通常総代会

第10回

五月二十七日︑内田稲敷市
副市長を始め︑細谷典幸茨城
県議会議員︑大湖金四郎稲敷
市議会産業建設常任委員長︑
西野浩二茨城県中小企業課経
営支援室長︑宮本昭稲敷市産
業建設部長︑泊和太茨城県商
工会連合会指導部長︑飯島茂
春日本政策金融公庫土浦支店
長︑地元金機関他多数の御来

多数の来賓を迎え盛大に開催

〒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

よる消費需要の停滞や消費税転嫁

の困難さから︑依然として厳しい

状況が見込まれます︒

日本経済の根幹を支え︑地域の

コミュニティー維持の担い手であ

る小規模事業者は減少を続けてお

り︑この経済の活力の源泉・社会

の基盤である小規模事業者が真に

活力を取り戻さない限り︑日本経

済の再生はないとさえいえます︒

今こそ地域に密着した商工会

が︑経営革新や創業支援など各

支援策をフル活用し個々の小規

模企業者の﹁経営力﹂を高め︑

地域コミュニティーの中核とし

て﹁地域を支える活動﹂の展開

を強化・前進させることが必要
とされます︒

商工会は︑﹁小規模企業が主役

の日本へ〜日本経済の真の復活を

稲敷市商工会

公民館視聴覚室において︑第
十回稲敷市商工会通常総代会
を開催いたしました︒
総代会には︑総代一一〇名
︵欠員三名︶のうち六十六名
︵委任状含む︶が出席︒永年
勤続優良従業員表彰に続き︑
東支部の坂本中也氏を議長に
選出︑平成二十五年度事業報
告・収支決算︑プレミアム商
品券特別会計決算並びにえど
さき笑遊館指定管理特別会計
について原案通り承認︑平成
二十六年度事業計画・収支予
算︑同特別会計予算︑その他
提出議案については原案通り
可決・決定されました︒

会長あいさつ

目指して〜﹂をスローガンに︑域

内小規模事業者の支援に全力を挙

げ取り組む事はもちろん︑会員と

の信頼を深め︑企業の繁栄のため

献できる体制を構築し︑地域中小

の経営支援や地域経済活性化に貢
われわれ小規

企業の支援機関として︑また地域

啓泰
模事業者を取り

のコミュニティーの担い手として

青木

会員企業への経営支援と︑
共生共進を目指して
会 長

巻く経済環境

の機能を高めてまいります︒

ご協力をお願い申し上げます︒

会員各位︑関係機関のご理解と

は︑大企業を中
心とした景気回復の動きとは程遠
く︑更には消費税率の引き上げに
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議長/坂本中也氏
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平成26年度収支予算

平成25年度収支決算

（平成26年4月1日〜平成27年3月31日）

手数料等
3.07％

収入の部

（平成25年4月1日〜平成26年3月31日）

収入の部
手数料等
15.37％

手数料等
14.67％

会費
21.52％

県補助金
38.08％

収入総額

収入総額

会費
21.63％

92.000 千円
（100％）

県補助金
37.44％

93.090 千円
（100％）

市補助金
22.66％

市補助金
25.56％

支出の部

支出の部

資産取得支出
1.31％

資産取得支出
0.13％

資産取得支出
3.04％

資産取得支出
7.93％

管理費
16.69％
地域総合
振興事業費
18.02％

支出総額
92.000 千円
（100％）

《本年度重点事業》

1．商工会組織率向上
（会員増強運動）
と支援体制の強化
2．
「ものづくり・商業・サービス業革新補助金」認定の支援
3．
「小規模事業者持続化補助金」認定の支援
4．経営革新支援事業への取り組み強化
5．消費税転嫁対策相談窓口の設置
6．茨城県制度融資認定業務の円滑化・迅速化
7．自治金融あっ旋業務の円滑なる推進
8．専門家相談事業の拡充
（弁護士・司法書士・税理士等）
9. 稲敷プレミアム商品券の発行

