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　皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　日頃から、土橋克美会長を始め商工会役員の皆様、会員の皆様には、蓮田市行政の各般にわたり多大なるご支援、ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　昨年から猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症は、依然として、日本のみならず全世界において感染が拡大し、その影響による様々
な困難が厳しく続いております。蓮田市では、「蓮田市新型コロナウイルス感染症対策本部会議」において市役所全体の連携を強化すると
ともに、感染拡大防止と経済活動支援のための各種施策を弾力的、総合的に推進しているところです。
　さて、このようなコロナ禍においても、市内では、様 な々事業が進捗しております。昨年１０月には、蓮田駅西口再開発ビル「プレックス蓮田」の
建設工事が完了しました。ビル内に開設する「蓮田駅西口行政センター」は、土・日曜日も開庁し、市民の皆様の利便性の向上を図ってまいります。
現在は、４月の業務開始に向けて、各種準備を進めているところです。再開発ビル内には、このほかに、コンビニエンスストア、保育園、診療所
が入居予定です。プレックス蓮田は、蓮田市の玄関口である蓮田駅の新たな賑わいを生み出し、蓮田市の魅力の更なる向上に繋がると
確信しております。また、東北自動車道においては、蓮田スマートインターチェンジ（上り線）の工事に向けての準備が始まり、念願の蓮田
スマートインターチェンジのフル方向化と大型車の対応も着実に進んでおります。高虫西部地区においては、産業団地の整備を進めており、
圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の開通による地理的優位性を生かし、産業集積・雇用創出による街の活性化にも繋げてまいります。
　本年も、「埼玉一　安心・安全なまちづくり」を目指し、蓮田市の特性を生かしながら、一歩一歩着実に各種事業を推進してまいります。
今後も、商工会会員の皆様の、より一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　本年が、皆様にとりまして素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

『新しい年を迎えて』
蓮田市長　
中　野　和　信

　明けましておめでとうございます。
皆様には健やかに新しい年を迎えられたことと心からお喜び申し上げます。
　旧年中は、本会の事業並びに運営に対し、格別のご理解とご協力を賜り心より御礼申し上げます。
　世界中に蔓延した新型コロナウイルス感染症の拡大は、未だ終息の兆しが見えず、私たち中小企業・小規模企業者にとっては極めて
厳しい状況が続いている現状です。皆様には、「新しい生活様式」への取り組みを徹底して頂き、感染予防に一段とご留意頂きますようお
願い申し上げます。
　さて、昨年は4月8日に「緊急事態宣言」が発令されたことにより、皆様方におかれましては不意な休業を余儀なくされ、危機的な
状況下での事業経営にご苦労されたかと拝察いたします。
　私ども、蓮田市商工会も地域振興事業である「商工祭さくらまつり」「うたやの森フェスティバル」等イベントが開催中止となった他、
研修会の取りやめ等、組織として満足な活動が出来ず、ご不便をおかけしたことかと存じます。
　世界人類が直面した未曽有の災禍の中、当会として微力ながらではありますが会員事業者の皆様の一助となすべく、次の取り組みを
行いました。⒈「全会員へのマスクの配布」⒉「消毒液配布」⒊「HASUDA CITY TAKEOUT」（お持ちかえり）事業への支援
⒋「コロナ見舞金」として市内共通お買い物券の配布⒌「蓮田市小規模事業者等支援金」の事務受託⒍「GoTo 商店街」事業に
採択された「Go ! Go !スタンプ蓮田」の実施 ⒎疫病退散を祈念した「ウィンターイルミネーション」（蓮田駅東口・西口ロータリー）の実施。
　以上の事業を蓮田市、埼玉県、関係企業の皆様の篤いお力添えにより実現することが出来ました。
　また、「新型コロナウイルス対策に関する経営相談窓口」を設置し政府の経済施策である「持続化給付金」「雇用調整助成金」
「家賃支援給付金」等支援金の相談、「無利子・無担保融資」の金融斡旋相談等に取り組んで参りました。
　本年は、地域経済の持続的発展を旨に、感染防止を徹底した「白岡・蓮田合同街バルパスポート」の開催（1/15～ 2/14）、地域
情報を発信する「情報冊子ぐるっとはすだ」（4月発行予定）を予定しております。先行き不安な苦しい状況ではありますが、会員の
皆様には、昨年と変わらぬご支援とご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。
　結びに新型コロナウイルス蔓延のいち早い収束と、マスクを外した日常生活への一日でも早い復帰を祈念し、新年の挨拶とさせて
いただきます。
「皆さん一緒に頑張りましょう！」

