
　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。昨年中は、商工会の諸事業に対しまして、
深いご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。
　さて、我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、依然として厳しい状況ではありますが、持ち直しの動きも
続いています。先行きについても、感染対策を徹底し、ワクチ
ン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善も
あって、景気が持ち直していくことが期待されています。
　このような状況の中、本会では、鴻巣市に対し、小規模事業者
の持続的発展を図り、市内経済活性化に向けた「中小企業・小規
模企業振興条例」の制定について要望していましたところ、昨年
12月の議会において議決となりました。この条例に基づく様々な
支援策を市と連携を図りながら進めて参りたいと考えております。

　また、今後の小規模事業者は、新型コロナウイルス感染症の
影響で、既存のビジネスモデルでは立ち行かない状況となり、
変化に対応した新たな価値の創造が必要不可欠となっています。
本会では、国県市の補助金や支援策を円滑に活用できるよう、
伴走型支援を続けるとともに、DX推進などの新たな取り組みに
も積極的に対応して参ります。
　本年も、商工会は「行きます！聞きます！提案します！」のキャッ
チフレーズのもと、皆様のご期待に応えられるよう、更なる地域
経済の発展と活性化を、役職員一丸となって取り組んで参りま
すので、引き続きのご支援を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
　結びに、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、年
頭のごあいさつとさせていただきます。

会長　山本明伸年頭にあたり

　各会場とも、ステージイベントや出店などさ
まざまなイベントを企画しております。また、吹
上、川里会場では「ちょうちん」、鴻巣会場では
「ぼんぼり」の点灯も予定（3月下旬から4月上
旬）しており、夜桜も楽しむことができます。
　ぜひご家族・お友達とご一緒にご来場、お楽
しみください!!
※�新型コロナウイルスの状況により、開催内容が変更
になる場合があります

吹上会場 �日時：令和4年3月26日（土）・27日（日）
　　　　　場所：鎌塚イベント公園・
　　　　　　　　元荒川親水護岸周辺

鴻巣会場 �日時：令和4年3月27日（日）�
　　　　　場所：�鴻巣公園

川里会場 日時：令和4年3月27日（日）
　　　　　場所：�あかぎ公園

鴻巣市さくら祭り開催のお知らせ！！

　「ザ・商談モール」とは、全国の商工会などが共同運営する企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」
の１サービスとして提供する「インターネット上に設けた取引先探しの場」です。鴻巣市商工会の会
員の方は、無料でご利用いただくことができます。
　「こんな商品を探している」、「こんな特殊加工をできる製造業を探している」といった情報（買い
たい案件）を登録するだけで、全国の売り手企業から提案や見積りがメールで届
き、取引先探しに費やしていた時間と手間を省きます。
　売り手カテゴリを登録しておくと、新着案件が自動配信。外出先からでもスマー
トフォン版で案件内容を確認できます。

「ザ・商談モール」「ザ・商談モール」ののご案内ご案内

（吹上会場）

毎日が会員限定の商談会毎日が会員限定の商談会

ザ・商談モールザ・商談モール https://www.b-mall.ne.jp/syodan/

https://www.b-mall.ne.jp/register/welcome/

スマホからでも簡 単に
ユーザー登録ができます！
カメラで右にあるＱＲコー
ドを読み取ってください

ご利用には「ユーザー登録」「ユーザー登録」が
必要です（会員限定・無料）

地域応援宣言!!
はじめよう！未来への挑戦
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コロナ禍で事業を継続するコロナ禍で事業を継続する
事業者を支援します事業者を支援します

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少した
市内の中小企業者等に対して、事業の継続を支援するた
めの給付金を支給します。

詳細は、市ホームページにてご確認ください。

申請期間  令和３年11月１日（月）～
　　　　 令和４年１月31日（月）　当日消印有効

申請方法  ⑴ 次のいずれかの方法で申請書兼請求書を入手
　　　　　　□ 鴻巣市ホームページからダウンロード
　　　　　　□ 窓口で受取：鴻巣市役所商工観光課、
　　　　　　　 吹上支所、川里支所、鴻巣市商工会
　　　　　⑵  申請書兼請求書に必要事項を記入し、添付

