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会員数（３月４日現在）
　 鴻巣本所  1,251 件
　 吹上支所　 366 件
　 川里支所 　201 件
　 合　　計  1,818 件

エコ活動！マイバッグ運動を行いましょう！

　今年も、鴻巣市商工会、上尾法人会鴻巣支部、鴻巣奉仕会、上
尾間税会鴻巣支部、鴻巣市青色申告会共催による新年賀詞交歓会
が原口市長をはじめ多くの来賓の方をお招きし盛大に開催されま
した。
　主催者を代表し、小林忠司商工会長より、近年の中小・小規模
事業者の経営環境は依然として厳しい状況が続いているが「小規
模支援法」の施行により、地域の総合経済団体として、鴻巣市、
埼玉県、国等連携し小規模事業者を支援するために、一層の努力
をして参りたいと念頭の挨拶を行いました。

日付：平成２７年１月１４日（水）　会場：市民活動センター3Ｆ会議室

新年賀詞交歓会盛大に開催する～５団体共催～

事　業　報　告　平成27年１月～３月

　「職長教育」と「安全衛生責任者
教育」の講習会を、安全教育が必要
な労働者の生涯資格として、また企
業の災害防止のため開催しました。

（６事業所９名参加）
　９名全員修了証を取得しました。

「職長・安全衛生責任者教育講習会」を開催

　今年も、毎年恒例の「鴻巣びっくりひ
な祭り２０１５　特産品販売会」を盛大に開
催しました。
　今年は販売場所が元市民課フロアに移
動、販売方式も従来の棚方式から平台方
式に変更となりました。出店店舗数は２８

店舗と昨年に比べ２店舗増加し、また、昨年初めて作成・配布してお客さま
から大変ご好評をいただいた「出店者マップ」を今年も作成。会場などでお
客さまに広く配布・ＰＲしたところ、昨年以上にお客さまから喜んでいただ
くことができました。

鴻巣びっくりひな祭り２０１５「特産品販売会」

　受講後、すぐに実践できる技術の習得を目的
に、ブラックボードＰＯＰ作成セミナーをエル
ベプランナーズ代表の矢吹ちおり氏を招き実施
しました。
　大変好評で、教材を持ち帰り早速店頭に掲示
している参加者もいらっしゃるなど、大変内容
の充実した実践セミナーとなりました。

「ブラックボードＰＯＰ作成セミナー」を開催

　昨年度消費税率が５％から
８％へ変更されたことから、鴻
巣市商工会では個人事業主で消
費税の申告を行っている方を対
象に、今年度の消費税の申告書
作成にあたっての注意点につい
て講習会を行いました。
　これからも皆さまに役立つ講
習会を計画実施していきます！

日付：１月２７日（火）　　会場：鴻巣市商工会館 日付：２月９日（月）　　会場：鴻巣市商工会館

日付：２月１４日（土）～３月７日（土）　
会場：鴻巣市役所本庁舎特設会場

日付：１月２８日（水）～２９日（木））　
会場：さいたまスーパーアリーナ

消費税転嫁対策と申告書作成指導

展示商談会『彩の国ビジネスアリーナ２０１５』に出展

　この展示商談会は１２回目を迎え「世
界をリードする技術が集結」をキャッ
チフレーズに多くの企業団体から優れ
た技術・製品・サービスが展示され、
来場者や出展者相互でビジネスチャン
スの機会を活用しました。
　鴻巣市からは、鴻巣市商工会工業部会

（㈱ヒガシ・㈲ＭＢＰ ＪＡＰＡＮ、㈲佐々野製作所）、富士電機㈱、㈱直徳、
富士電機エフテック㈱、東成工業㈱、㈱アサヒコミュニケーションズ等が
出展しました。

日付：２月５日（木）～６日（金）　会場：鴻巣市商工会館

事業名 日付 場所 参加人数
（人） 事業名 日付 場所 参加人数

（人）

年末調整
指導会

１月８日（木）
　　９日（金）

鴻巣市商工会館 ８８

納税相談会

２月２７日（金）吹上支所 ３６
吹上支所 ３４

３月５日（木）
　　６日（金）鴻巣市商工会館 １６６

川里支所 ２４

税務相談会 １月２０日（火）鴻巣市商工会館 ２

決算指導会
２月１６日（月）

吹上支所 ２７

３月９日（月）川里支所 ３５川里支所 ９

２月１７日（火）
　　１８日（水）鴻巣市商工会館 １１７ 消費税納税

相談会 ３月１９日（木）鴻巣市商工会館 １１

その他、事業報告



会員サービス紹介
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お買物、ご飲食は市内の事業所をご利用ください！