『新年のごあいさつ』
蓮田市商工会
会  長　土　橋　克　美
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商 業 部 会
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商業振興に繋がる街バル事業を開催します
　商工会では、街バル事業を昨年に続き白岡市商工会と共催で開催
します。事前にパスポートを参加店や商工会で購入（300円）してもら
い、お好きな参加店でのお得なメニューやサービスが受けられます。（バ
ルメニューのお支払いも当日となります）
令和3年1月15日～２月14日、市内登録店にて。

事業名「白岡・蓮田　合同街バルパスポート」
※詳細はホームページ等でご確認ください。

工 業 部 会

オンライン　彩の国ビジネスアリーナの開催
蓮田市商工会工業部会で例年開催していた、彩の国ビジネスアリーナ視
察研修会は中止と致しました。また、今年度は新型コロナウイルス感染拡
大を防ぐため、さいたまスーパーアリーナを会場とする通常開催に代え
て、WEBを活用したオンライン展示会として開催予定です。

彩の国ビジネスアリーナ開催予定日　（ＷＥＢ開催）
2021年 １月８日（金）～ 2021年 ２月８日（月）

https://www.shiraoka-hasuda-bar.com/

詳しくはこちら ▼
http://bizmatch.saitama-j.or.jp/



は す だ 商 工 会 だ よ り 令和3年1月1日発行　第6 9号⑷

新年のご挨拶
女性部長　十川　久子

　明けましておめでとうございます。
　新春を迎え謹んでお慶びを申し上げます。皆様におかれましては、家族揃って輝かしい新年を迎えられた事と存じます。また、旧年中は
商工会女性部活動に多大なるご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　女性部事業は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、5月の総会以降、例年とは異なる形での事業を展開せざるを
得ませんでした。
　総会はこれまで部員の皆様が一堂に会して実施しておりましたが、書面での決議をお願いする形で実施いたしました。おかげさまで
皆様のご承認を賜りましたことをこの場を借りて御礼申し上げます。通常の状況であれば総会後は8月の市民まつり、11月のうたやの
森フェスティバルへの出店、秋の日帰り研修会及び実用講習会など様々な事業を実施するところでしたが、今年は唯一、12月のフラ
ワーアレンジメント教室等を実施致しました。まだまだ感染症等の先行きの見えない状況ですが、女性部事業も少しずつ再開できるよ
う調整してまいります。
　本年も皆様にとって幸多き年になりますようにお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

例年予定しておりました
女性部新年会は中止とします。
（感染症対策のため）
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女 性 部

建 設 業 部 会

（株）九重建設（株）九重建設
　昭和49年8月設立以来今年の9月で47年目に入りました。
　特にこの10年、環境に対して住宅業界は目まぐるしく発展・変化
して来ています。
　弊社は7割が積水ハウスの新築、3割が一般住宅のリフォーム
工事の施工をしています。
　近年では高齢化による大工職の不足など深刻な状況ですが、高校
卒業予定のお子さん・大工さんになりたい方募集中です。

（株）九重建設
代表取締役　田原　春夫
蓮田市黒浜１９５３ー５　
TEL：048－769－２８４０　FAX：048－768－６６０１
MAIL：bca0670＠nifty.com

