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〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3  Tel.029-892-2603  Fax.029-892-4964
ホームページ http://www.inashiki.or.jp/　メール mail@inashiki.or.jp

稲敷市商工会

稲敷市商工会は、稲敷市内の商工業者を支援するため
に法律に基づいて設置された経済団体です。お気軽に
お問い合わせください。

新規に創業予定の方や創業まもない方
経営でお困りのことはありませんか？

市内事業者の皆様へ市内事業者の皆様へ

商工会では、会員を募集しています。商工会では、会員を募集しています。
経営に関する身近なサポーター ！稲敷市商工会に入会しませんか！

【随時受付】

あなたの企業のちからになります。

持続化補助金申請に役立つ
         セミナー＆個別作成支援

平成29年度 受講生募集！経営計画作成支援セミナー経営計画作成支援セミナー
　このセミナーは、自社の経営分析を通して、経営における強み・弱みを把握し、経営計画書を作成、販路開拓・売上向
上を目指す内容となっております。
　さらに持続的発展に向け、「小規模事業者持続化補助金（限度額50万円補助金）」申請を支援いたします。

計画書作成支援セミナー（座学）
18：00～21：0010月２日（月）

・経営計画の作成の意義
・経営計画立案の考え方・進め方
・経営環境分析
・持続化補助金・ものづくり補助金の概要
・持続化補助金の活用例
・計画書（申請書）作成のポイント

・経営計画の作成の意義
・経営計画立案の考え方・進め方
・経営環境分析
・持続化補助金・ものづくり補助金の概要
・持続化補助金の活用例
・計画書（申請書）作成のポイント

稲敷市商工会館
（稲敷市江戸崎甲548-3）

◆対　象
◆定　員
◆受講料

◆対　象
◆定　員
◆受講料

商工会員（小規模事業者）
20名（申込順）
無料

商工会員（小規模事業者）
20名（申込順）
無料

遠藤  陽介 氏
（中小企業診断士）

日  時

内  容

個別支援セミナー

9：00～16：00の間で個別時間割
を組み実施

10月中旬～12月中旬

・経営計画書作成
・持続化補助金申請書類作成の個別支援
・経営計画書作成
・持続化補助金申請書類作成の個別支援

日  時

内  容

※上記セミナーに参加し、かつ初めて申請され
　る方が優先になります。

会場

講師
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●視察研修会
　日光東照宮が創建400年。陽明門が40年ぶりの大修復を終え
たとの事で視察をしてきました。実際に目の当たりにするとそ
の輝きたるや圧巻!! 次々と修復された彫刻等を目にしていき言葉
が出ないくらいの感動に包まれました。
　道中は、たえずにぎやかで、普段はなかなか会えなくお互い
が離れている事業所の方や、業種の違う部員の方々の交流がで
きました。

　平成２９年８月１９日（土）に行われた『2017稲敷夏まつり
花火大会』に於いて『稲敷市商工会青年部による幻の焼きそば』
を販売しました。毎回大変ご好評をいただいてお
り、花火打ち上げ前に用意した900食が完売にな
りました。お買い上げ
いただきました皆様あ
りがとうございまし
た！またのご来店をお
待ちしております！！

青年部員
募集！

女性部員募集！

稲敷市商工会青年部では経営者、後継者としての資質向上を目的
とした様々な事業や地域貢献事業などを実施しております。また、
地域事業者との仲間づくりの場として是非ご活用下さい。