10. 商工会報「いなしき」の発行

経営改善
事業費
59.88％

支出総額

地域総合
振興事業費
14.09％

93.090 千円
（100％）

《平成25年度主な実施事業》

1．経営革新支援事業への取り組み
2．平成 25 年度国の補正予算で新たに設けられた
「新ものづくり・商業サービス業補助金」及び
「経営持続化補助金」の申請支援
3．稲敷プレミアム商品券発行
15％プレミアム、6,000 万円発行
4．夏まつり、文化祭、稲敷ＰＲ物産展参加
5．藤田弓子新春講演会の開催
6．会員研修「東京湾クルーズ」
7．稲敷市賀詞交歓会の共催
8．チャリティーゴルフ大会の開催
9. 国保人間ドック健康診断事業
10. 労働保険事務組合業務
11. 稲敷市ごみ袋取扱委託事業

日通常総代会席上にて
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平成二十六年度
優良従業員表彰式

５月

永年勤続優良従業員表彰式を開

年以上の

39

催しました︒

今年度は勤続年数

平和建設㈱柴崎瀝青混合所の石

井正義さん︵茨城県商工労働部

長賞︶他６ 名の方が地域産業の

発展に尽くされた功績により表

彰されました︒

おめでとうございます︒

受賞されたみなさん
おめでとう
ございます。

管理費
15.06％

経営改善
事業費
63.85％

2
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えどさきカード招待バスツアー

東京湾リゾートシンフォニークルーズの旅
今回は、東京オリンピック決定記念招待旅行です。
まず、
１９６４年大会と昭和の象徴であった「東京タ
ワー」展望台から半世紀の変化を実感していただき
ます。
そして、
２０２０年大会のメイン会場予定の東京
湾沿岸地域をシンフォニー号「貸切り個室」
にてラン
チクルージングをお楽しみ下さい。
多くの方のご参加をお待ちしております。詳細及びお
申し込みは、
「えどさきカード」加盟店又は商工会まで
お問い合わせください。

貸切個室
＆
フレンチ

7 枚

ご招待

6 枚 ＋ 1,000円
5 枚 ＋ 2,000円
4 枚 ＋ 3,000円
3 枚 ＋ 4,000円
2 枚 ＋ 5,000円
1 枚 ＋ 6,000円

【お申し込み・お問い合わせ】
えどさきカード加盟店

マスコットキャラクター

県借換融資

江戸崎商業協同組合（稲敷市商工会内）
TEL：029-892-2603

しかし、
デザインも名前もまだ決まっていません！
そこで、
デザイン募集を７月より開始いたします。
詳細については決定次第、
市ホームページ等でお知らせしま
すのでそちらをご確認ください。
市民の皆様に愛されるキャ
ラクターをつくっていきます。
あなたのデザ
インが稲敷のキャラクターになるかも！？
皆様のご応募お待ちしております。

募 集！
！？

【問い合わせ先】
稲敷市観光協会（稲敷市役所商工観光課内）
TEL：029-892-2000
Mail：character@city.inashiki.ibaraki.jp

３つのメリットで、県内中小企業のみなさまを強力にサポートします！

2口以上の異なる
県制度を、

最長

年の
長期で
10
一本可可能

※一部借換いただけない制度あり

借換可能な県制度
3

東京タワー展望台→東京湾クルーズ→お台場

お一人様満点カード

稲敷市

デザイン

平成 26年 6 月18日発

記念
東京オリンピック決定

安心の
固定低金利
年率

15
・ ％ 〜18
・ ％

一定の要件を
満たした場合、

茨城県の保証料

補助1割有り

パワーアップ融資

セーフティネット融資

災害対策融資

経営合理化融資

小規模企業支援融資

緊急経済対策融資
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社会に貢献する

青年部

がんばってます！

女性部

千葉県北部ブロック商工会青年部と親睦野球 ゴキブリ駆除講習会
６月１１日（水）に阿見町民球場に於いて開催さ
れる「県南地区青年部野球大会」の強化試合とし
て、たつの子スタジアム（龍ケ崎市）にて千葉県北
部ブロック商工会青年部と親睦試合を行いました。
同チームとは昨年より交流を重ね茨城、千葉のネッ
トワーク強化を図っております。

