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イベントスケジュール

9日㈬ 働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

15日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

16日㈬ 働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

23日㈬ 働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

5日㈫ 金融（予定）・許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所

6日㈬ 働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

13日㈬ 働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

14日㈭ 新年賀詞交歓会（予定）
［会場］市民活動センター

19日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

20日㈬ 働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

27日㈬ 働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

7日㈭
8日㈮

年末調整指導会
［会場］商工会本所

12日㈫ ［会場］市吹上支所
19日㈫ ［会場］商工会川里支所

14日㈬  働き方改革無料相談会
［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

4日㈬  働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

21日㈬  働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

22日㈭  接客戦略講演会（商業部会主催）
［会場］市民活動センター

〃　  行政との懇談会
［会場］市民活動センター

10日㈫ 許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所

11日㈬  働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

15日㈰  珠算検定
［会場］市民活動センター

18日㈬  働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

19日㈭  優良従業員表彰

3日㈭  金融機関情報交換会
［会場］市民活動センター

24日㈫  労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

25日㈬  働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

1日㈫  許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所

2日㈬  働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

〃　  理事会
［会場］市民活動センター

〃　  働き方改革無料相談会
［会場］商工会本所

7日㈬  理事会
［会場］市民活動センター

6日㈫ 許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所月

11
月

月

12
月

1
月

　創業56年目を迎える㈲野本歯科技工所。ジルコニアクラウン・CAD／CAM冠等、審美

性の高い技工物を製作し、納期の早さとコミュニケーションを大切にしている。一部の業

務を外注していたが、設備投資をし、外注に頼らず自社で行うことで、生産性の向上と自

社一貫生産体制による品質の向上を検討していたところ、ものづくり補助金のチラシを

見て当会に相談いただいた。商工会・専門家（中小企業診断士）と相談しながら事業計画

（経営革新計画を含む）を作成した。「導入前より生産性が大幅に向上し、売上・利益とも

に増加して経営の改善が図れた。また、専門家の方も相談しやすく大変助かった。」と代

表の野本さん。今後も商品・サービスの向上を目指し、商工会支援のもと、小規模持続化

補助金の申請も検討している。

設備導入により、生産性向上・売上UP!!

商工会のサポートで「ものづくり補助金」採択へ
設備費用２/3が補助金で導入可能に！

㈲野本歯科技工所
埼玉県鴻巣市広田3144-2
　  048-569-0067℡

㈲野本歯科
技工所
様

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
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月
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12



給付金や助成金にかかる税金
　感染症拡大により、売上に大きな影響を受けた事業者の
方が、国からの持続化給付金や市からの事業者向けの支援
給付金を受領した際の税金の取り扱いをご存知でしょうか。
　これらの給付金は所得税（個人事業主）や法人税（株式
会社など法人）の課税の対象となります。 
　また、雇用の維持を継続するための雇用調整助成金を受
領した際も同様の取り扱いとなります。（ただし、上記の給
付金や助成金は消費税の課税の対象とはなりません。） 
　一方、国民1人につき10万円支給の特別定額給付金に関
しては非課税と規定されています。 
　確定申告の際は給付金や助成金の課税関係の取り扱い
を間違えないようにしましょう。 　　　 税理士　小林保広

「事業と暮らしの相談」

ワンポイント
アドバイス

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りでお困りの事業者の皆様には、融資限度額を拡大した、より長期かつ低利の資金をご利用いただけます。