事業所PR事業所PR
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イルミネーション事業
　本年度蓮田市商工会では、昨年に続き市内の賑わいづくり、魅力ある商業振興を
目指してイルミネーション事業を開催しております。
　冬といえば、イルミネーションの季節。心色鮮やかに輝く光のアートをお楽しみく
ださい。今年は蓮田駅東口に加え西口にもイルミネーションを展示しております。
是非蓮田駅両口のイルミネーションをお楽しみください。
★点灯場所：蓮田駅東口、西口
★点灯期間：令和２年１２月１日（火）～令和3年２月２８日（日）
★点灯時間：午後４時３０分～深夜０時３０分

　新年明けましておめでとうございます。昨年は春の商工祭さくらまつり「ダックレース」、夏のはすだ市
民祭りでの「光のパレード」、そして秋の「うたやの森フェスティバル」等、一年間のお祭りがコロナウイルス感
染拡大防止の為中止となりました。しかしながら、三密を避ける等コロナ対策を講じた上で献血事業や青
年部独自のイルミネーションを製作して設置致しました。コロナ禍の困難な状況下にも関わらず多くの
方 の々ご協力ご尽力、青年部諸先輩方のご指導ご鞭撻もあり、心より感謝申し上げます。本年もお祭り、事
業等の取り組みが行えるか不透明ではございますが、引き続き実施できる取り組みを模索して参ります。
それから、青年部員が誰一人欠けることなく本年を迎える事が出来た事が嬉しく感じます。皆様の変
わらぬ青年部にご理解とご支援をいただければ幸いです。今年も青年部は引き続き部員募集をして
おります。多くの方の参加を心待ちにしております。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

青 年 部

部長挨拶
青年部部長　茶畑　正一

新入部員紹介
蓮田市商工会青年部に新たに加わった仲間を紹介致します。
那賀島八起
蓮田駅東口徒歩 4分、蓮田市唯一の法律事務所。地域密着型で個人や企業の問題解決に取り組んでいます。お気軽にご相談下さい！
事業所名：蓮田総合法律事務所　住所：蓮田市東 6-3-9　電話番号：048-878-9830　
岡部吉成
BPRサービスは、業務・業態の改革をお手伝いします。詳しくは『BPRサービス　蓮田』で検索！https://bpr-s.jp/
事業所名：合同会社　BPRサービス　住所：蓮田市江ヶ崎 1961-7　電話番号：048-700-7020　
齋藤龍介
埼玉では珍しい泡だったラーメンをメインに提供してます。限定メニュー等、Twitterで発信してますので、のぞいてみて下さい。
事業所名：アワトロ龍宮　住所：見沼町 15-2 フレール小山100　Twitterアカウント：@AWATORORYUGU
平林愛輝
一昨年10月に開業致しました。相続・遺言手続きのお手伝いや会社、各種法人の登記に関する手続きを行っております。お気軽にご相談下さい。
事業所名：ひらばやし司法書士事務所　住所：蓮田市馬込 1-304 グランジュテ101　電話番号：090-5513-6702
長島俊
株式会社ナガシマです。弊社は、一般建築塗装会社です。塗装の事ならお任せください。
事業所名：㈱ナガシマ　住所：蓮田市閏戸 2031－6 　電話番号：048-793-6544

　令和２年１１月９日（月）「栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部」（栃木県栃木市）にて会員親睦ゴルフ大会が開催されました。
今年度はコロナ禍の中での開催となり、感染症対策に配慮した大会でしたが、５９名の会員の方々にご参加頂き、
和やかにプレーをされました。各部門の優勝者は以下のとおりです。
・総合優勝　　　藤田　誠二様　（岩槻オルゴゴルフガーデン） 
・シニア部優勝　小船　永佐夫様（㈱小船鉄工） 
・女性の部優勝　田沼　博子様　（小船工機）でした。
また、㈱どばし様より賞品の提供がございました。ありがとうございました。

第３２回会員親睦ゴルフ大会開催される
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（令和２年9月１日～令和２年１１月３０日）会員数 ９９2名 
新会員紹介

