
　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
心よりお慶び申し上げます。また、昨年中は長期化するコロナウイ
ルス感染症の影響のなかではありましたが、３年ぶりに「おおとり
祭り」などの地域振興事業も、多くの市民の皆様のご支援をいた
だきようやく再開することができました。心より感謝申し上げます。
　さて、わが国の経済は、収束の見えない新型コロナウイルスや、
ロシアによるウクライナ侵攻から起因するエネルギー問題等、様々
な要因から厳しい状況が続く一方で、商工会員の多くを占める中
小企業・小規模事業者の方々は、労働力人口の減少をはじめ、経
営者の高齢化や後継者不足による事業承継問題など、様々な課題
が山積しており、まだまだ好循環を実感できない状況が続いてお
ります。
　このような現状ではありますが、本年こそはポストコロナを見

据え小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」に沿って、
多様化している会員のニーズに的確に対応するため、「行きます！
聞きます！提案します！」のキャッチフレーズの下に役職員一丸とな
りながら、きめ細やかで丁寧な指導と支援を行うことにより、会員
の皆様それぞれの事業所の経営力向上に努めてまいります。
　今後とも、中小企業・小規模事業者の皆様方を支援するため、
市をはじめとする行政や金融機関など関係機関との連携を図りな
がら、会員企業のサービス向上と持続的発展、地域経済の活性化
に取り組んでまいります。引き続きご支援・ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
　結びに、市民生活が一刻も早く日常を取り戻し、本年が皆様に
とりまして、明るく健やかで大きな飛躍の年となることを心からご
祈念申し上げ、年の初めの挨拶とさせていただきます。

会長　山本明伸
輝かしい新年を迎えて
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1
月

10日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会館

10日㈫
11日㈬

年末調整指導会
［会場］商工会館

17日㈫ 年末調整指導会
［会場］市役所吹上支所

24日㈫ 税務定例相談会
［会場］商工会館

2
月

7日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会館

14日㈫ 事業承継相談会
［会場］商工会館

2
月

15日㈬ 決算指導会
［会場］商工会館

27日㈪ 決算納税相談会
［会場］市役所吹上支所

27日㈪ 理事会
［会場］市民活動センター

3
月

2日㈭
3日㈮

決算納税相談会
［会場］商工会館

6日㈪ 決算納税相談会
［会場］旧川里支所

7日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会館

3
月

14日㈫ 事業承継相談会
［会場］商工会館

25日㈯
26日㈰

※25日は
吹上会場

のみ

鴻巣さくら祭り
［会場］〈鴻巣 〉鴻巣公園

〈吹上 〉鎌塚イベント広場・
            元荒川親水護岸周辺

〈川里 〉あかぎ公園

4
月

4日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会館

11日㈫ 事業承継相談会
［会場］商工会館

18日㈫ 税務定例相談会
［会場］商工会館

下旬 理事会
［会場］未定

　約５００本の桜が元荒川親水護岸の両側に咲き
誇り、夜には提灯が点灯し、幻想的な空間が楽し
めます。模擬店出店やステージイベント開催します。

約２００本の桜が鴻巣公園を囲み、商店直売市・
キッチンカー・各種イベントなど家族皆様で楽し
めます。

約２００本の桜が咲き誇る中、直売市やステージ
イベント、ミニＳＬなどの催し物を開催します。

※新型コロナウイルス感染状況により、内容が変更となる場合がございますのでご了承ください。

鴻巣さくら祭りのお知らせ

吹上会場
（鎌塚イベント広場・元荒川親水護岸周辺）
日時：令和5年3月25日（土）・26日（日）

鴻巣会場
（鴻巣公園）

日時：令和5年3月26日（日）

川里会場
（あかぎ公園）

日時：令和5年3月26日（日）

　今年度の鴻巣さくら祭りにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大以前のにぎわいを
取り戻したいと考えております。感染防止対策を徹底したうえで、開催する予定です。

[発行所] 鴻巣市商工会 [発行責任者] 山本 明伸
[連絡先] 〒365-0038 鴻巣市本町6-4-20 tel:048(541)1008 fax:048(541)1071
[会員数] 1,766件 ※令和4年12月7日現在

