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会員数（１２月３日現在）
　 鴻巣本所  1,251 件
　 吹上支所　 375 件
　 川里支所 　200 件
　 合　　計  1,826 件

エコ活動！マイバック運動を行いましょう！

事  業  報  告（平成26年10月～12月）

日　付 ： 10月11日（土）
場　所 ： 糠田運動場他
　第１３回こうのす花火大会は、多くの協賛
者、ボランティアの皆様にご協力いただき、
おかげ様をもちまして無事終了いたしまし
た。また、この日打ち上げられた「正四尺玉」
が、世界最大の打上げ花火としてギネス世
界記録に認定されました。

第１３回こうのす花火大会
ギネス受賞 日　付 ： 10月17日（金）～19日（日）

場　所 ： 旧中山道 人形（深井２丁目交差点）
～加美（河野タイヤ様前）
　今年は昨年の借りを返す晴天に恵まれ、
予定していたすべてのイベントを実施する
ことができました。特に、旧中山道を歩行
者天国とした１０月１９日（日）は、たくさんのお
客さまにご来場いただき、会場周辺は大いに
賑わいました。

『おおとりまつり』を盛大に開催
日　付 ： 10月25日（土）26日（日）
場　所 ： コスモスアリーナ駐車場及び周辺
　初日は農業フェスティバルとの同時開
催！また新たにフラワースイーツコレク
ションが実施されました。２日間とも晴天
に恵まれ、多くの来場者があり出店者の商
品がほとんど完売、ステージイベントもと
ても盛り上がりました。

第１６回　コスモスフェスティバル

　新年明けましておめでとうございます。皆様には、健康で
希望に満ちた初春をお迎えになられたことを、心からお慶び
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、
温かいご理解、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　昨年は、２月15日（土）の早朝まで降り続いた大雪については、
熊谷地方気象台の発表では、熊谷市で62センチメートルを記
録するなど、観測史上初の記録的な積雪となり、市内でもビ
ニールハウスの倒壊など多くの被害が発生したほか、自然災
害での暗い話題もありましたが、ソチ・オリンピックで羽生
結弦選手の金メダルの快挙、10月のノーベル物理学賞の赤崎
勇氏・天野浩氏・中村修二氏の３人の受賞やテニスの錦織圭
選手の大活躍など明るい話題で一年が過ぎようとした、11月
19日に衆議院が解散となり総選挙となりました。この選挙で
は、消費税の10％への増税先送り、アベノミクスの評価等が
論じられました。今後の政府の景気対策に期待するものです。
　そして鴻巣市商工会では、４月１日から始まった消費税の
５％から８％への増税にも負けないよう、生活応援15％プレ
ミアム付き商品券を発行しました。この商品券は、鴻巣市内
の経済環境の浮揚策として、市民の皆さんに積極的に活用し
ていただくように企画したものです。増税による、消費の低
迷に打ち勝ち、市民の皆さんが少しでも元気になれたのでは

ないかと考えております。ま
た、「こうのす花火大会」では、
青年部の努力により重さ464キ
ロの４尺玉を打ち上げ、世界
一としてギネスにも認定され
ました。今や、全国有数の花
火大会へと成長いたしました。
多くの皆様のご協力に感謝いたします。その他、「商工フェス
ティバル」、「幸のとりバル（街バル）」等、数々の事業を成功裡
に終了させることができました。
　さて、皆様もご存知の通り、最近の日本経済は、景気は緩
やかに回復しつつあると報道されております。円高が是正さ
れ、株価は一昨年に比べほぼ倍近くとなり、わが国の財務諸
表は改善されてきておりますが、先行きはまだまだ不透明で
あります。このような状況下ではありますが、私は、常々鴻
巣市商工会が頑張るという事は、会員の皆様が元気になるこ
とであり、鴻巣市が発展することであると考えております。
　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祈り申し上げるとともに、限りない
ご健勝、ご多幸をご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていた
だきます。