新規加入会員のご紹介（平成2７年１月～３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

花の舞エルミ鴻巣店 本町 １-１-２
エルミこうのす 1F 藤宮　央典 飲食業

サイシン機工 登戸 37０-１3 堀江　晃史 建設機械リース

高橋塗装店 滝馬室 ５８１-８ 高橋　保幸 塗装業

川口園芸 赤城 93-１ 川口たか子 園芸

エフタウン㈱ 鴻巣市本町
4-２-２８ 作村　直人 不動産業

美食倶楽部 さいたま市浦和区
元町 ２-１3-５-3０２ 福山　雅美 料理関係

こうのとり歯科 登戸 33０ 田川　剛士 歯科医療

Y
ユタカ

UTAKA 工業
登戸
367-4５-２-５０7 水上　　豊 基礎工事

森の本屋 箕田 ２０-１
トラッド箕田 １０１ 石井　良一 古本・DVD 販売

ふるさとキムチ 栃木市境町 3０-１１ 李　　善子 キムチ製造・販売

京谷経営研究所 東 4-２-36-１０２ 京谷　文雄 経営研究所

今 後 の 主 な 事 業 予 定

金　融 ・ 税　務 ・ 労　働　情　報

　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。

金融定例相談会のお知らせ

労働保険に加入していますか？

　会員向け金融相談会を毎月１回、
第一火曜日に開催しております。
この相談会には、日本政策金融公
庫熊谷支店の担当者がご相談を承
ります。まずはお気軽にご予約を
お待ちしています。
対　象：鴻巣市商工会員
開催日：毎月第一火曜日

受付時間：午前１０時から午後３時3０分まで
会　場：鴻巣市商工会館、吹上支所、
　　　　川里支所
申　込：お電話でお申込みください。
　　　　℡048-541-1008
必要書類：決算書（確定申告書）２期分等
☆ ご相談の結果、お客さまのご希望に添え

ない場合もございます。

東京ディズニーリゾート「マジックキングダムクラブ」の
登録はお済みですか？

　『北本温泉  湯楽の里』の
クーポン券の内容が変更になりました。

会員様の福利厚生事業として、上記料金がお得になる“マジックキングダムク
ラブメンバーシップカードの発行”および、“特別利用券の配布”を行っています。
※マジックキングダムクラブメンバーシップカード　有効期限　平成２８年３月3１日
※特別利用券は１事業所年間５枚　　　　　　　　有効期限　平成２８年３月3１日
詳細は商工会までお問い合わせください。

※クーポン券は各商工会窓口に用意してあります。

※以前のクーポン券であっても有効期限内であれば利用が出来ます。

～サービスを有効活用してお得に東京ディズニーリゾートへ遊びに行きませんか？～

東京ディズニーリゾートのパークチケット料金
が４月１日から下記の通り改定されました。

※作成することでチケットを割引料金で購入すること
　ができます。（年齢によって割引金額は異なります）

メンバーシップカードの作成は無料です。

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！
　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。

１デーパスポート料金 大人（１８ 才以上）中人（１２ ～ １７ 才）小人（４～ １１ 才）

改　定　前 6,400 円 5,500 円 4,200 円

改　定　後 6,900 円 6,000 円 4,500 円

商工会
福利厚生事業

４月

５月

６月

７月

さくらまつり
鴻巣　４月５日（日）
会場：鴻巣公園
吹上　４月４日（土）５日（日）
会場：鎌塚イベント広場他
川里　４月５日（日）
会場：赤城公園

鴻巣夏まつり
７月１１日（土）～１３日（月）
会場：中山道

鴻巣コウノトリ商品券販売
６月以降販売予定

商工ビアガーデン（吹上夏まつり）

７月１９日（日）
会場：鴻巣市商工会吹上支所

会員ゴルフ大会
６月１５日（月）
会場：鴻巣ＣＣ従業員レクリエーション

６月２８日（日）
お座敷列車で行く、
メロン食べ放題の旅

通常総代会
５月２１日（木）

部会総会
４月２７日（月）
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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！