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

炉端炭焼　灯楽や  蓮田市本町1-28 むさしやビル2F 048-720-8788 飲食店
てぃーだリフォーム  蓮田市西城1-49-4 048-689-3174 リフォーム業
㈱エコサンブルー  蓮田市西新宿1-100-106 048-716-5151 不動産・太陽光発電システムの発売
ギャラリーカフェ　びーんず  蓮田市西新宿3-6-1 048-797-6044 喫茶店
㈱JNCS  蓮田市閏戸4026-8 048-766-6172 情報サービス
Eeプレイス  蓮田市根金1807-3 048-884-8079 内装業
㈱渡辺設備  蓮田市大字井沼788－5 048-812-5721 管工事・設備工事業
おたからや西口駅前店　㈱ASTRAX CRUISE  蓮田市末広2-1-1 高山ビル１階 048-793-4335 古物商　時計・貴金属商
㈱アクベラ  蓮田市蓮田3-153-101 048-796-0740 消毒液　卸売り
㈱be Kind コンパスウォーク蓮田  蓮田市蓮田5-262 048-628-0788 歩行訓練デイサービス
Club Lips  蓮田市東1-1-9 048-767-6622 飲食サービス
ふらっと東京  蓮田市御前橋1-3-3 090-7179-5826 不動産賃貸
㈱二代目青五建設  蓮田市西新宿4-66-5 048-878-8564 建設業

事業所名 所在地 電話 業種

炉端炭焼　灯楽や炉端炭焼　灯楽や 蓮田駅東口　徒歩30秒　炉端炭焼　灯楽やです。
「食事」を通じてお腹と一緒に心も満たされる。
心に灯りが「灯り」楽しくなる。
そんなお店でありたいと願いで炉端炭焼 「灯楽や」を創りました。
和食を軸に、割烹や料理屋ではなく気軽さと安らぎ感があるお店、遊び心があり
若い世代には楽しく、新しい。上の世代にはどこか懐かしい。
そんな楽ちんな和食がテーマのお店です。
日本料理彩々楽グループ姉妹店として和食の
基本を押さえつつ高級では無いけれど上質な
素材を目利きして それらの旨みを炉端炭焼
き、藁焼きでダイナミックに且つシンプルに引
き出す料理を目指しています。
「居酒屋以上料理屋未満」の気軽に使える和食
のお店として是非普段遣いにお使いください。

〒349-0101  埼玉県蓮田市本町1-28 
ご予約 048-720-8788　
営業時間 昼 11:00 ～14:30 L.O.　夜 17:00 ～21:00 L.O.
 （祝前日、金、土は 22:00 L.O.）
 ※予告なく変更する場合もございます
定休日 火曜日
交　通 JR宇都宮線 蓮田駅東口 徒歩30秒
駐車場 最寄りコインパーキング有り
お煙草 店内完全禁煙（喫煙所有り）

炉端炭焼　灯楽や

おたからや西口駅前店おたからや西口駅前店 　蓮田の皆様こんにちは！
　令和元年１２月に蓮田駅西口駅前通りに開店しました、おたからや西口
駅前店です。
　当店は、ブランド品、貴金属、切手、金券、骨董品、美術品など様 な々お品
物を取り扱いしております。出張買取も行なっておりますので、お品物が沢
山ある際は、ご連絡ください、訪問査定いたします。
　また経験豊富な、査定士が店長として常駐しておりますので、いつでもお
気軽にお立ち寄りください。

営業時間　10:00~18:00
定休日　　水曜定休
運営会社　株式会社 ASTRAX CRUISE

〒349-0124
埼玉県蓮田市末広２１１高山ビル1F 
電話 048-793-4335　

おたからや西口駅前店

ピタットハウス蓮田店
 （株）NEXT Plus
ピタットハウス蓮田店
 （株）NEXT Plus

　私たちは地域に密着した不動産会社です。
　創業後まだ４年ですが、この蓮田市で生まれ育ってきました。都内などへの便利なアクセスがある
蓮田市をもっとアピールしていきたいと考えております。『ベットタウン』としての価値を最大限に
引き上げられるお手伝いができる事が、私たちのやりがいです。
　地元の不動産を熟知し、どんなご要望にもきめ細かく対応で
き、地元のお客様から支持されるそんな不動産会社を、より実現
していく覚悟です。｠

