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地域応援宣言!!
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　“新規客をどうすれば増やせるのか”と悩み、商工会に相談していた代表中

西さん。埼玉のすばらしい食材を広くPRし、盛り上げていきたいという強い思

いを受けた井上職員。地元で生産されている極上の「さきたま黒豚」（小谷野精

肉店）を紹介し、商談が成立。専門家の意見も取り入れ、①柔らかい②くちどけ

が良い③しつこくない、という特徴を生かした新メニューを考案。しっとりした

素材感を楽しんでいただくため、切る技術・揚げる技術を駆使し、研究を重ね

た結果、ごろっとしたボリューム感のあるヒレかつが完成。「さきたま黒豚」のブ

ランドに相応しい一品となりました。「おいしいものは多少高くても食べたい」

という層に支持され、客単価も上がり、リピーターも増加中。今後、さらに商工

会の支援を受け、補助金の獲得にも挑戦したいと意欲を燃やしています。

本当においしいものだけを届けたい！
商工会との新メニュー開発で売上・客単価がUP

“商工会と経営革新計画の作成に取り組みました”
商工会による経営革新計画作成支援

かつ膳
埼玉県鴻巣市滝馬室1135-3
　  048-543-4129
　  11:00~13:30 （土日祭日は14：00）
　  17:00~21:00
　  月曜日

営

休

℡

イベントスケジュール

2日㈫ 金融・許認可 相談会
［会場］商工会本所

16日㈫ 税務定例相談会
［会場］商工会本所

16日㈫
17日㈬

キャッシュレス決済体験会
［会場］商工会本所

24日㈬ 理事会
［会場］商工会本所

25日㈭ 金融機関との情報交換会
［会場］商工会本所

7日㈫ 金融・許認可 相談会
［会場］商工会本所

18日㈯
19日㈰

ポピーまつり
［会場］コスモスアリーナふきあげ周辺

2日㈫  金融・許認可　相談会
［会場］商工会本所

10日㈬ 源泉納付指導会
［会場］商工会本所

14日㈰ 鴻巣夏まつり
14：30～21：00まで歩行者天国
［会場］中山道（加美交差点～深井二交差点）

21日㈰ 吹上夏まつり ※歩行者天国
［会場］中山道・吹上神社（吹上駅周辺）

16日㈫  労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

24日㈬  総代会議
［会場］市民活動センター

3日㈪ ゴルフ大会
［会場］鴻巣ＣＣ

4日㈫  金融・許認可　相談会
［会場］商工会本所

5日㈬ 理事会
［会場］商工会本所

10日㈪ 従業員レクリエーション
［会場］鹿島神宮参拝と潮来あやめ祭り

16日㈰ 珠算検定
［会場］商工会本所

18日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

6
月

7
月

4
月

5
月

21日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

23日㈭  通常総代会
［会場］市民活動センター

かつ膳 様

経営革新計画とは

●自社の現状を分析し、目標達成に向けて
　「いつ」「誰が」「何を」すべきなのかを明確にできる
●目標が明確になるので、社員と目的意識の共有ができる

「経営革新計画」は、経営の向上を目指して「新たな取り組み」を行うための3
～5年の中期事業計画のことです。承認企業においては「金融機関や取引先の
信用が増した」などの声も聞かれます。経営革新計画を作成してみませんか。

作成のメリット

23日㈫

労働保険年度更新
［会場］商工会本所

6日㈯
7日㈰

創業セミナー
［会場］市民活動センター

9日㈫ 源泉納付指導会
［会場］商工会吹上支所・川里支所



平成30年度 経営革新計画承認事業所と取組のご紹介
◆会計・税務に関する相談
◆確定申告書の作成
◆相続税に関する相談・申告
◆税務調査の立会

青年部・女性部・活動NEWS

鴻巣市商工会従業員福利厚生事業の利用案内

島村伸之青年部長によるあいさつ

青年部 女性部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！

青年部新年会
1月25日(金)鴻巣市市民活
動センターにて青年部新年
会を開催致しました。

今後の予定
2019年5月8日(水)
第53回通常総会

（鴻巣市市民活動センター）

女性部新年会
１月28日(月)市民活動センターにて
ビンゴ大会やマジックショーなど、
大いに盛り上がりました。参加した
ことのない部員さんも、来年はぜひ
お越しください。お待ちしています！