新しい年を迎えて 鴻巣市商工会
会長　小林　忠司
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お買い物、ご飲食は市内の事業所をご利用ください！

その他、事業報告
事　業　名 日　　　付 場　　　　所

日商簿記検定試験３級対策講座 ９月１７日（水）～１０月２４日（金）鴻巣市商工会館

定期健康診断事業（事業所向け） １１月１日（土）～１１月２９日（土）市内５病院

第１７５回　珠算検定試験 １１月１６日（日） 鴻巣市立鴻巣東小学校

年末融資相談会（一日公庫）
１１月２１日（金） 本所

１１月２５日（火） 吹上・川里支所

事　業　名 日　　　付 場　　　　所
金融機関との情報交換会 １２月２日（火） ゆき寿司

青色決算説明会 １２月４日（木） 鴻巣市商工会館

白色決算説明会 １２月５日（金） 鴻巣市文化センター

青色決算説明会 １２月１０日（水） 鴻巣市商工会館・
吹上・川里支所

新規加入会員のご紹介（平成26年９月～平成26年12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）

事業所名 住　所 代表者名 業　種

塩ホルモン三島 本町３-６-４ 三島　光雄 飲食業

㈱レンタルのニッケン鴻巣営業所 笠原９４５ 福島　高志 建設機械・イベント用品レンタル

こじゃんと 本町３-６-１９ 東　　侑弥 お好み焼き

橋詰正道税理士事務所 大間７５２-１３ 橋詰　正道 税理士業務

㈱協栄興業 登戸２２４-１ 飛岡　宏史 足場

医療法人田辺耳鼻咽喉科医院 鎌塚４-３-１ 田辺　忠夫 耳鼻咽喉科

B
ぶ れ ー め ん

remen W
わ ー く す

orks 筑波２-６-２５ 島澤　泰弘 チラシ・名刺デザイン印刷、
イベント企画

ルクルク 北新宿９７９-６ 小平　千春 ネイル・脱毛・リラクゼーション

㈱中央 吹上富士見１-７-１６ 槇原　良文 印刷業

ジャパンフードマネジメント 長野県佐久市大沢４１９ 内海　光一 海産物・畜産物

H
へ あ ー あ ん ど め い く

air＆make L
ら と り え

'atelier 本町４-２-１２ 小菅　充泰 美容業

小林保広税理士事務所 宮地４-１２-５ 小林　保広 税理士業務

㈱ヤオコー 鴻巣９５０-１ 川野　澄人 スーパーマーケット

㈱ヤオコー 北新宿字下通２２５-１ 川野　澄人 スーパーマーケット

㈱ブループライド 原馬室４１１３-２ 金子佑太郎 ハウスクリーニング・ビルメンテナンス

メッド・イーゲル 吹上本町５-５-３ 波田野和紀 医療コンサルタント業

今後の主な事業予定

１月

２月

３月

４月

年末調整指導会
１月８日（木）、９日（金）
会場：鴻巣市商工会館
　　　吹上支所・川里支所
税務相談会
１月２０日（火）
会場：鴻巣市商工会館
＊予約優先となります
職長・安全衛生責任者講習会
２月５日（木）、６日（金）
会場：鴻巣市商工会館
定員：２０名
＊有料となります

鴻巣びっくりひなまつり
２月１４日（土）～３月７日（土）
会場：�メイン会場�

（鴻巣市役所ロビー）�
エルミ会場�
吹上会場�
（コスモスアリーナ
ふきあげ）

消費税納税相談会
３月１９日（木）
会場：鴻巣市商工会館
＊予約優先となります
さくらまつり
４月上旬
会場：鴻巣公園
　　　吹上元荒川周辺
　　　川里あかぎ公園