青 年 部社会に貢献する社会に貢献する女 性 部事 業 報 告事 業 報 告

竹内　瞬平
小貫　真那
坂本　美紅

４級 （黒木珠算塾）
（小貫珠算塾）
（小貫珠算塾）

根本　千夏
本宮　朋稀

３級 （桑島珠算塾）
（黒木珠算塾）

７級 高野　太聖 （黒木珠算塾）

５級 糸賀　舞
徳永　葵

（黒木珠算塾）
（黒木珠算塾）

８級 川崎　大地
平山　琹愛

（黒木珠算塾）
（黒木珠算塾）

９級 佐藤　翔太朗
𠮷澤　凛花

（黒木珠算塾）
（黒木珠算塾）

第185回 珠算検定合格者 （実施日：平成29年6月18日）

（敬称略）

次回検定日
平成29年11月19日（日）

　本年度は過年度の講習からバージョンアップし、
「管理職の部下育成・指導力養成研修」「中堅・若
手社員ステップアップ研修」を株式会社キャリア
ファクトリー21代表取締役の本間義昭氏、上級講師
の石川恵美氏をお招きし実施しました。
　7月19日「管理職の部下育成・指導力養成研修」
では、部下の心理面やリーダシップの発揮、褒めや
叱り、目標管理表の作成等、管理職としての様々な
課題について学びました。

第17回 INASHIKIカップリングパーティー開催のお知らせ 第17回 INASHIKIカップリングパーティー開催のお知らせ 

2017稲敷夏まつり花火大会に出店しました！！2017稲敷夏まつり花火大会に出店しました！！
http://www.e-seinenbu.com/couplling_party_entry.html
稲敷市商工会青年部ＨＰの申込フォーム↓
参加の申し込みは・・・携帯ＱＲコードの申込フォーム → 

＜主な事業＞○キッズ☆チャレンジショップ事業（地域貢献事業）○
INASHIKIカップリングパーティー事業（地域貢献事業）○カブトムシ相
撲大会（観光事業）○チューリップ祭りへの協力 ○いなしき夏まつり花火
大会への協力○野球大会（親睦事業） ○ゴルフ大会（親睦事業）

締め切り間近となっております。
参加のお申し込み、お待ちして
おります！

　毎回大変ご好評をいただいている稲敷市・稲敷市商工会青年
部が主催する「ＩＮＡＳＨＩＫＩカップリングパーティー」を
今月開催いたします。このパーティーはより多くの人に出会い
のチャンスを提供しようと開催されるものです。あなたも新し
い出逢いのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？

平成２９年９月２４日（日）●受付／午後１時  
●開会／午後１時３０分　●終了／午後６時３０分
オークラフロンティアホテルつくば　つくば市吾妻1-1364-1

▼男性５,０００円　 ▼女性１,０００円
男性／２０歳以上４０歳くらいまでの独身
女性／２０歳以上の独身
※応募多数の場合抽選・男性は稲敷市在住の方が優先となります
各７０人（男女各３５人）
平成２９年９月１２日（火）
ＴＥＬ：０９０－８８１８－２６０３

平成29年度　階層別研修実施平成29年度　階層別研修実施

【日　　時】

【会　　場】
【会　　費】
【参加資格】

【募集人数】
【締め切り】
【お問い合わせ】

●資格①商工会の会員で４5歳までの経営者・後継者・従業員②青年部活
動に賛同いただける方●年会費／8,000円（初年度は無料です。）
●お問い合わせ／稲敷市商工会／担当：和田まで

●資格①商工会の会員もしくはその配偶者または会員の親族で事業に従
事している方②年齢制限なし●年会費／3,000円

●いなしき夏まつり
　１週間前程から雨の予感。祭りの事前役員会では、出店内容
について会場に遊びにきた皆様がいかに喜んでいただけるかを
懸命に協議しているのを見ていると雨が降らないで欲しいと願
うばかり。
　当日、あやしい曇り空ではあるものの祭りが始まり、天候の
せいか来場者が少なく寂しいと思う中、わが女性部のテント内
では常に笑い声がたえずどんよりした曇り空が吹き飛んでしま
うほど明るく元気でした。
　次回は11月3日文化祭模擬店へ参加しますので是非元気をも
らいに来て下さい！

仲間の輪を広げて稲敷市を盛り上げませんか？？
業種が違う方とも交流がもてますよ！！

　同じ管理職同士、業界を超えた内容の濃い、参
加者の活発なディスカッションが行われました。
同26日「中堅・若手社員ステップアップ研
修」では、仕事に対する向き合い方、自己を
みつめ、指導する立場の人間関係作りやア
サーティブ等を学び、さらに講義を超えそれ
ぞれが思うところを発言し合い、新たな気づ
きを多く見出しました。参加者の踏み出す力
に期待大です。
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レジシステム購入講習会レジシステム購入講習会

