工会員のために、保障・貯蓄・融資の３つ
を組み合わせた商工会独自の共済制度です。
＊毎月の掛金は、１口３,０００円
　（貯蓄積立金２,０００円、生命共済掛金1,０００円）
商工医療共済
　災害（事故）・病気による死亡、障害、入院、
手術等の医療保障を目的とした商工会員のため
の共済制度です。
＊毎月の掛金は、１口３,０００円（期間５年、全額掛け捨て）
商工ガン共済
　ガンによる入院手術、先進医療等の治療に対
するガン保障を目的とした商工会員のための共
済制度です。
＊掛金は、３,０００円（期間１年、全額掛け捨て）
資料の請求やご加入希望の方は商工会事務局まで

埼玉県の最低賃金が改定されました
平成２９年10月1日より埼玉県の最低賃金が
８４５円⇒８７１円（２６円引上げ）
になりました。
全国平均は8４8円となっており、こちらは２5円引き上が
りました。

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
ページに掲載する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)
　１月号についてはカラーのため5,750円(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　ｇｉｆ形式
　広告料金：5,０００円/月(消費税別)

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：商工会本所
� ＴＥＬ ０4８－54１-１００８／FAX�０4８－54１-１０7１

内　容 日　　　　　　　時 場　　所
決算指導会 ２月19日（月）

午前　9 ： ３０～11 ： ３０
午後　1 ： ３０～　３ ： ３０

本　　所

決算・納税相談会
２月２３日（金） 吹上支所
２月２８日（水）
３月１日（木） 本　　所
３月６日（火） 川里支所

　平成２8年１月１日より、決算書および確定申告書を提出する際、マイナンバーの記載および確認書類
の添付が必要となりました。書類を商工会にて提出する場合には、事業主様のマイナンバーカードの両
面コピー、または通知カードのコピーおよび身元確認書類（免許証・保険証等）のコピーをお預かりいた
しますのでご持参ください。同時に同意書のご記入もお願い致します。印鑑をお持ちください。

重要な
お知らせ

今年もびっくりひなまつりのメイン会場は、エルミ鴻巣です♪
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鴻巣市商工会だより 平成 3 0 年₁月₁日

　戌年は、「守りの年」と言われてます。
　商売において、守ってばかりではいけませんが、アフター
フォロー、リスクヘッジをすることで、既存のお客様を守り
またそれが信頼と次の商売へとつながっていけるように努め
てまいりましょう！
� 成澤　彬暢

事　業　報　告

と　き：１０月１３日（金）～１５日（日）
ところ：�中仙道　人形（深井₂丁目交差点）～加美（河野タイヤ様前）
　昨年はあいにくの天気に見舞われ、「こうのとり伝説パレード」をはじめ、
ほとんどのイベントが中止となってしまいました。荒天にもかかわらず多
くのお客様にお楽しみいただきました。

おおとりまつりが開催されました

事業名 日　時 場　所 参加人数
日商簿記検定試験対策講座 ９月２２日(金)～1０月31日(火) 商 工 会 本 所 　11人
定 期 健 康 診 断 11月１日(水)～11月3０日(木) 各 医 療 機 関 ２81人
珠 算 検 定 11月19日（日） 商 工 会 本 所 　５9人
地 区 懇 談 会　
吹 上 地 区 1０月２7日(金) 商工会吹上支所 　18人
宮 本・ 本 一・ 雷 電 11月13日(月) 市民活動センター 　1５人
相 生・天神・東地区 11月２０日(月) あきやまドライブイン 　18人
原馬室・滝馬室地区 11月２２日(水) あ い り す 　14人
田 間 宮 地 区 11月２8日(火) レストラン蔵王 　1５人

その他の事業報告

と　き：１１月１２日（日）₉：００～１５：００
ところ：�川里中央公園ほか
　午前中は風が強かったのですが、午後は気持ちのよい秋晴れとなり、会場
は大いに盛り上がりました。
　商工会ブースでは玉こんにゃく・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！

かわさとフェスティバル

と　き：１１月２２日（水）
ところ：商工会本所
　恒例の優良従業員表彰式を開催し、精勤賞６名、勤続賞1６名、永年勤続
賞1５名、功労賞（市長賞）１名、合計38名の従業員の皆様を表彰いたしま
した。
　当日は小林商工会長をはじめ、原口鴻巣市長様より祝辞が述べられました。

優良従業員表彰式を開催

と　き：１１月１6日（木）・１7日（金）・１8日（土）
　　　　後バル期間　１１月１9日（日）～３０日（木）
ところ：鴻巣市内
　４回目の街バル事業を実施！スタンプラリーも同
時開催！たくさんの方に楽しんでいただきました。参
加してくださった4０店舗の方々、ご協力ありがとうご
ざいました！

幸のとりバルin鴻巣　PARTⅣ

Happy bird BARU in Konosu

とき：１１月１9日（日）～１２月１7日（日）
　鴻巣市商店会連合会が主催し、鴻巣奉仕
会・鴻巣市商工会協賛のもと、「歳末大売出
し」を開催。50店舗に参加いただき、盛況
のうちに終了いたしました。

２０１７歳末大売出しを開催

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

と　き：12月₁日（金）
ところ：羽生市民プラザ
　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11社、受注企業２3社
の参加があり、当会からは３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、受注企業同士による名刺交換も多数行わ
れ、発注側対受注側だけでなく様々な商談を創出
する好機となりました。

と　き：₉月２6日（火）
ところ：秩父市、寄居町
　商工会商業部会・商店会連合会・鴻巣奉
仕会３団体合同の商業視察研修会が実施さ
れました。
　秩父市みやのかわ商店街振興組合前理事
長島田憲一氏より「おたすけ隊」事業の取組みについてお話を伺いました。
寄居町商工会では、「空き店舗ゼロプロジェクト」の取組みについてお話
を伺った後、実際の支援事例の店舗を視察しました。

商業３団体合同視察研修会報告

と　き：１１月１１日（土）・１２日（日）
ところ：鴻巣市総合体育館
　平成２５年度～２8年度まで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(農産物の展示､販売等)と合同で産業祭として開催
しました。
　当日は、商工業製品・農産物の展示販売の他、大抽選会、ひな人形の絵
付け体験、税務・労働・
不動産無料相談コーナー、
さくまひできさんや美
根ゆり香さんのステー
ジショーなどを催し、
大勢のお客様で賑わい
ました。

鴻巣市産業祭を開催

編
集
後
記

と　き：１０月２１日（土）・２２日（日）
ところ：コスモスアリーナ駐車場及び周辺
　昨年は２日間あいにくの天気に見舞わ
れ、２1日（土）のみの舞台イベントとなっ
てしまいました。尚、水管橋の施設見学
等は中止になりました。

第１９回 コスモスフェスティバル

電話番号のお掛け間違えにはお気を付けください！！
鴻巣市商工会本所　TEL 048-541-1008　FAX 048-541-1071
吹 　 上 　 支 　 所　TEL 048-548-0049　FAX 048-548-0069
川 　 里 　 支 　 所　TEL 048-569-1783　FAX 048-569-2144

と　き：１０月₈日（日）
ところ：糠田運動場
　昨年は、予定していた７日（土）が雨天の為、
会場の整備が必要となり、青年部員らの復旧
作業により、翌日に順延、無事に開催するこ
とができました。当日は「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大勢の集客をい
ただき盛大に開催しました。皆様のご協賛ご協力ありがとうございました。

第１6回 こうのす花火大会

一年の計は元旦にあり、経営革新計画を作成しませんか？！ご相談ください！！
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