今後の予定
2019年5月14日(火)
通常総会（クレアこうのす）

新年会を行いました

　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！皆
様のご加入をお待ちしております。

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム利用券を
ご利用ください！！

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのパークチケットのご購
入の際、1,000円の割引が受けられます。

当日券 東京ディズニーランド・シーのチケットブース　

前売券 ディズニーストア、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・
購入サイトその他、ディズニーホテルのご宿泊、「ファンダフ
ルディズニー」のお支払いにもご利用いただけます。

※コーポレートプログラム利用券が4/1より新しくなりました。

（チケットの受取方法）
鴻巣市商工会にて、年間１事業所５枚まで利用券の配布を行っておりま
す。吹上・川里支所にて受取をご希望の場合は、事前にご連絡ください。
○お気軽にお問い合わせください   鴻巣市商工会  TEL：048（541）1008

民法「債権法」改正のポイント
　2020年4月1日から変わります。120年間の社会経済への変化に対応
１．保証人の保護に関する改正
　①極度額の定めのない個人の根保証契約は無効に。
　　例えば、住宅等の賃貸借契約の保証人となる契約。
　②公証人による保証意思確認の手続き
　　事業に関与していない第三者が保証人になる場合、保証意思

宣明公正証書の作成
２．法定利率は、5％から3％に引き下げ
３．消滅時効は原則10年であるが、例外として職業別の短期消滅

時効を設けていたのを廃止し、原則5年に

埼玉県行政書士会　鴻巣支部長　中野美春

許認可

　多くの個人事業者の方は、平成30年分の確定申告
が終了し、ほっとされていることではないでしょうか。
さらに納税についても既にお済みの方は、スッキリさ
れていることと思います。
　さて、平成30年分の確定申告の納税に関してです
が預貯金口座からの振替納税を利用されている方
は、振替日が所得税及び復興特別所得税4月22日
(月)、消費税及び地方消費税4月24日(水)となってお
ります。事前に預貯金口座の残高を確認し、残高不
足にならないように注意しましょう。

税理士　小林保広

税務

ワンポイント
アドバイス

セミナーのご案内

現在公募中の補助金のご案内

　今、話題の“キャッシュレス決済”。本年10月の消費税増税対策とし
て、ポイントの還元を国が支援！本セミナーでは、主要QRコード決済
サービスPayPayの体験と、キャッシュレスのリスク管理、マルチ決済
サービスについて、解説します。

◆平成30年度補正予算「ものづくり・商業・
　サービス経営力向上支援補助金」
本補助金は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い
経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・
試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模
事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とします。

※公募要領、申請書、事業計画書等は、右記のQRコード
または以下のページからダウンロードしてください。

○中小企業庁ＨＰ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2019/190218mono.htm

［公募期間］ 
［最終締切］ 

平成31年2月18日(月)～
平成31年5月8日（水）【当日消印有効】

充実の2日間実践講座!!
◆創業セミナー開催

［日　程］ 
［時　間］ 
［会　場］ 

［定　員］ 
［講　師］ 
［対象者］ 

［主　催］ 

7月6日（土）・7日（日）
9：30～12：00／13：00～16：00
〒365-0038 鴻巣市本町1-2-1エルミこうのすアネックス3F
鴻巣市市民活動センター
30名 ※先着順締切となります。
Step up consulting㈱　山内 正明 氏
鴻巣市内で創業を予定・検討されている方、経営に興味
のある方であればどなたでもOK！
鴻巣市商工会・鴻巣市