事業所名

◇新規加入会員（敬称略）
住　　所

医療法人  仁雄会  シンポ歯科クリニック 鴻巣市東1-1-1 第１アサミビル3階 新保　　優 歯科診療所
合同会社　リライツ 鴻巣市松原3-15-10 江藤　哲寛 賃貸不動産
33ART＆DESIGN 鴻巣市栄町2-2 安祥ビル2F 平井　聡美 ブランディングデザイン
山内社会保険労務士事務所 鴻巣市赤見台2-1-3-501 山内　堅司 社会・労保関連手続き代行業
㈱メディカル・コア 鴻巣市箕田4050-1 一ノ瀬義弘 臨床検査業
Handyman　鴻巣店 鴻巣市下忍3888-12 橋本　隼太 建設業
伊藤香織行政書士事務所 鴻巣市本町3-4-12 伊藤　香織 行政書士業務
かとう人材紹介所 鴻巣市大間2-11-95 加藤　恵子 人材紹介業
鴻巣敬神会露商組合柴崎商店 鴻巣市人形2-3-50 柴崎　秀幸 建設業、露店
㈱WEKわたしのエステ 鴻巣市本町1-7-1 ポレスター鴻巣駅前ガーデンズ 中村　政徳 エステ　ほか
佐藤　五郎 鴻巣市滝馬室486-6 佐藤　五郎 不動産貸付
MA’ADVANCE㈱ 鴻巣市赤見台1-10-3 野口　浩子 軽貨物運送
武風庵キックボクシングジム 鴻巣市箕田964-6 阿部　道人 キックボクシングジム
大木　文雄 北本市栄7-2-10-104 大木　文雄 ダクト加工
デリ＆パスタtabel 鴻巣市北新宿979-6 小平　健二 パスタ・ピザ イタリア惣菜

代表者名 業　　種

　会員向け金融・許認可・事業承継・労務・税務相談会
を事前予約制で毎月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。

※金融定例相談会については、当面の間中止とさせていただきます。

◆金融、許認可・事業承継、労務、
　税務定例相談会のお知らせ

家賃支援給付金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策経営相談窓口
持続化給付金申請サポート会場のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申し込み］

鴻巣市商工会員
金融、許認可・事業承継→毎月第１火曜日
労務、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ください。　TEL：541-1008

対象者（①、②、③全てを満たす事業者）
　①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、
　　小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
　②５月～12月の売上高について
　　・１ヵ月で前年同月比▲50％以上
　　または、
　　・連続する３ヵ月の合計で前年同期比▲30％以上
　③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

　新型コロナウイルスにより売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、国の家賃支援給付金の申請がオンライ
ンでスタートしました。

　 国が実施している「持続化給付金」は、「電子申請」となっているため、ご自身では手続きが困難な業者を対象に、
商工会でサポートしながら電子申請できるよう相談窓口を開設しました。
　感染拡大防止のため予約制となっておりますので、申請サポートが必要な方は、商工会にお問い合わせください。
※ただし、メールアドレスをお持ちの商工会員の方に限らせていただきます。   

　先日、「商工会」の名をかたり「持続化給付金の申請代行を行う」かのような内容の電話が会員企業様あてにありました。商工会では、給付金
や助成金の申請を外部業者に委託して電話勧誘することはありません。また職員が有料で代行することもございません。もし、そのような不審
な電話等がありましたら、当会までご一報ください。全国的にも同様の被害が大変多くなっておりますので、十分ご注意ください。

「給付金申請」を装った詐欺にご注意を

日　程：令和２年８月４日(火)～ 12月24日(木)の毎週火曜日と木曜日
　　　　※ただし、9/22、11/3は除く
　　　　（午前）９：00～ 12：00　(午後）１：00～４：00
会　場：鴻巣市商工会          
予　約：☎048-541-1008　（鴻巣市商工会）
持ち物：以下、必要書類をご用意ください。また、申請をスムーズに行うため、「申請

補助シート」（参考情報を参照）にご記入の上、ご持参ください。
　　　　※必要書類が変更となる場合がございます。最新情報は持続化給付金ホームページ（https://www.jizokuka-kyufu.jp/）、
　　　　　またはコールセンター（0120-115-570）までご確認ください。
 個人事業主   給付上限　100万円
　□確定申告書類　※収受日付印が押されていること（e-Tax の場合は受信通知）
　　（青色申告の場合）2019年分の確定申告書第一表控え（１枚）、所得税青色申告決算書控え（２枚）
　　（白色申告の場合）2019年分の確定申告書第一表控え（１枚）
　□売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの（2020年〇月と明確な記載があるもの）
　□申請者本人名義の通帳のオモテ面と通帳を開いた１・２ページ目のコピー
　□本人確認書類（住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書）