５月１４日（水）午後７時よりゴキブリ駆除
講習会がおこなわれました。
ホウ酸・小麦粉・玉ネギ等を使いゴキブリ団
子を作りました。毎年好評で女性部のゴキブリ
団子は効果があり、ゴキブリを見なくなったと
のうれしい声もきこえています。

総会及び世界遺産日光輪王寺視察研修
５ 月 ２ １ 日 （ 水 ） あ い にく の 雨 の 中 、 総 会 及
び視察研修が開催され車中にて部長あいさつの
後、平成２６年度通常総会が開催されました。
第１号議案事業報告及び収支決算について
全国統一『絆感謝運動』
第２号議案事業計画及び収支予算について
全国統一『絆感謝
原案通り第１号議案、第２号議案承認可決され
運動』は、全国の商
ました。ご協力ありがとうございました。
工会青年部員が青年
視察先は日光輪王寺および徳川三代将軍家光
部と地域の「絆」に
公の霊廟大猷院、田母沢御用邸公園を視察して
ついて感謝し今後も
きました。
かぼちゃ公園清掃活動（昨年）
さらに強化していくこ
まずは、田母沢御用邸へ、雨のため新緑の庭
とを目的とした事業で、毎年６月に全国の青年部が一斉に 園 を 歩 く 人 は い ま せ ん で し た が 邸 内 は 大 正 天 皇
地域貢献事業を実施しております。
の御用邸ということで明治・大正ロマンあふれ
当青年部は江戸崎地区「パンプ前交差点」の清掃活 る 造 り に 感 動 し 大 正 天 皇 、 皇 后 の 十 二 単 衣 姿 の
動を６月１５日（日）に実施致します。
展示もありました。
世界遺産の東照宮・輪王寺・大猷院は現在平
新部員の紹介 ①氏名 ②事業所名 ③業種 ④地区
成の大修復の最中で輪王寺では普段みることの
できない修復中の建物内に入り解体中の仏像を
真近に見て、輪王寺大猷院では１３０段もの階
段を上り本殿へ、お坊さんに建築物の説明をき
き感心をし、次は上ってきた階段を足元に気を
①伊集 薫
①鴻野忠彦
①野口拓也
①墳崎嵩史
②㈲珍満飯店
②㈲大包
②野口工業
②Design lab Lights
付けながら下りバスへ帰路の道へ着きました。
③中華料理店
③寿司店
③斫り・解体工事
③衣類製造販売
④高田
④江戸崎甲
④鳩崎
④上君山
参加者のみなさんお疲れ様でした。今後の事
業も参加ご協力よろしくお願いします。

①宮崎勝矢
②㈲宮崎建築工業
③建築
④伊佐津

①柳瀬智浩
②柳瀬コンクリート
③建設
④伊佐津

①根本直義
②東正自動車
③自動車整備
④結佐

①根本敏宏
②NPO法人SMSC
③福祉
④阿波崎

青年部員募集！
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。
●資格
①商工会の会員で４１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：石田まで

4
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市内事業者 の皆 さ まへ
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。
県や市の下部組織と認識されることも多いのですが、独立した法人組織です。
市内商工業者をサポートするために、以下のような事業を展開しています。お気軽にご相談下さい。

