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イベントスケジュール

6日㈫ 金融・許認可 相談会
［会場］商工会本所

7日㈬ 理事会
［会場］商工会本所

20日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

3日㈫ 金融・許認可 相談会
［会場］商工会本所

17日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

30日㈫ 商業３団体合同視察研修会
［視察先］ひばりカード協同組合
　　　（栃木県芳賀町）
　　　オリオン通り商店街
　　　（栃木県宇都宮市）

28日㈯ プレミアム商品券販売
［販売場所］クレアこうのす

29日㈰ プレミアム商品券販売
［販売場所］市役所 吹上支所・川里支所

日商簿記検定3級対策講座
9月20日㈮～10月29日㈫までの㈫㈮
※10月22日㈫は祝日の為、翌23日㈬開催
［会場］商工会本所

2日㈫  一日公庫(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（深井二交差点～加美交差点）

21日㈰ 吹上夏まつり ※歩行者天国
［会場］中山道（吹上駅周辺）

17日㈬  総代会議
［会場］市民活動センター

19日㈮  女性プチセミナー 10：00～12：00
［会場］市民活動センター

19日㈮
20日㈯

鴻巣グリーン夏まつり
［会場］鴻巣ジャンボゴルフセンター

16日㈫  労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

23日㈫  消費税軽減税率制度講習会
14：00～16：00
［会場］商工会本所

2日㈬ 理事会
［会場］商工会本所

12日㈯ こうのす花火大会 18：00～20：30
［会場］糠田運動公園

15日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

20日㈰ おおとりまつり
［会場］中山道（深井二交差点～加美交差点）

21日㈪
24日㈭

市民ゴルフ
［会場］鴻巣ＣＣ

26日㈯
27日㈰

コスモスフェスティバル
［会場］コスモスアリーナふきあげ
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プレミアム商品券販売
［販売場所］商工会本所

1日㈫  金融・許認可 相談会
［会場］商工会本所

経営革新計画を作成してみませんか？
●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

創業セミナー
（地域ビジネスで成功するために）
18：30～21：30
［会場］市民活動センター

21日㈬
22日㈭

6日㈯
7日㈰

創業セミナー(ビジネス成功の秘訣が学べる2日間)
9：30～12：00／13：00～16：00
［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

　昨年11月に開業した「音音かふぇ」。思うように売り上げを伸ばすこ
とができず、商工会にご相談に見えました。専門家派遣制度を活用し、
客層や注文状況をデータ化して詳細に分析。ターゲットを明確にし、
ニーズに合わせ、メニューに工夫を加えたことで客単価がアップ。
また、原価率を見直すことで、利益体質に改善。「経営課題が出たとき
に気軽に相談ができ、客観的視点でのヒントがもらえるのが嬉しい」
と店主の横田日登子さん。お店をイメージしたロゴマークの作成支援
も受け、現在は補助金を活用した販促物の作成と、経営計画の策定に
取り組まれています。

“ちょっとの工夫で売り上げアップ”

音音かふぇ
埼玉県鴻巣市筑波２-７-６
　  090-4201-8629
　  11:30～17:30
　  水・木曜日　　25席（貸し切り可）
営
休 席

℡

音音かふぇ
様

おと    ね事業の伸び悩みを感じたら、商工会へご相談を！
商工会による伴走型の経営支援



◆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

青年部 女性部
第53回通常総会

　青年部では、５月８日、第53回通常総会を開催し全議
案原案のとおり無事可決承認されました。
　新部長に、平賀 雅史氏（㈲平賀工務店)が選任され、
“ひとりひとりの『ちから』”、“みんなの『ちから』”、“新しい

『ちから』”３つの『ちから』を合わせ、何事にも全力で取り
組んでいくことで、一層素晴らしい青年部になっていきた
いと方針を述べました。

今後の予定
◇９月3日（火）
　第8回チャリティーゴルフ大会
　（おおむらさきゴルフ倶楽部）
◇10月12日（土）
　第18回こうのす花火大会
　（糠田運動場）

女性部通常総会
５月１４日(火) クレアこうのすにて
第36回女性部通常総会が滞りなく終了いたしました。

会員募集

　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。
部員数197名(R1.5.14時点)