会員の皆様へのお知らせ！

有料広告募集中

チラシ同封サービスのご案内

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。

　今年度より商工会では会員向け会報「商工会だより」を４月・７月・
１０月・１月の年４回発行します。
　その他、会員宛て事業案内等の文書配布を原則毎月中旬に実施してお
ります。
　これらの会報・配布文書に下記の「有料広告」「チラシ同封サービス」
をご活用くださいますよう、ご案内いたします。

　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。ぜひ、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　広告料金：５,０００円/回 (消費税別)

２．ホームページバナー広告

　　　　　　　　　　　　広告料金：５,０００円/月 (消費税別)

１．年間使用料：１区画 ６,０００円 (消費税別)

　　 約 縦30cm × 横50cm　奥行30cm

１．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)
☆ 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。

　説明会の日時・会場等については、詳細が決まり次第改
めてお知らせします。（４月下旬の開催を予定しています。）
なお、説明終了後同会場にて個別のご相談を承る予定です。

　商工会では、約１,8００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。

★燃えよ！商工会青年部！！第４回
チャリティーゴルフ大会を開催します★

と　き：平成2７年５月１９日（火）
ところ：おおむらさきゴルフ倶楽部
参加費：５,０００円
　　　　（プレー費：１３,５００円　キャディ・乗用カート・食事・消費税込）
募　集：先着７５組（３００名）

※ チャリティー募金は鴻巣市内小中学校の児童や難病と闘う子供
たちのために活用させていただきます。

※ 東日本大震災復興支援として被災地より特産品を購入し賞品と
してご用意いたします。

青年部 女性部

お料理教室 お正月寄せ植え教室

鴻巣駅展示ケース等ご利用のご案内

小規模事業者持続化補助金

ものづくり・商業・サービス革新補助金

　商工会では、会員企業において製造される物産を、常設
展示ケース（JR鴻巣駅改札前、鴻巣市商工会館）に展示す
ることで、広く一般の方々にＰＲするサービスを行っており
ます。
　この度、両展示ケースに１区画づつ空きが出ましたので
募集いたします。
　なお、申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。

～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！！～

　小規模事業者が販路開拓に取り組む場合の経営計画を作成する
際、商工会の助言等を受け、その計画に沿った費用の２／３を補
助します。（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雇用を増加させる取組　②従業員の処遇改善に取り組む事業者
　③買い物弱者対策の取組
＊原則として個社の取組が対象ですが、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。

　試作品・新商品・新サービス開発や生産プロセスの改善などに使えます。
通常で１,０００万円の補助（補助率：2/3等）が出ます。

商工会では４月より毎月第３火曜日に税理士に
よる税務相談会を行います。
ぜひご利用ください！
受付時間　AM　10:00～11:30
　　　　　PM　  1:00～  3:30 ※事前予約が必要です。

規格 縦50px × 横200px
容量 10MB以内  gif形式

　鴻巣市商工会は国からの「認定支援機関」として、計画書が目的に沿っているという
ことを確認する事務を通じて申請のお手伝いをいたしました。
　なお、「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」補助金の詳細
については、本会経営指導員までお気軽にお問い合わせください。

(有)佐々野製作所の事業計画が国の「中小企業・小規模事業者
ものづくり・商業・サービス革新事業」補助金に採択されました



鴻巣市商工会だより 平成 2 7 年４月１日⑷　第 9 6 号

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！

編
集
後
記

梅も散り、花桃のつぼみもふくらんできた。
鴻巣びっくりひな祭りも今年で１１回目の開催となる。
ひな祭りは「桃の節句」ともいう。
桃には邪気払いの力があるそうだ。
国外、国内といやなことが続く。
邪気を払い日本の伝統行事であるひな祭りに
皆の健康と仕合わせを願いたい。
明るい春が待ち遠しい。
� （坂口　正城　拝）