【講師】　河合正尚 氏

「うちの事業所でもできるの？」にお答えします！

部下指導に
活かす

タブレット型レジの知識と活用法タブレット型レジの知識と活用法 ～軽減税率対策補助金等の活用も検討しよう～～軽減税率対策補助金等の活用も検討しよう～～軽減税率対策補助金等の活用も検討しよう～

（消費税軽減税率対応窓口相談等事業）

日 時 平成29年

稲敷市商工会

30名（先着）

主催／稲敷市商工会・茨城県商工会連合会

共催／◆稲敷市商工会◆美浦村商工会◆河内町商工会
◎お申込・お問い合わせ（担当：石田まで）

◎お申込・お問い合わせ（担当：黒羽まで）

10月17日（火）14：00～16：00
場 所

定 員 無料受講料

（稲敷市江戸崎甲548-3）

河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所　代表

◆小売り、飲食、アパレル、宿泊施設等々で利用が増えているタブレット型のレジって何？
◆個店でも導入ができるの？
◆タブレット型のPOSが適した会社の規模とは？
◆普通のレジではできない、POSの便利な機能とは？
◆事例で見る導入までの流れ、導入費用、維持費用のシミュレーション
◆導入の判断やコスト削減のため、補助金情報を知ろう
　・H30.1.31 まで延長されたレジ補助金（軽減税率対策補助金）

講座内容

商
工
会
事
務
所

又
は
現
地
指
導

商
工
会

専
門
指
導
員

◆随時申し込み受付中 ※相談の秘密は厳守します。

【専門指導員】【専門指導員】

３商工会合同セミナー３商工会合同セミナー 美容講習会を開催します美容講習会を開催します

連帯保証人
原則法人代表者のみ

担　保
必要に応じて

※融資に関しましては、金融機関及び当協会の審
　査の結果、ご希望に沿えない場合があります。

概　要
稲敷市内の中小企業の方

資金使途
運転資金／設備資金

保証限度額
1,000万円

保証期間
7年以内

　経営者の方々の困りごとを商工会が窓口になっ
て、それぞれの分野の専門家を派遣し、解決する
制度です。

弁護士・司法書士・税理士・
社会保険労務士・行政書士等。
弁護士・司法書士・税理士・
社会保険労務士・行政書士等。

商
工
会
員

申込 依頼 指導

のコントロール
マネジメント9つのコツ

・「怒り」とは
・怒りは6秒が長さのMAX
・即効性のある5つのテクニック
・三重丸(～べきの境界線)
・怒りの体質を改善させる4つのテクニック
・分かれ道
・怒りのケーススタディ
・魔法の言葉（マイナスをプラスに)

講講 座座 内内 容容

30名

日 時

講 師

平成29年

美浦村商工会

10月24日（火）
14：00～16：00

場 所

無料受講料

（美浦村受領1264-1）

定 員

瀬戸口　仁 氏

（定員になり次第締切ます）

“怒り”“怒り”
怒りをコントロールして部下を上手にマネジメント

年率1.01％の低金利でお借入ができます。
※平成29年9月稲敷市では、信用保証料の全額
　補助を行っています。
　詳細は商工会の窓口へお問い合せください。

信用保証料率
年0.45％～年1.90％

融資利率

年 ％1.01
平成29年9月現在

低利な自治金融をご利用ください

　江戸崎美容組合、稲敷市・河内町・美浦村・各商工
会、茨城県商工会連合会では、毎年、美容界のトップレ
ベルの先生を講師に迎え、いち早く伝達講習会を開催
し、組合員、会員への最新の技術習得を目指します。
　今回は、編み込み技術の講習会となります。見学だけ
の参加も可能ですので、皆様の参加をお待ちしていま
す。
（参加資格は、美容組合員、商工会会員に限ります）

日 時 平成29年

稲敷市ふれあいセンター

10 月17 日（火）
10：00〜16：00

場 所
（稲敷市伊佐津3239-1）

無料受講料

※写真はイメージ

※経済情勢により変わることがあります。

※信用保証料の全額補助が受けられます。
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茨城県の地域別最低賃金