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

セミナーのご案内

現在公募中の補助金のご案内

◆平成30年度補正予算
　「小規模事業者持続化補助金」
本補助金は、小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に
沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を国が補助するもの
です。

※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。

○埼玉県商工会連合会
http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html

［受付開始］ 

［ 対 象 者 ］
［ 補 助 率 ］ 
［補助上限額］  

５月22日(水)～6月28日(金)〔一次締切〕
　　　　　　　7月31日（水）〔二次締切〕
全国の小規模事業者
補助対象経費の2／3以内
50万円
100万円(賃上げ、海外展開、買物弱者対策)
500万円(複数の事業者が連携した共同事業)

あなたの起業を応援します!!

◆創業セミナー開催
［日　程］ 
［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］
［受講料］
［対象者］ 

［講　師］
［主　催］ 

7月6日（土）・7日（日）
9：30～12：00／13：00～16：00
鴻巣市市民活動センター
30名 ※先着順締切となります。

無料
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
Step up consulting㈱　山内 正明 氏
鴻巣市商工会・鴻巣市

レジ導入補助金の解説もあります!!

◆「消費税軽減税率制度講習会」
　開催のご案内

［日　程］ 
［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］  
［受講料］

［講　師］

［主　催］ 

7月23日（火）
14：00～16：00
商工会本所
30名 ※先着順締切となります。

鴻巣市商工会員・鴻巣市青色申告会員→無料
非会員→2,500円（当日入会で無料になります！）
第1部　消費税軽減税率制度について→小林保広氏（税理士）
第2部　消費税軽減税率対策補助金について→関東経済産業局 担当者
鴻巣市商工会・鴻巣市青色申告会

◆女性のためのプチ企業セミナー
　開催のご案内

［日　程］ 
［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］  
［受講料］
［対象者］ 

［講　師］
［主　催］ 

7月19日（金）
10:00～12:00
鴻巣市市民活動センター
20名 ※先着順締切となります。

無料
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
創業ベンチャー支援センター埼玉 様
鴻巣市商工会・鴻巣市

◆日商簿記検定試験３級対策講座
［日　程］
 

［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］  
［受講料］ 

［講　師］
［問い合わせ・申込み］ TEL：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（無料）。まずは、お気軽にご予約をお待ちしてお
ります。

［問い合わせ・申込み］ TEL：541-1008

９月20日（金）～10月29日（火）までの火・金曜日
〔全12回コース〕
※10月22日（火）は祝日のため翌23日（水）開催
18：30～21：00
商工会本所
30名
会員・学生  3,240円（税込み、テキスト代含む）
一　 　 般  6,480円（税込み、テキスト代含む）
小林保広 氏（税理士）

◆金融・許認可・労働・税務
　定例相談会のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申込み］

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
10:00～15:30
商工会本所
お電話にて申し込み下さい。
TEL：541-1008

◆「鴻巣市商工会一日公庫」のご案内

［日　程］
［時　間］ 
［会　場］
［対象者］ 
［参加費］ 
［申込み］

日本政策金融公庫 熊谷支店の職員による、融資相談会を実施
します。皆さまのご参加をお待ちしております。

７月２日（火）
10：00～12：00／13：00～16：00
商工会本所
創業予定の方、法人・個人事業主の方
無料
要　※申込状況によっては、当日受付も可能です。

［日　程］ 
［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］
［受講料］  
［対象者］ 

［講　師］
［主　催］ 

8月21日（水）・22日（木）
18：30～21：30
鴻巣市市民活動センター
20名 ※先着順締切となります。

2,000円（税込）
独立起業を目指すサラリーマン・OL・主婦・学生
の方、副業でビジネスを始めたい方、起業後５年
以内の方、経営の基本を学びたい方
Step up consulting㈱　山内 正明 氏
鴻巣市商工会・上尾商工会議所・桶川市商工会・
北本市商工会・伊奈町商工会