書類を揃えて市商工観光課へ郵送

支給金額  ①②共に一律10万円（1事業者につき１回限り）
　　　　 ※ 全ての事業者が対象ではありません。支給要件に当

てはまる方に支給となります。詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

❶鴻巣市事業継続支援給付金
❷鴻巣市家賃等支援給付金

申請（郵送）・お問い合わせ先
鴻巣市役所 商工観光課 商工労政担当

☎ 048-541-1321（代表）

ビジネス総合保険制度

◎この広告は、本制度の概要を示したものです

東京海上日動火災保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社鴻巣市商工会

お問合せ先

全国商工会連合会
制度運営 制度引受保険会社

店舗環境整備による顧客満足度・売上UP
　平成5年に創業した割烹料理屋である㈲八彦。四季折々の旬の食材を仕入れ提
供している。特に旬の魚を生きたまま水槽へ仕入れ、注文後に捌いて提供してい
るフグ料理等が大変好評である。
　コロナ禍で、少しでも売上を伸ばすことや店舗の環境整備ができないかと悩ん
でいる中、会員事業者様より商工会を紹介され、相談をしてみた。店舗の環境整
備として、高齢者が増加しいるので座敷席をテーブル席にしたい事、感染対策とし
て換気機能付エアコンの導入を考えていた。また、コロナ禍での売上を上げるた
め、ランチとお弁当のテイクアウト開始も検討していた。そんな中、商工会から持
続化補助金申請の提案を受け、申請方法や事業計画の作成方法等について個別
支援を受け、無事採択となった。その他、コロナ関連支援事業の申請等の支援も
受けることができた。今回の補助金を活用して設置したテーブル席と事業再開枠
での換気機能付エアコンの導入により、座敷席を懸念されていたお客様の来店や
コロナ対策をしているお店として安心安全に利用して貰え、顧客満足度や売上が
徐々にＵＰしてきている。今後、コロナ環境がどう変化し影響していくのか心配で
はあるが、商工会を活用し持続的発展可能な経営を行っていきたい。

持 続 化補助 金経 営革 新計画 承 認事 業 所 事例 紹介

(有)八彦
鴻巣市赤城587
営 11：00～22：00（通常）  休月曜日

　11月18日、クレアこうのす小ホールにて優良従業員表
彰を行いました。
　功労賞２名、永年勤続賞16名、勤続賞17名、精勤賞
19名、合計54名の従業員の皆様を表彰いたしました。
長年のご功績に心より敬意を表し、お祝い申し上げます。

優良従業員表彰

新型コロナウイルス新型コロナウイルスもも補償補償

・全国商工会連合会のスケールメリットを生かした割安な保険
料水準
・会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブりを解
消し、一本化してご加入可能！
・賠償責任に関するリスク（PL、設備･事業遂行、リコール、
情報漏えい等）を総合的に補償！
・休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償！
・早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し！
・保健所等指示による新型コロナウイルスの消毒費用および消
毒に伴う営業休止にかかる損失を補償！

お客様のご要望に応じた補償内容を設計

商工会ビジネス総合保険従来の保険契約

おすすめポイント

商工会による伴走型支援で小規模持続化補助金採択へ！！



　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。まずは、お気軽にご予約お待ちしております。
※2月・3月は定例税務相談会の実施はありません。

［対　　象］�鴻巣市商工会員
［開 催 日］�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
［受付時間］�10：00 ～ 15：30まで
［会　　場］�鴻巣市商工会本所
［申　　込］お電話にて申し込み下さい。TEL：048-541-1008

◆金融、許認可・事業承継、労務、
　税務定例相談会のお知らせ

事　業　所　名 住　　所 代表者名 事業内容
関東ホームズ 鴻巣市本町8-10-17-4F 黒澤　宗 総合リフォーム
ファッション志美津 鴻巣市大間2-11-112 清水　進 縫製
あさひ料理教室 鴻巣市小松4-2-21 斉藤　幸展 料理教室
72�eye�works（セブンツーアイワークス） 鴻巣市赤見台1-7-3 辻村　正幸 メガネ・コンタクトレンズ販売
整体院　朝志ｰ ASASHI ｰ 鴻巣市本町8-4-8プリムローズ102 高嶺　朝貴 整体業
蛯沢電気管理事務所 鴻巣市宮地3-1-39 蛯沢　勝英 高圧電気管理（保守）
㈱新和 鴻巣市糠田2618-8�関東工業自動車大学校内 飛田　勉 校内食堂
金沢屋　北本店 鴻巣市小松1-2-28 木暮　真一 襖・障子・網戸等の張替
合同会社　DreamOne（ドリームワン） 鴻巣市宮前273 山口　直也 ブリーダー
VELO�KEBAB（ヴェロ�ケバブ） 鴻巣市筑波2-7-7ニューシティ横102 ARAS�SONER（アラス ソネル） 飲食業
珈琲豆家　BEANS-M（ビーンズエム） 鴻巣市下忍3273-1 河野　陽子 自家焙煎珈琲豆の販売
若松屋 鴻巣市吹上本町4-9-2 飯田　金三郎 飲食業
野口社会保険労務士�行政書士事務所 鴻巣市人形2-1-75 野口　和美 社会保険に関わる相談・手続き