体験会で不安を解消！キャッシュレス、導入しませんか？
◆ わ、かんたん！便利でお得！キャッシュレス決済”体験会 ［日　程］ 

［会　場］ 
［定　員］ 
［講　師］ 

［参加費］ 

4月23日（火）
鴻巣市商工会館3F 中会議室
20名 ※先着順締切となります。
○ PayPay株式会社 営業統括本部
○ NTT東日本 埼玉支店 
無料

［時　間］ 14：00～15：30

会員向け相談会を毎月１回開催!!
◆金融・許認可・労働・税務定例相談会

［対　象］ 
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申　込］ 

鴻巣市商工会員
金融・許認可／毎月第１火曜日
労働・税務／毎月第３火曜日
※４月労働定例相談会の実施はありません。
10：00～15：30まで
鴻巣市商工会本所
お電話にて申し込み下さい。℡048-541-1008

○事業所名 ○業種

㈲ガーメイコーポレーション

TRULLY

㈱大真パッケージ

㈲ふれあいネットワーク

㈲佐々野製作所

㈲サッシーのぐち

○テーマ

飲食業

理容・美容

製袋加工業

老人福祉・介護事業

金属機械加工業

洋菓子製造業

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （H30.12～H31.2）

住　　所
らあめん花月嵐　鴻巣店 鴻巣市宮地1-9-19 財津　知己 ラーメン
合同会社　うぇぶ屋 鴻巣市宮地2-2-41 齊藤奈々子 ホームページ作成業務　他
庭屋はじめ  鴻巣市滝馬室1136-1 白井　一也 造園業
きららカフェ 鴻巣市下忍3326-1 樋渡　政孝 飲食業
インテリア　タナカ 鴻巣市屈巣3327 田中　貞夫 カーテン・ブラインド・クロス工事
㈱ジェイコム北関東　埼玉県央局 久喜市南5-1-7 松永　高明 電気通信・イベント企画・運営
㈱ひとつ  鴻巣市松原3-15-5 菅野　明夫 介護サービス
㈱花吉  鴻巣市安養寺214-2 黒沼　英男 花卉小売
みずほ出版新社㈱ 鴻巣市愛の町412 羽田　直仁 医学・実用書作成・販売
音音カフェ  鴻巣市筑波2-7-6 横田日登子 飲食業
飯嶋工業  鴻巣市下忍3996-4 飯嶋　　隆 外構工事
トリミングサロンＢＵＢＵ 鴻巣市鎌塚2-4-19 加門　真弓 トリミング
㈱エールケアサービス 鴻巣市前砂248-4 川邉　重雄 医療保険訪問マッサージ
㈲ふれあいネットワーク 鴻巣市屈巣2187-1 矢下　文江 福祉サービス
AMS Fish Market 鴻巣市人形4-6-5 田中沙友理 観賞魚のネット通販
山崎シーリング 鴻巣市天神5-4-18-103 山崎　義典 外構工事
Coucou  鴻巣市本町4-9-35 羽鳥　明子 生菓子・焼菓子
遠藤　佑輔  鴻巣市ひばり野2-17-19 遠藤　佑輔 電気通信管理
㈲木村クレーンリース 鴻巣市中井29-3 木村　　毅 建設
㈱セダス  鴻巣市神明3-4-17 甲斐　丈久 IT技術・情報サービス