〒349-0111　蓮田市東1-1-14 
電話 048-812-7674　
営業時間　10:00 ～ 18:00

定休日：毎週水曜日
その他長期休暇（夏季休暇）

会 員 紹 介

ピタットハウス蓮田店　（株）NEXT Plus

蓮
田
駅 ファミリーマート蓮田駅東口店ファミリーマート蓮田駅東口店

勝沼歯科医院勝沼歯科医院

サイクルショップ
にしおか
サイクルショップ
にしおか

オクラ
カレーストア
オクラ
カレーストア

さかなや道場さかなや道場
当店
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事業資金のご相談は、商工会へ
◆日本政策金融公庫 （利率は11月2日現在のものです）

◆埼玉県制度融資
限度額 期　間 利　率 保証料

事業資金一般貸付（保証人　原則不要）

小規模事業資金（担保・保証人 原則不要）

経営安定資金（保証人　原則不要）

女性経営者支援貸付（保証人　原則不要）

起業家育成資金（保証人　原則不要）
※自己資金要件あり

借換資金（新規運転資金追加可）
（保証人　原則不要）

5,000万円（運転）・6,000万円（設備）

1,250万円（運転・設備合わせて）

5,000万円

5,000万円（運転・設備合わせて）

1,500万円（運転）・1,500万円（設備）

1億円

運転7年・設備10年

運転7年・設備10年

運転7年

運転7年・設備10年

運転7年・設備10年

運転10年

1.20%～

1.10%～

1.00%

0.80%～

0.70%～

0.45%～1.64%以内

0.50%～1.76%以内

0.80%

0.45%～1.90%以内

0.80%

0.45%～1.64%以内

※その他、各種制度融資がございます。お気軽にご相談ください。

金融機関
所定利率

限度額 期　間 利　率

※最新金利は「日本政策金融公庫」ホームページ　http://www.jfc.go.jp/をご覧ください

（利率は4月1日現在のものです）

普通貸付

経営環境変化対応資金
（セーフティネット貸付）

経営改善貸付（マル経融資）
教育一般貸付
「国の教育ローン」

4,800万円（運転）・
7,200万円（設備）

4,800万円
（運転・設備合わせて）

2,000万円

学生1人につき350万円

運転5年・設備10年

運転8年・設備15年

運転7年・設備10年

15年以内

2.06%～

2.41%～

1.21%

1.68%

事業を営む方
（ほとんどの業種の方が利用いただけます）

売上が減少するなど業況が悪化している方

商工会の経営指導を受けている方
ご融資の対象となる学校に入学・
在学される方の保護者

　決算書および確定申告書の書き方などの個別相談、確定申告書の確認および提出受付を下記の日程で実施いたします。確定申告書を提出
される方は是非この機会をご利用ください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止を図る為に、事前予約制とさせて頂きます。お１人につき３０分程度の相談になります。
　相談不要で申告書の提出のみの方は、会場受付に提出してください。
《お持ちいただく書類》
❶前年の決算書および確定申告書の控え　
❷生命保険・地震保険・個人年金・小規模企業共済・国民年金等の支払い証明書および控除証明書
❸印鑑
❹医療費の領収書（控除を受ける方のみ）　
❺マイナンバーカードまたは本人通知カードと身分証明書　
❻（税務署から届く）確定申告のお知らせハガキ
❼筆記用具
❽その他相談に必要なもの
※商工会では電子申告（６５万控除）の受付は致しません。
また、確定申告決算代行（有料）をご希望の方は、決算書・確定申告書の作成にあたっての関係書類を添えて1月15日（金）までにお申し込み
ください。