吹上・川里支所の開所日時変更のお知らせ
２7年度４月より、職員の減少にともない下記の通り支所の開所を行います。

会員の皆様に迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。

新採用（平成２７年₄月₁日付け）

退職者（平成２７年３月３１日付け）

退職者（平成２６年１２月３１日付け）

商工会職員についての人事報告

合
あいだ

田　真
しんご

悟
記帳指導職員

栗原　基幸　経営指導員　　大木　邦子　補助員
長島　　和　経営指導員　　大金　範子　補助員
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鴻巣市商工会会員２社が 第４回 渋沢栄一 ビジネス大賞を受賞

ベンチャースピリット部門　大賞
蒟蒻屋本舗株式会社 大木工業株式会社

テクノロジー部門　特別賞

～食品添加物を用いた保冷剤の開発～ ～スーパーポケットレスバルブ～

鴻巣ひなちゃんカード

加盟店募集中!!

鴻巣市シルバー人材センターを
ご活用ください

鴻巣市シルバー人材センター公益社団法人
TEL 048-569-3006　FAX 048-569-3036
鴻巣市関新田１８００番地　Ｅ；Mail kounosu@sjc.ne.jp

奉仕会では一緒に活動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？
ご入会お待ちしております！

事業主の皆様へ
高齢者が丁寧なお仕事で応えるシルバー人材センターです。

●技能を活かす（植木、襖・障子）
●管理（カート整理、駐車場の管理）
●屋内外の一般作業分野（清掃、工場、倉庫での軽作業、除草）
●事務分野（毛筆筆耕、宛名書き）

こんな仕事が得意です

雇用による就業も派遣事業で対応出来ます。お気軽にご相談ください。

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

 開発品

 問合せ先
所在地：鴻巣市箕田４０５１－１
電話：048-595-3525　FAX：048-597-3052
URL：http://www.spv-coltd.com/

 技術内容・効果
メンテナンス工程を大幅に改善するサニタリーバルブ（薬品や食品など
の製造ラインに用いられる衛生バルブ）。バルブ内にシリコンチューブを
配置し、チューブを押しつぶすことで開閉を行い、このシリコンチュー
ブにより流路通過物とバルブ機構部の接触を回避、バルブ内部の液溜り
が無くなり、異物混入のリスクが低減します。

 事業内容・特色
食品加工過程で利用する食品添加物に着目し、ドライアイスの代替とな
る食品添加物由来の保冷剤を開発、特殊な冷凍設備がなくても（家庭用
冷凍庫可能）凍結可能な保冷剤であり、多様な用途、需要が期待される。
またドライアイスと異なり、CO₂を発生させないため、環境にやさしく
また昇華しないため、何度でも使用が可能である。

 開発品

 問合せ先
所在地：鴻巣市糠田２８５８
電話：048-596-5235　FAX：048-596-5230
URL：http://www.konnyaku-ya.co.jp

「鴻巣市商工会だより」が、
HPで閲覧出来るように
なりました。 ２７年１月号より。

　鴻巣市商工会では、地域振興に貢献する商店等において共通して利用で
きる商品券を活用し、地元消費の拡大、地域経済の活性化対策の一環とし
て「鴻巣コウノトリ商品券」を発行するに当たり、取扱店を募集しています。
　なお、今回換金手数料は無料となっておりますので、特別な事情のない限
り極力取扱店となってくださるようお願いいたします。

申込方法
３月の商工会からの配布物に申請書が同封されて
いる他、鴻巣市ＨＰ・鴻巣市商工会ＨＰ・鴻巣市役所・
鴻巣市商工会等で入手できます。
記入しＦＡＸ又は、郵送にて商工会へ提出ください。
申込期間
～１２月１８日（金）まで。
※ 平成２7年５月２9日（金）までに申請されれば、取扱店一

覧表に記載されます。不明点・疑問点は商工会へお問
い合わせください。

取扱店

大募集
中

鴻巣コウノトリ商品券発行事業を実施します！
鴻巣市合併１０周年記念

（発行総額８億円以上・２５％プレミアム付）
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