広　告

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （H31.3～R1.5）

住　　所
トキワロイ工業㈱ 鴻巣市人形4-4-75 庄司　　正 超硬合金チップ製造販売
Re:Life  鴻巣市本町4-4-4　 新井　淳生 美容室
マーブルカフェ 鴻巣市宮前113番9 中村久美子 カフェ
むつみ行政書士事務所 鴻巣市箕田1257-4 大竹　睦美 書類作成
小澤設備工業 鴻巣市下忍3483-4 小澤　政司 建設
㈱椛田設備 鴻巣市広田377-1 椛田　　正 水まわり工事
井上　健太 鴻巣市加美2-8-25-A102 井上　健太 家具・オーディオ等買取販売
焼肉ホルモン寿屋 鴻巣市本町4-1-46 武内　章佳 焼肉
エムフィールド 行田市長野1892-4 野月　　優 電機工作物の製造
NPO法人ライフサポートサービス アニモ 鴻巣市吹上本町2-15-15 橋本　哲広 介護移送・訪問サービス

代表者名 業　　種
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第1部　消費税軽減税率制度について→小林保広氏（税理士）
第2部　消費税軽減税率対策補助金について→関東経済産業局 担当者
鴻巣市商工会・鴻巣市青色申告会

◆女性のためのプチ企業セミナー
　開催のご案内

［日　程］ 
［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］  
［受講料］
［対象者］ 

［講　師］
［主　催］ 

7月19日（金）
10:00～12:00
鴻巣市市民活動センター
20名 ※先着順締切となります。

無料
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
創業ベンチャー支援センター埼玉 様
鴻巣市商工会・鴻巣市

◆日商簿記検定試験３級対策講座
［日　程］
 

［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］  
［受講料］ 

［講　師］
［問い合わせ・申込み］ TEL：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（無料）。まずは、お気軽にご予約をお待ちしてお
ります。

［問い合わせ・申込み］ TEL：541-1008

９月20日（金）～10月29日（火）までの火・金曜日
〔全12回コース〕
※10月22日（火）は祝日のため翌23日（水）開催
18：30～21：00
商工会本所
30名
会員・学生  3,240円（税込み、テキスト代含む）
一　 　 般  6,480円（税込み、テキスト代含む）
小林保広 氏（税理士）

◆金融・許認可・労働・税務
　定例相談会のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申込み］

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
10:00～15:30
商工会本所
お電話にて申し込み下さい。
TEL：541-1008

◆「鴻巣市商工会一日公庫」のご案内

［日　程］
［時　間］ 
［会　場］
［対象者］ 
［参加費］ 
［申込み］

日本政策金融公庫 熊谷支店の職員による、融資相談会を実施
します。皆さまのご参加をお待ちしております。

７月２日（火）
10：00～12：00／13：00～16：00
商工会本所
創業予定の方、法人・個人事業主の方
無料
要　※申込状況によっては、当日受付も可能です。

［日　程］ 
［時　間］ 
［会　場］ 
［定　員］
［受講料］  
［対象者］ 

［講　師］
［主　催］ 

8月21日（水）・22日（木）
18：30～21：30
鴻巣市市民活動センター
20名 ※先着順締切となります。

2,000円（税込）
独立起業を目指すサラリーマン・OL・主婦・学生
の方、副業でビジネスを始めたい方、起業後５年
以内の方、経営の基本を学びたい方
Step up consulting㈱　山内 正明 氏
鴻巣市商工会・上尾商工会議所・桶川市商工会・
北本市商工会・伊奈町商工会

広　告

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （H31.3～R1.5）

住　　所
トキワロイ工業㈱ 鴻巣市人形4-4-75 庄司　　正 超硬合金チップ製造販売
Re:Life  鴻巣市本町4-4-4　 新井　淳生 美容室
マーブルカフェ 鴻巣市宮前113番9 中村久美子 カフェ
むつみ行政書士事務所 鴻巣市箕田1257-4 大竹　睦美 書類作成
小澤設備工業 鴻巣市下忍3483-4 小澤　政司 建設
㈱椛田設備 鴻巣市広田377-1 椛田　　正 水まわり工事
井上　健太 鴻巣市加美2-8-25-A102 井上　健太 家具・オーディオ等買取販売
焼肉ホルモン寿屋 鴻巣市本町4-1-46 武内　章佳 焼肉
エムフィールド 行田市長野1892-4 野月　　優 電機工作物の製造
NPO法人ライフサポートサービス アニモ 鴻巣市吹上本町2-15-15 橋本　哲広 介護移送・訪問サービス