 中 小 法 人   給付上限　200万円
　□確定申告書類　確定申告書別表一の控え（１枚）及び法人事業概況説明書の控え（２枚）
　　（対象月の属する事業年度の直前の事業年度分）※収受日付印が押されていること（e-Taxの場合は受信通知）
　　（2020年〇月と明確な記載があるもの）
　□売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの（2020年○月と明確な記載があるもの）
　□法人名義の通帳のオモテ面と通帳を開いた１・２ページ目のコピー（法人の代表者名義も可）

■参考情報：申請補助シート　  https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/ （持続化給付金HP）
　給付額算定シミュレーション　https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/ （持続化給付金HP）

給付額　法人：最大600万円　個人：最大300 万円
※申請にはパソコンやスマートフォンが必要となっております
が、困難な方については補助員が入力サポートを行う「申
請サポート会場」をご利用ください。

申請要綱・詳細
　https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
　家賃支援給付金コールセンター
　0120-653-930（8：30～19：00）

※上記施策内容は9月1日時点の情報です。今後、施策内容に変更がある場合があります。

日本政策金融公庫種別

資金名 コロナウイルス
対策マル経 特別貸付

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

新型コロナウイルス感染症対応資金
（個人事業主）
売上高等が前年同月比で５％以
上減少

（小・中規模事業者）
売上高等が前年同月比で15％
以上減少

当初３年間：0.31％
４年目以降：1.21％

　※実質３年間無利子

当初３年間：0.46％
４年目以降：1.36％

　※実質３年間無利子

売上高△５％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ
無担保

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ
無担保

別枠 1,000 万円 4,000 万円 4,000 万円 4,000 万円

設備 10年（うち据置 4年）
運転  7 年（うち据置 3年）

設備 20年（うち据置 5年）
運転 15年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年）

- - 必要 必要

対象

限度額

利率

返済期間

市発行の認定書

埼玉県制度融資

コロナウイルス感染症に係る金融支援施策

現在の補助金公募予定のご案内
◇令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」
　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 締 切］　令和3年2月5日
［対 象 者］　全国の小規模事業者
［補 助 率］　補助対象経費の2／3、事業再開枠10/10
［補助上限額］　50万円～200万円（事業再開枠含む）
　　　　　　　200万円～2,000万円(複数の事業者が連携した
　　　　　　　共同事業、事業再開枠含む)
詳細は http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html

商工会内にもサポート会場を開設！

●雇用調整助成金の申請方法
●リモートワークのやり方
●有給取得の日数
●36協定の締結
など様々なお悩みを社会保険労務士に相談できます。
会　場　商工会本所
日　時　令和２年７月22日から令和３年２月24日までの
　　　　毎週水曜14:00～16:00
　　　　（８月12日、12月30日を除く）
問い合わせ・申し込み　541-1008

働き方改革無料相談会予約受付中！



給付金や助成金にかかる税金
　感染症拡大により、売上に大きな影響を受けた事業者の
方が、国からの持続化給付金や市からの事業者向けの支援
給付金を受領した際の税金の取り扱いをご存知でしょうか。
　これらの給付金は所得税（個人事業主）や法人税（株式
会社など法人）の課税の対象となります。 
　また、雇用の維持を継続するための雇用調整助成金を受
領した際も同様の取り扱いとなります。（ただし、上記の給
付金や助成金は消費税の課税の対象とはなりません。） 
　一方、国民1人につき10万円支給の特別定額給付金に関
しては非課税と規定されています。 
　確定申告の際は給付金や助成金の課税関係の取り扱い
を間違えないようにしましょう。 　　　 税理士　小林保広

「事業と暮らしの相談」

ワンポイント
アドバイス

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りでお困りの事業者の皆様には、融資限度額を拡大した、より長期かつ低利の資金をご利用いただけます。