新年賀詞交歓会
１月１４日（水）
会場：市民活動センター

消費税転嫁対策と 
申告書作成指導
１月２７日（火）
会場：鴻巣市商工会館
＊受講料は無料

彩の国ビジネスアリーナ2015
１月２８日（水）、２９日（木）
会場：�さいたまスーパーア

リーナ

決算指導会
２月１６日（月）
会場：吹上支所・川里支所
２月１７日（火）・１８日（水）
会場：鴻巣市商工会館

納税相談会
２月２７日（金）
会場：吹上支所
３月５日（木）、６日（金）
会場：鴻巣市商工会館
３月９日（月）
会場：川里支所

事業主の
みなさまへ

平成２７年度から「個人住民税は特別徴収」となります‼
　個人住民税の特別徴収とは、事業主が毎月従業員へ支払う給与から個人住民税を徴収し、各従業
員の住所地の市町村へ毎月納入していただく制度です。平成２７年５月末までに、従業員から徴収す
る税額が記載された書類等が市から送付されますので、６月の給与より事業主は従業員より個人住
民税を徴収し、翌月１０日までに支払いを行わなければいけません。（総従業員数が３名以上の事業所）
※条件によっては、個人住民税の納入を年２回にする事ができます。
詳しくは右記までお問い合わせください。【問い合わせ】　鴻巣市役所　市民税課　☎0４８－5４1－1321（代表）

『優良従業員表彰式』で６１名を表彰
日　付 ： 11月19日（水）
場　所 ： 鴻巣市商工会館
　優良従業員表彰式を開催し、永年優秀な成績
で勤務された６１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
（代理大沢商工観光課長）、坂本鴻巣市議会議長、
中屋敷県議会議員より祝辞をいただきました。

『全県一斉商店街まつり　
歳末大売出し』を開催
開催期間 ： 11月1４日（金）～12月1４日（日）
　鴻巣市商工会は、鴻巣市商店会連合会と
鴻巣奉仕会の協力のもと、毎年恒例となり
ました「歳末大売出し」を参加店７０店のご協
力をいただき、盛大に実施いたしました。

日　付 ： 11月９日（日）
場　所 ： 川里中央公園、多目的グ
ラウンド
　餅つき体験・販売実施。辛み餅は、
大根から手作り！
　恒例となった行列の秘訣はここに
あります！

開催期間 ： 11月13日（木）～15日（土）
後バル期間 ： 11月30日（日）まで
　鴻巣市市制施行６０周年を記念し、埼玉県及び鴻
巣市のご協力を賜り、鴻巣市初の試みとなる街バ
ル事業を実施しました。おかげさまで、参加店は
鴻巣駅を中心に４４店舗となるとともに、チケット
販売数は４枚セットで９７６枚となり、たくさんのお
客さまにお楽しみいただきました。

『ひと・街の幸せつなぐ　幸のとりバルin鴻巣』を開催しましたかわさとフェスティバル2014
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商工会の会員を募集しています☆
商工会にご加入いただける事業所をご紹介ください！

労　務　情　報

金　融　情　報

労働保険に加入していますか？
　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。

マル経資金融資制度のご案内
　商工会の経営指導を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・無保証人でご利用できる制度で、
商工会推薦による商工会員のための融資制度です。

鴻巣市中小企業融資制度資金利子補給制度　申請受付中
・商工会の指導を受けた上で貸付が決定された日本政策金融公庫、
埼玉県制度資金の設備資金で、平成２６年末日までに完済のもの
・市内で一年以上同一事業を営んでいる
・市税を滞納していない
・利子補給の対象となる融資限度額：１千万円、利子補給率：支
払利息の１０％以内、
　利子補給の対象期間：５年以内
手続きは２月末日までに鴻巣市商工会本所・支所にて行ってくだ
さい。
（申請書は商工会にございます）

融資条件
　運 転 資 金：�２,０００万円�

�７年以内（据置１２ヶ月以内）１.３５％（H２６.１１.１現在）
　設 備 資 金：�２,０００万円�

�１０年以内（据置２４ヶ月以内）１.３５％（H２６.１１.１現在）
　担保・保証人：不要
　信用保証協会による保証：不要
　必 要 書 類：２年分（前年・前々年）�確定申告書（控）、決算書他