サポート 1 制度融資をあっ旋します。

サポート 6 （小規模企業共済 他）

サポート 2 （弁護士・税理士・社労士 他）

サポート 7 （貯蓄と保障）

サポート 3 経営革新計画作成もサポートします。

サポート 8 が得られます。

サポート 4 確定申告もサポート。

サポート 9 （会員研修・人間ドッグ・ゴルフ大会）

サポート 5 事業主の特別加入も対応。

サポート10 します。

無担保無保証人のマル経資金や、低利な公的
専門家による経営相談が受けられます。
創業・経営革新の支援をします。

パソコンによる帳簿作成を低料金で行います。
労働保険の事務手続を代行します。

中小企業庁

事業主や従業員の退職金制度に加入できます。
貯蓄共済加入で大きな安心が得られます。
福祉共済加入で「けが」や「がん」への保障
福利厚生事業に参加できます。

その他、経営に関するあらゆるご相談に対応

を
者
業
事
模
規
小
中小企業・
応援します！

〜経営に役立つ情報をご紹介します〜
詳しい情報は、中小企業ホームページ
や中小企業庁が委託して運営する支
援ポータルサイト「ミラサポ」でもご覧
いただけます。

業
未来の企

（順不同敬称略）
（Ｈ26年5月27日現在）

●建設業部会

●工業部会

●サービス業部会

●商業部会

稲敷市江戸崎乙1551-32

ウィングスカンパニー
㈲元気企画
イシカワ

5

イト

検索

ミラサポ

新会員紹介
須藤建築

★応援サ

稲敷市四ツ谷640
稲敷市浮島3489-1
稲敷市釜井694

brax ブレエクス

稲敷市伊佐津1180

山下川魚店
Design laｂ "Lights"
（デザインラボライツ）

稲敷市下馬渡923
稲敷市上君山2812
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専従者・従業員のいる方へ
【源泉所得税個別相談会のご案内】
●開催期間／平成２６年７月１日（火）から７月１０日（木）
（但し、土曜日・日曜日を除く）
午前１０時から午後４時
●場

源泉税納付期限は

７月１０日です。

所／稲敷市商工会
電話 ０２９（８９２）２６０３

●ご持参いただくもの
１．専従者・従業員等への給料の支払額（１月から６月）がわかるもの。
２．扶養控除等を受ける方は、扶養家族の名前・生年月日をお調べください。
３．税務署より、昨年１１月に送付された納付書
４．必要な場合がありますので、印鑑（認印可）をご持参ください。
※
※

源泉税納付は重要な手続きですので、期間内に必ず行ってください。
源泉税が０円の場合も納付書の提出は必要となります。

印紙税法改正
平成２６年４月１日から領収証等に係る印紙税の非課税範囲
が拡大されました。

【改正前】税別30,000円未満印紙不要
【改正後】税別50,000円未満印紙不要

申込

商工会
依頼

専門指導員
指導

商工会事務所
又は現地指導

稲敷市商工会
専門家指導事業

商工会員

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︒

ご協力をお願いします︒

︻専門指導員︼
弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士等︒
◆随時申し込み受付中 ※
相談の秘密は厳守します︒

平成 年経済センサス基礎調査およ
び商業統計調査を７月１日現在で全国
一斉に行います︒
この調査はすべての事業所および企
業の活動状態を調査するものです︒
６月から７月に調査員が伺いますので︑
ご協力をお願いします︒
なお︑国から本社などへ直接調査票
が郵送される場合もありますのでまと
めてご回答をお願いします︒

■問い合せ先
稲敷市企画課統計係
０２９ ー８９２ ー２０００

２６

経済センサス・商業統計調査

領収証に『うち消費税○○円』または『税抜金額○○円』と
付記することにより税抜金額を領収金額として印紙税額を計
算することができます。

Best on.
Soluti
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稲敷市食品衛生協会からのお知らせ
夏期合同巡回指導を実施します
稲敷市食品衛生協会では、夏期に多発する食中毒を未然に防止し、
地域住民の健康を保護する観点から、竜ヶ崎保健所のご指導のもと、
食品営業施設の巡回指導を実施致します。
●江戸崎地区・東地区

【平成26年７月10日（木）14：30〜16：30】

●桜川地区・新利根地区

【平成26年７月24日（木）14：30〜16：30】

《巡回指導重点目標》

時間の都合で全営業施設を
巡回することは出来ませんので
ご了承ください。

①トイレの衛生・手洗い消毒
②衛生管理（健康管理）の実施
③食品衛生責任者自主管理記録簿への記録

平成２６年度調理師試験
予備講習会と申し込みのご案内
調理師試験

日

時： 8月23日(土)

場

所： 茨城県立医療大学または水戸葵陵高等学校

午後1時30分〜

※願書などは稲敷市商工会にあります。
事前審査
願書受付
予備講習会

日

時： 6月12日(木)午前10時から正午及び午後1時から午後5時

場

所： 竜ケ崎保健所

日

時： 6月26日(木)及び27日(金)午前9時から正午及び午後1時から午後5時

場

所： 県内各保健所

日

時： 8月7日(木)8日(金)

場

所： 取手市商工会

費

用： 34,600円(2日間の受講料、テキスト代、昼食代)