確定申告はお早めに！

２月１５日（月）～３月１５日（月）　　　　　～３月３１日（水）所得税 消費税

※予約は2月1日（月）～蓮田市商工会で受け付けます。

  日　時 時　間 会　場
第1回 予約制 令和3年2月24日（水） 9時30分～15時30分（12時～13時は除く） 蓮田市コミュニティセンター
第2回 予約制 令和3年2月25日（木） 9時30分～15時30分（12時～13時は除く） 蓮田市コミュニティセンター
第3回 予約制 令和3年2月26日（金） 9時30分～15時30分（12時～13時は除く） 蓮田市商工会館
第4回 予約制 令和3年3月  1日（月） 9時30分～15時30分（12時～13時は除く） 蓮田市商工会館
第5回 予約制 令和3年3月  2日（火） 9時30分～15時30分（12時～13時は除く） 蓮田市商工会館

確定申告・受付会日程（完全予約制）
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行事予定

※毎月の第４日曜日（9:30～11:00）は、年金、労災、税金、相続、遺言、任意後見、転職、脱サラ等の無料相談日（共催：蓮田
ワーカーズサポートクラブ）

◆1月
・４日（月）仕事始め
・６日（水）埼玉働き方改革推進支援センター出張相談会
・１３日（水）年末調整受付
・１３日（水）埼玉働き方改革推進支援センター出張相談会
・１４日（木）年末調整受付
・１５日（金）年末調整受付
・１５日（金）GO！GO！スタンプ蓮田抽選会
・２０日（水）常務会
・２０日（水）第５回理事会
・２０日（水）埼玉働き方改革推進支援センター出張相談会
・２４日（日）蓮田WSC共催法律等無料相談会
・２７日（水）埼玉働き方改革推進支援センター出張相談会

◆2月
・３日（水）埼玉働き方改革推進支援センター出張相談会
・１０日（水）埼玉働き方改革推進支援センター出張相談会
・１７日（水）埼玉働き方改革推進支援センター出張相談会
・２４日（水）確定申告個別相談受付（コミュニティセンター）
・２５日（木）確定申告個別相談受付（コミュニティセンター）
・２６日（金）確定申告個別相談受付（商工会館２階）
・２８日（日）蓮田WSC共催法律等無料相談会

◆3月
・ １日（月）確定申告個別相談受付（商工会館２階）
・２日（火）確定申告個別相談受付（商工会館２階）
・２１日（日）蓮田WSC共催法律等無料相談会

広報・ＩＴ委員会：伊澤、金子、渡辺、星野、舟山、吉川、中島、加藤、浅田、箭内、茶畑、清水、金井

Facebook Instagram

今般の新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響を受け、ご来場者及びご出店関係者の健康や
安全を最優先に考慮した結果、誠に残念ながら令和３年３月下旬に元荒川河川敷公園にて
開催を予定しておりました「第 31回商工祭さくらまつり」の開催を中止いたします。
さくらまつりを楽しみにされていた方、関係する皆様には大変恐縮ではございますが、
諸般の事情をご賢察いただき、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

商工祭さくらまつりの中止のご案内商工祭さくらまつりの中止のご案内

ホームページ

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！
1口につき月額

3,000円
★高齢化にも対応！
★安心の充実保障！

★高齢化にも対応！
★安心の充実保障！

★高齢化にも対応！　★診査なしで加入できます！
★割安な掛金で、大きな安心！　★200万円まで無保証人融資！

♦経営者・従業員・経営者の家族で健康な方なら（6歳から65歳未満）
♦業務上・業務外の事故でも労災とは別に保証。

商工医療共済 商工貯畜共済
災害（事故）病気による死亡、
障害に加えて、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！

1口につき月額

3,000円

1口につき月額 3,000円

貯蓄

保障

融資

全国100万件の
加入実績

生命傷害共済
の特徴

月掛800円で300万円の保証
生命傷害共済

月掛300円で200万円の保証
傷 害 共 済