鴻巣市商工会の最新情報はこちら→
https://www.kounosu-sci.or.jp/

地域応援宣言!!
はじめよう！未来への挑戦
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ご協賛いただきありがとうございました!! 女性部４０周年記念講演会女性部

　青年部活動として「こうのす花火大会」「チャリティーゴル
フ大会」「サンタが街にやってくる！」事業を行い、多くの方
からご協賛いただきました。特に花火大会は４年振りの開
催ということもあり、励ましの声やご協力いただいたおか
げで大好評に終えることができました。今後も地域との繋
がりを大切にしつつ、事業を通じて「愛」「夢」「感動」を伝え
ていきます！
　青年部では、一緒に活動してくれる部員（１８歳〜４５歳）
を随時募集しております。あなたも入部して地域のため、
人のために活動しませんか？

　１１月９日（水）に鳥飼玖美子氏をお迎えして「SDGs！異
文化コミュニケーション」講演会を開催いたしました。
こうのすシネマにて多くの方にご参加いただき異文化につ
いてとてもわかりやすくご講演いただき、大好評でした。
　女性部では様々な講習会等がありますので、ご興味の
ある方はぜひ女性部へご入会お待ちしております♪

青年部

鴻巣市プレミアム付商品券
　有効期限が１月３１日（火）までとなっております。
期限が過ぎた商品券は使用できませんので期限までにご利用ください。

２月１日（水）より取扱ができませんので、間違ってお預かりにならないようにお気を
つけいただき、ポスター等の取り外しもお願いいたします。
換金期限は２月１７日（金） です。２月になりましたら換金漏れの無いよう
レジの中をご確認いただき期限までに指定の銀行までお持ちくださいませ。

「見本」

「見本」

大
型
店
・
小
規
模

店
共
通
券

小
規
模
小
売
店

専
用

◇ 令和元年度補正予算・令和３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。

現在の公募中の補助金

●�公募締切日 第11回：令和５年2月下旬
●�対　象　者 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

詳細は�http://www.syokoukai.or.jp/
s0003/030/20161025101827.html

経営革新計画を作成してみませんか？

「経営革新計画」は、経営の向上を目指して「新たな取組」を
行うための３～５年の中長期計画のことです。専門家の方が
ヒアリングを行い、事業計画書を策定してくれます！
もちろん費用は無料になります！

●自社の現状を分析し、目標達成に向けて「いつ」
　「だれが」「何を」すべきかを明確にできる
●目標が明確になるので、社員と目的意識の共有ができる
●補助金申請の際に必要な事業計画書作成にも活かせます

補助金申請はしたいが、事業計画書

等の策定方法がわからない方へ

会員向け金融・許認可・事業承継・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。
＊ 労 務 定 例 相 談 会は令 和４年４月より月１回の定 例 相 談から随 時

ZOOMによる相談に変更しております。（事前予約制 ）

［対　　象］��鴻巣市商工会員
［開 催 日］��金融、許認可→毎月第１火曜日�

事 業 承 継→毎月第２火曜日�
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
［申　　込］��お電話にて申し込みください。TEL：048-541-1008
　　　　　��※2月・3月は税務相談会の実施はありません。

� 金融、許認可・事業承継、労務、税務定例相談会のお知らせ

ご登録事業所の皆様へ



◇新規加入会員（令和４年10月～12月）  （敬称略・順不同）

決算・納税相談会等のお知らせ

令和５年１月１０日（火）商工会館
　　　　　　１１日（水）　　〃　
　　　　　　１７日（火）市役所吹上支所
時　間　　　9：40 〜11：20／13：30 〜15：50

令和５年２月２７日（月）市役所吹上支所
　　　　３月　２日（木）商工会館
　　　　　 　３日（金）　　〃
�������　　　�　 ６日（月）旧川里支所
時　間　　　� 9：40 〜11：30／13：30 〜15：50

令和５年２月１５日（水）商工会館

　数に限りがご
ざいますので、ご
希望の方はご連
絡ください。

商工会窓口にて
インボイスの手引き
「実践編」配布中！

小規模企業共済って
知ってますか？

国が中小企業経営者の
皆様へ準備した
セーフティネットです！

加入者の声

Spica body therapy
（スピカボディセラピー） 
鴻巣市宮前
令和４年３月開業
９月加入

個人事業主または会社役員の方が廃業や
退職後の生活資金を準備するもの

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控
除」として、課税対象所得から控除できます

共済金の受取は、一括の場合は「退職所得
扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得
扱い」となります