スタジオ　ジプシー 鴻巣市本町8-8-23 宮澤　達也 印刷物・各種デザイン・WEB制作・
イベント業・ミュージシャン派遣

19（One�Nine）（ワンナイン） 鴻巣市本町4-9-24 塩原　俊樹 美容室
アサヒ建物㈱ 鴻巣市本町4-3-23 新井　まりか 不動産賃貸管理
ヘアーサロン　びーず． 鴻巣市加美3-4-3 宮田　容子 美容業
東京環七ラーメンじょっぱり 鴻巣市神明1-9-20 岐部　ゆき子 飲食業
みとり寝台 鴻巣市栄町5-28 工藤　隆 葬儀全般
Ayur�Aroma�Harmony（アーユル アロマ ハーモニー） 鴻巣市堤町3-7 丸山　直美 化粧品販売
青山餃子房 鴻巣市小松1-1-33 李　艶楓 飲食業
ウエルシア薬局北鴻巣駅前店 鴻巣市赤見台1-11-23 松本　忠久 医薬品・化粧品等販売
ヒロタロジスティクス㈱ 鴻巣市八幡田386-6 神田　尚 物流業
U-CarShop　オグラ 鴻巣市下忍4015-7 SHAHADAT�MD（シャハダト エムディ） 自動車中古車販売
株式会社　四一二六 鴻巣市広田1205-1 平井　稔人 オーダーメイドユニットバス製造販売
ST旅行者 鴻巣市雷電1-2-1-106 蜂谷　智章 旅行業
カラオケクイーン 鴻巣市小松4-3-9 渡辺　春一 カラオケ
カラオケスナックまゆみ 鴻巣市筑波2-4-26 山﨑　聰子 カラオケスナック
ことばの相談室しずく 上尾市緑丘4-12-2-32 佐々木　みな美 言語聴覚相談・訓練

◇新規加入会員 〈令和3年10月～12月〉 （敬称略・順不同）

「タイムカプセルレター～10 年後の未来予想図～」
を実施しました。 ハンギングバスケット講習会女性部

　11月６日（土）せせらぎ公園にて、市内の子供たち
が今の自分の想いや願いを10年後の自分に、大切な
人に手紙として伝えることを目的に、新型コロナウイ
ルス感染防止対策をしっかりと行い、開催しました。
　子供たちの真剣に手紙を書く様子や、明るい未来
を考え輝く目と笑顔により、今後の青年部活動への
励みとパワーをもらうことができました。

　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！

　10月10日(日)�福田園芸
様にて初めてハンギングバ
スケット講習会を開催いた
しました。とても立派な作
品が出来上がりました！参
加者は12名でした。

「女性部員募集中！」
　女性部の活動にご興味
がございましたら、ぜひご
参加ください。

青年部

　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。

　本補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作
成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事
業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサー
ビス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html https://www.jizokuka-post-corona.jp

［公募締切日］令和4年2月4日（第7回）
［対  象  者］全国の小規模事業者

［公募締切日］令和４年３月９日
　　　　　��(第６回)

［対  象  者］全国の小規模事業者
［補  助  率］補助対象経費の2/3以内
［補助上限額］原則50万円�

［補  助  率］補助対象経費の3/4以内
［補助上限額］100万円�

◆令和元年度補正予算
　「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」

◆令和２年度第３次補正予算 小規模事業者持続化補助金 
　＜低感染リスク型ビジネス枠＞

詳細 詳細

事業と暮らしの相談

 押印不要の時代 
　委任状や契約書などの書面には氏
名を書いた上で捺印をするのが一般
的です。では、捺印が無い委任状、契
約書等は無効なのか？
　上記のものは法律上「私文書」に該
当するものです。故に、氏名の記載（署
名）があれば捺印（押印）がなくても
有効な文書となります。
　法的には署名だけで足りますが、慣
習上捺印を要求するのは後日その有
効性のトラブル防止のためです。
　なお、諸般の申請書等への押印省
略が進みましたが、業務により必要と
されるものがありますのでご注意くだ
さい。

行政書士　中野　美春

税務相談会で
インボイス登録
相談できます！



広　告

◆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

税金や経理のことのご相談は…

〒365-0075 埼玉県鴻巣市宮地4-12-5

E-mail●kobayasu0924@gmail.com
https://account-office5884.jimdofree.com

☎048-507-7676 受付時間
平日9：００～17：00

税理士 小林保広 （関東信越税理士会会員）

税理士小林保広

小林保広税理士事務所

検索

そうだ
税金！

事業名 日　時 会場 参加人数
コロナ禍における接客戦略セミナー 10月28日（木） 商工会本所 21人

定期健康診断 11月1日（月）～ 1月31日（月） 各医療機関 255人
優良従業員表彰式 11月18日（木） クレアこうのす 30人

珠算検定 11月21日（日） 市民活動センター 24人
歳末大売出し 12月4日（土）～ 12月26日（日） 市内各店 52店
インボイス講習会 12月15日（水） クレアこうのす 25人
MEO対策セミナー 12月3日（金） 商工会本所・Zoom 12人