事業所名

◇新規加入会員（敬称略）
住　　所

医療法人  仁雄会  シンポ歯科クリニック 鴻巣市東1-1-1 第１アサミビル3階 新保　　優 歯科診療所
合同会社　リライツ 鴻巣市松原3-15-10 江藤　哲寛 賃貸不動産
33ART＆DESIGN 鴻巣市栄町2-2 安祥ビル2F 平井　聡美 ブランディングデザイン
山内社会保険労務士事務所 鴻巣市赤見台2-1-3-501 山内　堅司 社会・労保関連手続き代行業
㈱メディカル・コア 鴻巣市箕田4050-1 一ノ瀬義弘 臨床検査業
Handyman　鴻巣店 鴻巣市下忍3888-12 橋本　隼太 建設業
伊藤香織行政書士事務所 鴻巣市本町3-4-12 伊藤　香織 行政書士業務
かとう人材紹介所 鴻巣市大間2-11-95 加藤　恵子 人材紹介業
鴻巣敬神会露商組合柴崎商店 鴻巣市人形2-3-50 柴崎　秀幸 建設業、露店
㈱WEKわたしのエステ 鴻巣市本町1-7-1 ポレスター鴻巣駅前ガーデンズ 中村　政徳 エステ　ほか
佐藤　五郎 鴻巣市滝馬室486-6 佐藤　五郎 不動産貸付
MA’ADVANCE㈱ 鴻巣市赤見台1-10-3 野口　浩子 軽貨物運送
武風庵キックボクシングジム 鴻巣市箕田964-6 阿部　道人 キックボクシングジム
大木　文雄 北本市栄7-2-10-104 大木　文雄 ダクト加工
デリ＆パスタtabel 鴻巣市北新宿979-6 小平　健二 パスタ・ピザ イタリア惣菜

代表者名 業　　種

　会員向け金融・許認可・事業承継・労務・税務相談会
を事前予約制で毎月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。

※金融定例相談会については、当面の間中止とさせていただきます。

◆金融、許認可・事業承継、労務、
　税務定例相談会のお知らせ

家賃支援給付金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策経営相談窓口
持続化給付金申請サポート会場のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申し込み］

鴻巣市商工会員
金融、許認可・事業承継→毎月第１火曜日
労務、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ください。　TEL：541-1008

対象者（①、②、③全てを満たす事業者）
　①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、
　　小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
　②５月～12月の売上高について
　　・１ヵ月で前年同月比▲50％以上
　　または、
　　・連続する３ヵ月の合計で前年同期比▲30％以上
　③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

　新型コロナウイルスにより売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、国の家賃支援給付金の申請がオンライ
ンでスタートしました。

　 国が実施している「持続化給付金」は、「電子申請」となっているため、ご自身では手続きが困難な業者を対象に、
商工会でサポートしながら電子申請できるよう相談窓口を開設しました。
　感染拡大防止のため予約制となっておりますので、申請サポートが必要な方は、商工会にお問い合わせください。
※ただし、メールアドレスをお持ちの商工会員の方に限らせていただきます。   

　先日、「商工会」の名をかたり「持続化給付金の申請代行を行う」かのような内容の電話が会員企業様あてにありました。商工会では、給付金
や助成金の申請を外部業者に委託して電話勧誘することはありません。また職員が有料で代行することもございません。もし、そのような不審
な電話等がありましたら、当会までご一報ください。全国的にも同様の被害が大変多くなっておりますので、十分ご注意ください。

「給付金申請」を装った詐欺にご注意を

日　程：令和２年８月４日(火)～ 12月24日(木)の毎週火曜日と木曜日
　　　　※ただし、9/22、11/3は除く
　　　　（午前）９：00～ 12：00　(午後）１：00～４：00
会　場：鴻巣市商工会          
予　約：☎048-541-1008　（鴻巣市商工会）
持ち物：以下、必要書類をご用意ください。また、申請をスムーズに行うため、「申請