開業を考えていたところ、知り合いから
商工会を紹介されました。税務署への
手続きなどの初歩的なことから丁寧に
教えていただきました。その時に、「事業
主は廃業しても退職金のようなものはな
いので、将来的なことを考えてみたら？」
と【小規模企業共済】への加入を勧め
ていただきました。少額の掛金で加入で
き、確定申告の時には所得控除を受け
られ、給付を受けるときは退職所得控除
が適用される等の説明を受け加入を決
めました！申込書を記入するだけで、その
後の手続きについては商工会にお任せ
できたので安心でした。

「　　　ビジネス商談会のご案内」

商工会員であれば参加費無料！！
これからの新規取引先の拡大に！！これからの新規取引先の拡大に！！

企業交流・連携の促進を目的としたビジネス交流
会を開催いたします。
情報交換や自社のアピールの場としてご利用くだ
さい。また、協力企業を求める発注側企業のみ
ならず、地元企業との横の連携拡充にご活用くだ
さい。参加費は無料になってます!!

令和５年2月21日（火）��14：00〜 18：00
上尾市文化センター（上尾市二ツ宮750）
無料
令和５年１月３１日（火）まで
上尾商工会議所 詳細は当会まで

日　時
会　場
参加費

申込締切
主　管

年末調整指導会

決算指導会

決算納税相談会

事　業　所　名 住　　所 代表者名 事業内容

一般社団法人在宅��生活支援パートナー協会 鴻巣市生出塚1-1-3 玉城　郁夫 在宅生活支援
鴻巣市にぎわい交流館にこのす 鴻巣市中央1-32 町田　哲雄 飲食業
Owl 鴻巣市袋588 中井佑有子 リラクゼーション�アロマトリートメント
(合)楽楽楽〈サンラク〉不動産 鴻巣市袋906-3 亀田　克幸 不動産業
KAMS 北本市本町2-6-21 栗田　裕之 空調設備
はすだこ 蓮田市西新宿6-134-2 木下　俊雄 たこやき
理美容室care 鴻巣市人形4-4-79 河野　秀幸 理美容室
Garden-Works 鴻巣市天神3-10-28 矢内　伸好 造園業
鴻巣たまちゆ鍼灸院 鴻巣市本町7-8-30 佐藤麻衣子 鍼灸
ミーチャンキッチン�Mi-CHAN��KITCHEN 鶴ヶ島市鶴ヶ丘306-12 金子　　綾 キッチンカー・テント出店
プロップス 吉見町谷口126 今井　智之 中古自動車
人事労務オフィスSORA 鴻巣市ひばり野1-9-19 佐藤麻里子 社会保険労務士
炭火焼鳥　勝味 鴻巣市本町5-6-14 勝見　公一 飲食業
インディー 鴻巣市本町4-3-11-102 髙瀬　　亘 ラーメン
こうのすキッチンはなりま 鴻巣市雷電1-7-20 岡部　花子 弁当、カレー、パン、菓子、コーヒー等
ゆず接骨院 鴻巣市鴻巣1186-8 桑原　志保 接骨院
グリーンテラス 鴻巣市大間4-11-13 室谷　秀男 仏具、香炉
纏 鴻巣市逆川2-7-11-101 中川　翔太 フルーツサンド
㈱奥居コーポレーション 鴻巣市郷地432-1 奥居マーク 外国人向け自動車学校、自動車販売
広田園 鴻巣市広田2604 小河原正純 花の生産、卸、小売り
みんなの田舎倶楽部 鴻巣市新井437 渡邊佳津江 自然農業体験イベント、貸会場、野菜販売
tria 鴻巣市本町5-8-23 清水　由佳 ネイルサロン
渡邉　嘉清 鴻巣市氷川町68-5 渡邉　嘉清 コンサルタント業務
アーネストリンド 鴻巣市滝馬室345-1 横田　健治 生活用等関連商品のネット通信販売
矢部　一夫 鴻巣市下谷1644-1 矢部　一夫 不動産業
㈱F・Assist 鴻巣市大芦321-2 福田　行正 塗装業
やき鳥　富屋 鴻巣市筑波1-2-20 工藤　富利 飲食業
JPS 鴻巣市関新田445-11 吉田　　隆 総合設備
ウィステリアン 鴻巣市松原3-16-5 安藤　勇一 バランスウエイト(車両）