チャリティーゴルフ大会稲敷市商工会
第13回

10月平成 11日 時29年 （水）8 スタート
（稲敷市東大沼 402）アスレチックガーデンゴルフ倶楽部

商工会会員、従業員及びその家族

開催日時

開催会場

参加資格
【エントリーについて】申込用紙に必要事項をご記入の上、商工会窓口にてお申し込み下さい。
【注意事項】一般の方は、申し込みできません。予めご了承下さい。

※写真はイメージです

　稲敷市商工会では、会員事業所の福利厚生事業の一環として、チャリティーゴルフ大会を下記
要領により開催いたします。
会員の皆様の親睦と交流を図るべく、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。

　稲敷市商工会では、会員事業所の福利厚生事業の一環として、チャリティーゴルフ大会を下記
要領により開催いたします。
会員の皆様の親睦と交流を図るべく、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。

　１１月３日（金）に新利根総合運
動公園にて『第13回稲敷市文化祭』
が開催される事となりました。
　本年も商工部門として、下記に
より、地元商店と地元企業の奉仕
と宣伝を兼ね【特設売店】を設け
ることになりました。つきまして
は、皆様の参加ご協力をお願い申
し上げます。

平成２９年１１月３日（金）
新利根総合運動公園
午前９時～午後３時
売店又は事業所・商品PR等の出店
・テント（半張）・テーブル・イス・弁当を用意いたします。
・アルコールの販売は出来ません。
・動力は各自でご準備下さい。
１３店舗（定員になり次第終了）
・芸能ショー
 （予定芸能人／新沼謙治・琴音・鳴海聖子）
・消防広場、自衛隊広場等

※食品販売を希望される方は、「検便検査表」及び「取扱食品一覧」等の提出をお願いすることになります。
●お問い合わせ先／（担当：黒羽）

開 催 日
会 場
開催時間
内 容

募 集 数
催 事

●
●
●
●

●
●

第13回 稲敷市文化祭　出店希望者募集！第13回 稲敷市文化祭　出店希望者募集！

（順不同敬称略）（Ｈ29年8月31日現在）新会員紹介新会員紹介

石井防水
エクステリア白井

稲敷市光葉4-74
稲敷市蒲ヶ山42-57

株式会社エス・ジプロジェクト
●サービス業部会

稲敷市結佐3439

●建設業部会
稲敷市下太田678
稲敷市沼田2735-24

ＡＬＥＳＴシャッター
山幸架建

最低賃金2017～ 2018の近隣県の比較表

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

771円
775円
759円
854円
842円
932円

796円
800円
783円
871円
868円
958円

25円
25円
24円
26円
26円
26円

最 低 賃 金

　平成30年の茨城県の最低賃金は、時給
「796円」です。これは平成29年10月1
日に定められ、次回の改定日（原則とし
て1年後）が来るまで、茨城県で働く労

都道府県名 H29年最低時間額 H30年最低時間額 増加額

働者に適用される最低賃金となります。
もし茨城県で働いていて、この金額に満
たない時給で働いていたら、それは違法
状態にあるということです。定められた
金額を支払わない雇用主は、50万円以下
の罰金刑に処される可能性があります。

最低賃金とは？
　最低賃金は、最低賃金法に基づき国が
定めた賃金の最低限度額のことを言いま
す。正社員、パート、アルバイトなどの
勤務形態に関係なく、使用者は労働者に
対して、最低賃金額以上の賃金を支払わ

なければなりません。最低賃金には全産
業共通の「地域別最低賃金」と、これと
別途に設定される特定産業向けの「特定
最低賃金」の2種類があります。このう
ち「地域別最低賃金」は、最低賃金審議
会の調査審議に基づき都道府県単位で設
定され、その地域内の事業場の全てに対
して適用されるものです。 

必ずチェック最低賃金！
使用者も、労働者も。
最低賃金は10月１日が発行予定です。

（対象者／商工会会員事業所）
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