補助シート」（参考情報を参照）にご記入の上、ご持参ください。
　　　　※必要書類が変更となる場合がございます。最新情報は持続化給付金ホームページ（https://www.jizokuka-kyufu.jp/）、
　　　　　またはコールセンター（0120-115-570）までご確認ください。
 個人事業主   給付上限　100万円
　□確定申告書類　※収受日付印が押されていること（e-Tax の場合は受信通知）
　　（青色申告の場合）2019年分の確定申告書第一表控え（１枚）、所得税青色申告決算書控え（２枚）
　　（白色申告の場合）2019年分の確定申告書第一表控え（１枚）
　□売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの（2020年〇月と明確な記載があるもの）
　□申請者本人名義の通帳のオモテ面と通帳を開いた１・２ページ目のコピー
　□本人確認書類（住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書）

 中 小 法 人   給付上限　200万円
　□確定申告書類　確定申告書別表一の控え（１枚）及び法人事業概況説明書の控え（２枚）
　　（対象月の属する事業年度の直前の事業年度分）※収受日付印が押されていること（e-Taxの場合は受信通知）
　　（2020年〇月と明確な記載があるもの）
　□売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの（2020年○月と明確な記載があるもの）
　□法人名義の通帳のオモテ面と通帳を開いた１・２ページ目のコピー（法人の代表者名義も可）

■参考情報：申請補助シート　  https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/ （持続化給付金HP）
　給付額算定シミュレーション　https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/ （持続化給付金HP）

給付額　法人：最大600万円　個人：最大300 万円
※申請にはパソコンやスマートフォンが必要となっております
が、困難な方については補助員が入力サポートを行う「申
請サポート会場」をご利用ください。

申請要綱・詳細
　https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
　家賃支援給付金コールセンター
　0120-653-930（8：30～19：00）

※上記施策内容は9月1日時点の情報です。今後、施策内容に変更がある場合があります。

日本政策金融公庫種別

資金名 コロナウイルス
対策マル経 特別貸付

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

新型コロナウイルス感染症対応資金
（個人事業主）
売上高等が前年同月比で５％以
上減少

（小・中規模事業者）
売上高等が前年同月比で15％
以上減少

当初３年間：0.31％
４年目以降：1.21％

　※実質３年間無利子

当初３年間：0.46％
４年目以降：1.36％

　※実質３年間無利子

売上高△５％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ
無担保

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ
無担保

別枠 1,000 万円 4,000 万円 4,000 万円 4,000 万円

設備 10年（うち据置 4年）
運転  7 年（うち据置 3年）

設備 20年（うち据置 5年）
運転 15年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年）

- - 必要 必要

対象

限度額

利率

返済期間

市発行の認定書

埼玉県制度融資

コロナウイルス感染症に係る金融支援施策

現在の補助金公募予定のご案内
◇令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」
　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 締 切］　令和3年2月5日
［対 象 者］　全国の小規模事業者
［補 助 率］　補助対象経費の2／3、事業再開枠10/10
［補助上限額］　50万円～200万円（事業再開枠含む）
　　　　　　　200万円～2,000万円(複数の事業者が連携した
　　　　　　　共同事業、事業再開枠含む)
詳細は http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html

商工会内にもサポート会場を開設！

●雇用調整助成金の申請方法
●リモートワークのやり方
●有給取得の日数
●36協定の締結
など様々なお悩みを社会保険労務士に相談できます。
会　場　商工会本所
日　時　令和２年７月22日から令和３年２月24日までの
　　　　毎週水曜14:00～16:00
　　　　（８月12日、12月30日を除く）
問い合わせ・申し込み　541-1008

働き方改革無料相談会予約受付中！



編集
後記

　暑い夏が終わり、行楽の季節、美味しい食べ物の季節
10月が来ました。本来であれば、この時期は花火大会、
各種イベント等盛り沢山な季節ですが、今年は、コロナ
ウイルス感染拡大防止の為、何もない寂しい秋です。
　早く以前のような普通の生活に戻れるよう願いたい
ものです。　　　　　　　　　　　　　　（野口 雅則）