建設業一人親方と労災
　一人親方とは、「一定の企業（会社）に属しておらず、常時使用人
を雇用していないこと」が定義とされています。
　つまり、自分自身で仕事をとって、体一つでお金を稼ぐ仕事をされている方とな
ります。
　ところで、一人親方として仕事をしていると、元請業者から「労災に入っていな
いと仕事を出せない」などと言われた経験も数多いと思います。これは、一人親方
が労働者と見なされておらず、元請の労災が利かないためなのです。労災加入は、
治療費や休業補償など、万が一の事態に備えて、安心して仕事に従事するための大
切なものです。
→　加入を検討されている方は、鴻巣市商工会まで！
　鴻巣市商工会では、一人親方の補償保護のため、労働保険事務組合（一人親方組
合）を設けて、一人親方の労災加入のお手伝いをしております。書類作成などの諸
手続は本会の職員が行いますので、どうぞお気軽にお声がけください。

商工会員サービス
商工会員の皆様のために様々なサービスをご用意しております！

ぜひ、用途に合わせてご活用ください！新規開業したけど、
帳簿のつけ方が
わからない…

⇒商工会では記帳代行業務を
行っています。
決算・申告まで

お任せください！

事業内容を
ステップアップ
させたい！

⇒専門家を派遣して
経営革新や企業支援などを

行っています。

面接や会議等で
会議室を利用したい！

⇒商工会館の会議室を
ご利用ください。

※事前予約が必要です。

会社でイベントを
開催したい！

⇒机、椅子、テント、紅白幕、
抽選機、わた菓子機等の
貸し出しを行っています。

社員の福利厚生を
充実させたい！

⇒ディズニーマジックキングダムクラブの
割引カードが無料で作成できます。

（入場料優待）
⇒会員健康診断も実施しております。

⇒こうのすシネマの割引入場券を
販売しています。

（１枚￥1,100　無料ポップコーン券付き）

新しく従業員を
雇ったが

どうしたらよいか…
⇒労働保険の事務受託を行っています。

労働保険は労働者を１人でも
雇用した場合は

必ず加入しなければなりません。

事業をPRしたい！
⇒チラシ類同封サービス

（毎月の配布物にご自分で作成した
チラシを同封できます）
⇒有料広告掲載サービス

（商工会のＨＰにバナー広告や
商工会だよりに記事の

掲載ができます）
⇒輪転機・ラミネーター
（低コストでチラシを
モノクロ印刷できます）
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「びっくりひな祭り２０１５」特産品販売会　開催！
平成27年２月14日（土）～３月７日（土）　会場：鴻巣市役所

鴻巣市商工会事務局のご案内
＜本　　所＞　鴻巣市本町６-４-２０　　　TEL�５４１-１００8　FAX�５４１-１０７１
＜吹上支所＞　鴻巣市吹上本町４-１５-２７　TEL�５４8-００４９　FAX�５４8-００６９
＜川里支所＞　鴻巣市広田３１４１　　　　TEL�５６９-１７8３　FAX�５６９-２１４４
※毎週月曜日（祝日の場合は翌日）吹上支所・川里支所は、午前１０時に開所します。

編
集
後
記

　一人住まいの老母と共同で新居を建て、合併しました。廊下の幅を
広くとり、車いすとなっても快適に過ごせるように配慮したつもりな
のですが、「想定外」…フローリングが滑って床にへたり込んでいる
ことがあるのです。
　鴻巣市商工会でも合併時には「想定外」だった懸案が山積していま
す。「機能強化委員会」で打開策を検討中ですが、よりよい商工会を
つくるため、知恵の出しどころの一年になりそうです。� 原　　功