代表者名 業　　種



編集
後記

クールビズ実施中！
（5月1日～10月31日）

職員の軽装での対応にご理解をお願いいたします。

事業と暮らしの相談
　事業を営まれておりますと各種許認可を取得されていると
推察いたします。許認可にはいろいろと定期的な報告書の提
出が義務づけられています。
　建設業の場合、決算後４ヶ月以内に事業年後終了報告書を
提出します。この報告書が未提出ですと５年に一度の許可更
新ができません。
　運送事業の場合、各企業の決算時期に関連なく３月末時点
での年間運送事業実績報告書を、営業報告書は事業年度終了
後100日以内の提出になります。
　適性化事業実施期間巡回時に指摘を受けないためにも期
限内に提出しましょう。　　　　　　行政書士　中野 美春

許認可

ワンポイント
アドバイス

事業報告
日　時 会　場 参加人数イベント名

商工会費口座振替のお知らせ
令和元年度会費について、口座振替をご利用の方は上
半期分（４月～９月分）を７月２２日、下半期分（１０
月～翌３月分）を１１月２２日にご登録の銀行口座より引
き落としさせていただきますのでご了承ください。
〔＊りそな決済サービスをご利用の方は、上期：７月５日、
下期：１２月５日にお振り替えさせていただきます〕

　去る5月23日（木）に鴻巣市市民活動センター会議室において、多くのご来賓、
総代各位のご参集のもと盛大に開催し全議案原案のとおり無事承認されました。
　令和元年度事業計画書として、従来の経営改善普及事業に伴う小規模事業者
支援に加え、経営発達支援計画による伴走型支援に取り組むことで、新分野進
出、新規創業、販路開拓、事業承継など具体的な課題について、より積極的かつ
専門的な支援を行い、地元企業の持続的発展の支えとなるように、努めてまいり
ます。

　鴻巣市商工会では、二交代制にて休憩を取っている為、担当職員
が不在の場合がございますが、お昼の時間帯でもお客様の御来所
をお待ちしております！！
●前半休憩 11：30～12：30　●後半休憩 12：30～13：30

　厚生労働省では、労働者の処遇改善を行う目的に、今年度から
「キャリアアップ助成金及び両立支援等支援金の拡充」、中小・小
規模事業者の方々が抱える課題に対応するため、「働き方改革推進
支援センター」の開設、事業者のための労務管理・安全衛生管理
診断サイト「スタートアップ労働条件」の機能拡充を行います。
　詳しくは、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
part_haken/jigyounushi/career.html

お昼時間の対応について

キャリアアップ助成金（厚生労働省からのお知らせ）

中西 克仁参与

人事報告

市より派遣
（平成31年４月１日付け）

　令和となり初めての「商工会だより」となります。
私事ですが、昭和を30年、平成を30年生き本年還
暦を迎えます。先日節目を祝い田間宮小昭和46年
卒の同窓会で旧友と楽しいひと時を過ごしました。
幼少期から同じ時代を共に生きお互いの成長を見
守ってきた記憶、思い出は大切な宝物となり改めて
有難いことだと痛感しました。
　商工会の仲間も令和時代で共に力を合わせ、事
業の繁栄と鴻巣市発展を目指し楽しく元気に活動
していきましょう。

（岡野 浩一）

キャッシュレス決済体験会 4月23日（火） 商工会本所 20人

金融機関との情報交換会 4月25日（木） 商工会本所 18人

通常総代会 5月23日（木） 市民活動センター 98人

ゴルフ大会 6月3日（月） 鴻巣CC 32人

従業員レクリエーション 6月10日（月） 鹿島神宮参拝と
潮来あやめ祭り

53人

珠算検定 6月16日（日） 商工会本所 48人

令和元年度
鴻巣市商工会通常総代会

※当日のみ有効

7月26日（金）～9月5日（木）