上尾版



　除夜の鐘の音を聞いて翌朝ゆっくりとおせち料理をいただき、初詣と
親戚周りの後にはお年玉狙いの初売りが始まるというのが商人の年中
行事でしたが、年神様もコロナウイルスを追い払えずに、重い空気の
ままの新年が今年も始まってしまうのでしょうか。ここにきて変異株に

も効果のあるワクチンが開発され日本製の内服薬も発売され、新型コロナウイルスに
打ち克つ機運が高まってきました。今年こそ全てのイベントについて規制が全く無く
なり、自由な商業環境に戻ることを正夢としたいです。� 黒澤　章

事業名 日　時 会　場 参加人数等

こうのす花火大会 10月１日（土） 糠田運動場他 600,000人
疫病退散！
おおとり祭り 10月16日（日） 旧中山道 90,000人

コスモス
フェスティバル

10月22日（土）
�����　23日（日）

コスモスアリーナ
ふきあげ 30,000人

インボイス講習会 10月25日（火） クレアこうのす 41人
商業２団体
合同視察研修 10月26日（水） ところざわサクラタウン他 14人

女性部記念講演会 11月９日（水） こうのすシネマ 45人

優良従業員表彰 11月17日（木） クレアこうのす 53人

珠算検定試験 11月20日（日） 商工会館 19人

歳末大売り出し 12月２日（金）
����〜25日（日） 鴻巣市内 41店舗

日　時 2023年 1月16日（月）7：50集合

（※）6000円（満点カード10枚相当）

先着30名様（最小催行人数：12名）

※当旅行参加費は、ひなちゃん満点カード1枚＝600円と換算し、
　不足する金額は現金を申し受けます。

集合・帰着
参加費
定　員

デイリーヤマザキ前（JR鴻巣駅東口 エルミこうのす）

鴻巣ひなちゃんカード鴻巣ひなちゃんカード

PR

◆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！

　今回の視察研修は、居宅介護支援事業・カフェ事業を行っている合同
会社マルトク・飯能銀座商店街の代表の方より講演をしていただき、街の
活性化についての取組内容を学びました！
　また2020年11月に完成した「ところざわサクラタウン」を視察。角川武
蔵野ミュージアムの建物、本棚劇場の造りやプロジェクションマッピング
は圧巻!!
　現場では、所沢市役所職員の方より、COOL�JAPAN�FOREST構想につい
てのお話を伺いました。これからまだ変わって行く所沢市は注目です。
今回の視察研修で学んだことを今後の事業を検討する際に活かして行き
たいです！

日　時 �令和４年１０月２６日（水）　 参加人数 １4名　視察研修先 �飯能市・所沢市
商業２団体(商業部会・鴻巣奉仕会)合同視察研修を３年ぶりに開催

合同会社マルトク　
代表社員
小室　舞氏

「空き店舗
活用について」

飯能銀座商店街
理事長
駒井　敏弘 氏

「飯能銀座商店街
の取組について」

　　事業と暮らしの相談

　　　　　　　　���　土地所有権放棄が法制化 

　相続登記については、相続の開始、所有権を取得した日から３年以内に手
続きすることの義務化が令和６年より施行予定です。
　先代より思いもよらない不要な土地を相続することになった場合、以後の
管理をどうするか、思案にくれる方々も多いです。
今般成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法
律」が救世主になるのでしょうか。
　所有者不明土地問題の解決策の一つとして制定された制度ですが、本制
度では、承認申請、法務大臣による要件審査・承認、申請者が１０年分の土
地管理費相当額の負担金納付、国庫帰属になっています。
細部は未定の部分もありますが、実務面での活用では非常にハードルの高
い壁があり、今後の推移を見守りましょう。

行政書士　中野　美春

　11月17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３名、永年勤続賞21名、勤
続賞13名、精勤賞
16名、合計53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

成田山成田山新
勝
寺

新
勝
寺初詣初詣

参加費のお支払いには「ひなちゃん満点カード」が1枚以上必要です

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

2023年

幸福祈願
新春