鴻巣ひなちゃんカードは２月１日（火）
に恒例イベント、成田山新勝寺日帰り
バスツアーを開催いたします。

鴻巣ひなちゃんカードご加盟についてのお尋
ねは、事務局（商工会内☎541-1008）まで
お気軽にどうぞ。

※�参加費のお支払いには満点カード１枚以上が
必要です。当旅行参加費は満点カード１枚＝
６００円と換算し、不足する金額は現金を申
し受けます。

1
月

年末調整指導会
11日㈫・12日㈬［会場］商工会本所
13日㈭ ［会場］吹上支所
18日㈫ ［会場］川里支所
18日㈫ 労務・税務定例相談会

［会場］商工会本所
20日㈭ 新年賀詞交歓会

中止
25日㈫～
2月14日㈪

彩の国ビジネスアリーナ
※オンライン開催

2
月

1日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

14日㈪ 決算指導会
［会場］商工会本所

15日㈫ 労務定例相談会
［会場］商工会本所

22日㈫ 決算納税相談会
［会場］吹上支所

25日㈮ 理事会
［会場］市民活動センター

28日㈪ 決算納税相談会
［会場］商工会本所

3
月

1日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

1日㈫
2日㈬

決算納税相談会
［会場］商工会本所

8日㈫ 決算納税相談会
［会場］川里支所

15日㈫ 労務定例相談会
［会場］商工会本所

26日㈯
27日㈰

※26日は
吹上会場

のみ

鴻巣市さくら祭り
［会場］〈鴻巣 〉鴻巣公園

〈吹上 〉鎌塚公園・
            元荒川親水護岸周辺

〈川里 〉あかぎ公園

加盟店募集中！加盟店募集中！
鴻巣ひなちゃんカード鴻巣ひなちゃんカード

参加費：6,000円
定　員：先着30名様

　中小企業の受注確保・販路開拓・技術
力向上を目的に毎年さいたまスーパーア
リーナの会場で開催している国内最大級
のビジネスマッチングイベント「彩の国ビ
ジネスアリーナ」は、コロナの感染拡大防
止により、昨年に引き続きオンライン展示
会として開催することとなりました。
開催期間

令和４年１月25日（火）～2月14日（月）
 詳細は公式サイトへ 
●https://bizmatch.saitama-j.or.jp/

　令和４年１月１日より、電子取引は電子による保存が義務化（２年の猶予有り）となり
ました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。保存要件に
沿った電子保存が行われていない場合、青色申告の承認取り消しの可能性もあるため、
早急に対策が必要です。

〈③電子取引〉の電子保存が義務化されました

《国税庁HP》 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

 クーポン利用期間
● 11月号広報折込み分クーポン利用期間は、令

和3年12月31日を持って終了しています。
● 12月号広報折込み分
　令和4年1月1日（土）から令和4年1月31日（月）

 使用済みクーポン券の換金期限 
● 11月号広報折込み分
　令和3年12月15日（水）から令和4年1月18日（火）
● 12月号広報折込み分
　令和4年1月19日（水）から令和4年3月1日（火）

オンライン彩の国ビジネス
アリーナ開催のお知らせ

こうのすグルメプラス応援隊クーポン
利用期限及び換金期限のお知らせ

電子帳簿保存法改正電子帳簿保存法改正

電
子
帳
簿
保
存
法
を
　

　
　
　
ざ
っ
く
り
解
説

会計ソフト等で
電子的に帳簿を作成

①電子帳簿等
　保存

スキャナ読取・スマホ
撮影で保存

授受したデータを
そのまま保存

②スキャナ
　保存

③電子取引

紙で授受

データで授受

今後のスケジュール

　役員改選が行われ、新しいスタッフで広報委員会も行われています。はじめて目にする編集作業、楽しさ
も感じます。ここ２年「コロナ」、「自粛」ばかりで新しい出会いがなかったような気もしますが、ようやく芽吹
きが感じられるようになりました。仕事も人間も新しい出会いによって活性化されていくものです。さあ私た
ちもやっと一歩を踏み出していきましょう。� 佐藤泰彦

鴻巣市商工会のSNSはこちら 公式ライン
アカウント Twitter Facebook