青年部・女性部　活 動 N E W S

　この事業は市内の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プレゼントを配布する、毎年
大変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、また、サンタクロースへの手紙をいただくなど、青年部
員としても今後の活動への励みとパワーをもらった事業となりました。
　今後も地域商工業の発展のために積極的に活動してまいりますので、本
年も引き続きご芳情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成２７年 新春成田山新勝寺初詣バスの旅
～江戸東京博物館見学 付き～

日時　平成２７年１月１９日（月）
　　　午前７時００分　集合出発
定員　４０名様
成田山では、普段はなかなか入ることのできない坊に入り、
精進料理をいただきます！

対象者：青色申告を行っている個人事業主
記帳代行（月額税別５,０００円～）平成２７年度よりお願いしたい方。
　　毎日の記帳にお悩みはありませんか？
　　帳簿処理は商工会へお任せください。
　　�毎日の取引を現金出納帳に記入、月１回商工会へ持参するだけ!
　　�日々の売上・経費の記帳の時間が省け、費用は全て必要経
費になります。

決算 代行（税別１５,０００円～）平成２６年度の決算、申告書作成依頼
の方。

　　�帳簿は記入してあるけれども決算書、申告書作成に自信が
ない、面倒に感じている方、ぜひ商工会へお任せください。

商工会経理サポートサービスのお知らせ
（記帳代行・決算代行）受付中

地区 日付 時間 会場

川里 １０月３０日(木） １９:００～ 川里支所会議室

宮本・本一・雷電 １１月６日(木) １8:３０～ 本一会館

東・天神・相生 １１月１４日(金) １8:００～ ドライブインあきやま

田間宮 １１月２０日(木) １8:００～ レストラン蔵王

小谷�他

１１月２６日(水） １8:３０～ 吹上支所会議室吹上本町１�他

吹上本町３�他

原馬室・滝馬室 １１月２8日(金) １8:００～ ふるさと総合緑道休憩施設
あいりす（愛里巣）

平成２６年度地区懇談会開催報告

【問い合わせ】鴻巣奉仕会事務局（鴻巣市商工会内）　☎0４８-5４1-100８

サンタが街にやってくる！を
実施しました。

青年部 女性部
　このたび商工会全国大会において、優良女性部
として『中小企業庁長官表彰』を受けましたこと
をご報告いたします。今後もより一層活動に力を
入れていきますので、よろしくお願いいたします。

表彰

　平成２６年１１月２１日(金)に女性部パークゴル
フ大会を吹上パークゴルフ場で開催いたしま
した。天候にも恵まれ、総勢２３人でプレイを楽しみました。プレイ後の懇
親会で表彰式を行い、和気藹々と過ごすことができました。
　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。

日　時 内　　　容

１月２０日（火） 新春講演会・新年懇親会
テーマ「食べて治す・防ぐ」　　　講師：羽生総合病院

パークゴルフ大会

　青年部では新入部員を常時募集しています。
１8歳から４０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
会やサンタ事業や研修事業などを通じて資質向上に日々努めております。
　お問い合わせは商工会、お近くの青年部員まで。青年部員として、幅広
い情報や人的ネットワークをつくろう！

青年部員募集中です！

鴻巣奉仕会よりお知らせ

★鴻巣ひなちゃんカード　加盟店募集中★
一緒にポイント事業をはじめませんか？

ご入会お待ちしております！
今後もたくさんの事業を予定しております。お楽しみに！

吹上サービス商店会からのお知らせ！
　吹上サービス商店会加盟店では、現金お買い上げ２００円毎に１枚
のサービス券を進呈しております。
　吹上サービス商店会加盟店にて、台紙１枚（サービス券６０枚）で
￥２００の金券としてご利用いただけます。お買物はぜひ吹上サービ
ス商店会加盟店でどうぞ！

【問い合わせ】吹上サービス商店会（吹上米穀）　☎0４８－5４８－0003

鴻巣市商工会長　小林　忠司氏は長年
の商工行政への功績により、平成２６年
１１月１４日（金）に『産業功労者』として埼
玉県知事表彰を受賞しました。