◆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

AFP（日本FP協会認定）
２級ファイナンシャル・プランニング技能士

広　告

～鴻巣市合併15周年
　プレミアム付き商品券参加店を募集～
利用期間 令和２年12月１日～令和３年５月31日まで
　新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、地
元消費の拡大を目的とした、市内で共通して
使用できる商品券の発行にあたり、取扱店を
募集中です。多くの会員様方のご参加をお待
ちしています。
　申請書等、詳細は鴻巣市商工会ＨＰへ。
http://www.syokoukai.or.jp/kohnosu/pdf/
nosukko-puremiamu-bosyuu.pdf

鴻巣市プレミアム付商品券

青年部・女性部・活動NEWS

青年部 女性部
～今後の事業予定～

「サンタが街にやってくる！」12月20日（日）
　市内の子供たちに「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て、
プレゼントをお届けする事業です。
　市内保育園・幼稚園に申込用紙を11月頃に配
布いたします。詳細は申込用紙をご覧ください。

「青年部員募集中！」
　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！

献血運動   7月28日(火)
エルミこうのす
ショッピングモールにて

女性部活動報告
　今年度の女性部は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、事業の遂行が困難な状況です。そんな中、不要不急な外
出には該当しない「献血運動」を実施いたしました。協力いた
だいた方に記念品として、ハイビスカスとガーベラの鉢植えを
お渡しいたしました。ご協力いただき、大変ありがとうござい
ました。

●鴻巣市商工会会員事業所アンケート調査について
　市内商工業の実態と動向を把握し、調査結果を企業経営の参考資料と
していただくとともに、商工会事業等の参考とすることを目的として、本調
査を実施いたします。ご多忙とは存じますが、何卒ご協力をお願い申し上
げます。

●メールアドレスご登録のお願い
　当会では、各種補助金や支援策に関するお知らせ等の有益な情報提供
を迅速に行うため、会員事業所様へメールでご連絡するサービスの準備を
すすめておりますので、ぜひご登録くださいますようお願い申し上げます。

ぜひ、ご参加ください！！

満点カード大抽選会

鴻巣ひなちゃんカード加盟店募集中！

日時：10月31日（土）10時～16時
場所：鴻巣宿おおとり公園
内容：満点カード１枚（400円相当）で特

賞32インチテレビから４等お買
物券500円が当たります! 皆様
ぜひお越しください。

お気軽に事務局（商工会内）まで、お問い
合わせください。（☎541-1008）

ひなちゃんカード８周年記念

　労働安全衛生規則では、従業員を１名以上雇用する事業
所については、年に１回以上の健康診断を従業員に実施し、
その診断結果を５年間保管することが定められています。
　当会では、以下の病院にて健康診断事業を実施いたしま
すので、この機会に受診されますようご案内申し上げます。
実施日：令和２年11月２日（月）～令和３年１月30日（土）
申込先：鴻巣市商工会へ申込書をご提出ください。
　　　　☎541-1008　FAX 541-1071

病院名
埼玉脳神経外科病院
こうのす共生病院
たけうちクリニック
MSAエクセス 村越外科
ヘリオス会病院

はやしだ産婦人科
（婦人科健診のみ）

料　金
一般7,500円（税別）
一般7,500円（税別）
一般7,500円（税込）簡易3,000円（税込）
一般7,500円（税込）簡易3,000円（税込）
一般7,500円（税別）
＊オプション
乳がん3,850円（税込）～
子宮がん7,000円（税込）～
超音波検査3,000円（税込）

「健康診断事業」のご案内

令和2年10月1日より
埼玉県の最低賃金が 926円から928円（2円アップ）に改定されました。

事業報告
日　時 会　場 参加人数事業名

源泉税納付指導会 7月6日（月）～
7月10日（金）

商工会本所 67人

創業セミナー 9月5日（土） クレア鴻巣 17人
副業から始める起業セミナー 9月12日（土） クレア鴻巣 21人

商工会費口座振替のお知らせ
　令和２年度下期会費について、11月24日（火）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。〔＊川里地区会員様で、口座の再登録がお済みでない
方は、下期：12月7日（月）に振替させていただきます〕