1階

中会議室

藤代支所

申込方法：予備講習会受講希望者は願書受付日に竜ヶ崎保健所にて申し込む。
問い合わせ

稲敷市商工会(担当/斉藤) 電話029-892-2603

第172回珠算検定合格者
２級 石川

孝太（黒木珠算塾）

３級 青木
椎塚

蘭波（黒木珠算塾）

拓海（青野珠算教室）

(実施日平成26年2月16日)

４級 松田友理恵（黒木珠算塾）
来栖日菜里（黒木珠算塾）
５級 野澤 茉依（桑島珠算塾）
松本愼之介（桑島珠算塾）
鈴木

琉世（黒木珠算塾）

７級 木村

修瑛（黒木珠算塾）

８級 安西

渉真（黒木珠算塾）

安西

田口

葵（黒木珠算塾）

伊藤絵利奈（黒木珠算塾）

（敬称略）

渉真（黒木珠算塾）

奏夢（小関珠算学院）

栗山紗耶加（小関珠算学院）
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えどさき街創り協同組合
だいさんしゅう

第１回 “えどさき大参集”イベント開催のお知らせ
平成２６年６月１３日（金）江戸崎商店街各店舗とえどさき笑遊館
にて、新しい売り出しセールを行います。

その名も“えどさき大参集（だいさんしゅう）”当日、商店街内の各参
加店舗で、ワゴンセールやプレゼント等、お店独自のセールを行い
ます。また、笑遊館では市内で採れた朝採り野菜の販売やあげも
ち等の販売、期間限定笑遊館カフェも行います。夕方からは、笑遊
館裏で即席屋台村“ほろ酔い横丁”を開催いたします。
江戸崎商店街にお越しの際は、
ぜひお立ち寄りください！

●笑遊館ホームページ
http://syoyukan.com/

検索

笑遊館

いなしきの なかまたち

稲敷の良さを再発見して下さい。
眼下に広がる、稲波干拓と竹林を望む鮨店。
その昔、干拓される前は、榎ヶ浦と言われていた湖で、
湖面に映る秋の月が美しかったと言われています。
Design エンバディデザイン/岩本勝也氏

パンプ

江戸崎総合高校

とん膳
ケーズ
デンキ

鈴幸
さん
ミニストップ

【でんわ】
（ご予約でお願いします）
０２９
（８９２）
４２３９
【営 業】
ひる／１２
：
００〜１４
：
００
よる／ １７
：
００〜２２
：
００
【定休日】 月曜日

至美浦トレセン

江戸崎
商店街

江戸崎総合高校
体育館よこ

江戸崎
眼科さん

至 125 号

至１２５号

至成田

【住 所】
〒300-0504 稲敷市江戸崎甲４５５−２

至稲敷 I.C 至阿見
セブン
イレブン

昼の御膳
12：00〜14：00 3,240円（税込）

〜稲敷市・河内町・美浦村３商工会 共催 セミナーのご案内〜
中堅・若手社員ステップアップ研修
管 理 職 育 成セミナー
入社３年〜10年目社員

日
会

２５ ７ １０

時 ：平成
年 月
日（木）
９：３０〜１６：３０（９時開場）
場 ：稲敷市商工会 ２階

参加費
1,000円

管理職・管理職候補者

日
会

【研修内容】
Session-1 自分の行動から学ぶ目的意識
コミュニケーション心理
人間関係構築のための心理
体質づくり，
対人関係のポイント
Session-2 求められる報告･連絡・相談・指示・命令
心構えと注意点の把握
Session-3 今さら聞けないマナー再確認
講師
人を動かすワンランク上の対応
本間 義昭氏
※途中，
昼食をはさみます

２５ ７ １７

時 ：平成
年 月
日（木）
９：３０〜１６：３０（９時開場）
場 ：稲敷市商工会 ２階

参加費
1,000円

【研修内容】
Session-1 部下指導における視点
Session-2 傾聴・アサーティブ・質問力の強化
指導力養成
デキない人からデキる人への育成法
チーム力強化
※途中，
昼食をはさみます

●お問合せ● 稲敷市商工会 ℡029-892-2603（担当：足立）及び各商工会
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