代表者名 業　　種

広　告

ラーメン業界初！絶対得するガチャガチャ
サービスの実施

卓越したネイル技術が身につく、画期的ネ
イルスクールの開講に向けて

働き方改革を実現（常態化した残業・休日出勤
の削減・定時操業）し、ラインの増設を実施する

介護スタッフ向け心と体のケアサービス
「ルミエール」の実施

高精度、高効率化切削技術の両立と生産
能力における競争力強化

リニューアルオープンによる子育て世代主
婦の新規開拓



商 工会は  行きます 聞きます 提案します

編集
後記

事業報告

年末調整指導会

決算指導会

決算・納税指導会

売れる！ホームページ・
ランディングページ
作成セミナー

日　時 会　場 参加人数イベント名

1月8日㈫～1月9日㈬
1月11日㈮
1月15日㈫

1月23日㈬

2月18日㈪

2月22日㈮
2月28日㈭～3月1日㈮
3月5日㈫

『幸のとりバル』事業、休止のお知らせ
　昨年開催致しました「幸のとりバルPart Ⅴ」につきまし
ては、参加者様のご協力により、チケットの売上は5年間
の最高額となり、市内飲食店の賑わい創出の一助になった
と自負しております。
　これもひとえに参加して頂いた皆さまのご支援あっての
ことと、改めて感謝申し上げます。
　なお、来年度の開催につきましては、先日行われた街バ
ル実行委員会において検討させていただき、消費税の増
税対応や、参加者様のアンケート内容等を踏まえ、当初の
目的は達成できたとの観点から、休止することといたしま
したのでご案内申し上げます。
　5年間にわたり多大なご協力をいただき大変ありがとう
ございました。

　鴻巣ひなちゃんカードは、お客様に「ひなちゃんポイント」を集めてい
ただき当会主催のイベントに参加していただいたり、次のお買い物にご
利用いただくポイントカードです。
　「鴻巣をもっと盛り上げたい！」現在、
79のお店がそんな気持ちで活動してい
ます。皆様も、ぜひご一緒ください。
　鴻巣ひなちゃんカードご加盟について
のお問い合わせは、事務局（商工会内 
TEL541-1008）まで、お気軽にどうぞ。

労働保険年度更新「賃金等の報告書」等の集合受付について

［日時］ 4月16日（火）17日（水）
 受付時間10：00～11：30、13：00～15：30

［会場］ 鴻巣市商工会館

労働保険料は、概算で年度当初に支払い、4月1日から翌年3月31日まで
の1年間に従業員へ支払った賃金総額等から確定保険料を計算し精算
を行う流れになっており、この流れを年度更新と言います。今回の集合受
付では、この年度更新に必要な書類を提出していただきます。

※集合受付に来られない場合でも、必ず４月17日（水）までにご提出下さい。
※提出に必要な書類については、31年3月下旬に労働保険委託事業主

様宛に郵送しております。

マル経融資制度は、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。

［限度額］ 2,000万円　［利率］ 年1.11%（平成31年2月14日現在）
［融資期間］ 運転７年以内／設備10年以内

鴻巣ひなちゃんカード加盟店募集中！

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）

労働保険委託事業主の皆様へ、年度更新に関する重要なお知らせ

内田次郎主事（記帳指導職員）

新規採用

○平成31年1月1日付

大澤　武主事（記帳指導職員）
○平成31年4月1日付

　1年が365日から364日（52週）に改訂、これは献
血の話です。献血事業を主催する団体は、概ね毎年
同じ月、同じ週の同じ曜日で計画しています。従来
の365日ルールでは献血に協力したくても1年に一
日足りないため断られるケースがありましたが、
ルール改定でこれが可能になりました。この一日の
違いは献血量確保には大きい成果がありそうです。
　商工会だよりも紙面一新。ところで、3月31日のさ
くら祭りは平成30年度の事業、31年度の事業？

（松本 安永）

商工会本所
商工会吹上支所
商工会川里支所

商工会本所

商工会吹上支所
商工会本所
商工会川里支所

市民活動センター

80人
19人
10人

15人

66人

31人
144人
12人

　鴻巣市商工会では、2％のプレミアムと、参加店の
独自サービス付きのお買い物券を発行しております。
贈答用としてもオススメです！ ぜひご利用ください！

鴻巣市商工会お買い物券利用案内

※券に有効期限が記載されますので、
　有効期限内にご利用ください。


