平成二十九年度
優良従業員表彰式

５月 日通常総代会席上にて永年勤続

地元金機関他多数の御来賓ご

店長︑茨城県商工会連合会︑

村清日本政策金融公庫土浦支

本昭稲敷市産業建設部長︑田

議会産業建設常任委員長︑宮

市議会議長︑若松宏幸稲敷市

県議会議員︑高野貴世志稲敷

副市長を始め︑細谷典幸茨城

五月二十三日︑内田稲敷市

画・収支予算︑同特別会計予

承認︑平成二十九年度事業計

理特別会計について原案通り

並びにえどさき笑遊館指定管

十八年度事業報告・収支決算︑

晴義氏を議長に選出︑平成二

表彰に続き︑桜川支部の平山

が出席︒永年勤続優良従業員

のうち六十四名︵委任状含む︶

総代会には︑総代一〇九名

おめでとう

を行いました︒

優 さんが謝 辞

つくば工場清原

表彰者を代表して大和紙器株式会社

により表彰されました︒

れぞれ地域産業の発展に尽くされた功績

名︑茨城県商工労働観光部長賞１名がそ

市 長 賞 １ 名 茨 城 県 商工 会 連 合 会 長 賞 ２

今年度は稲敷市商工会長賞１名︑稲敷

臨席の中︑江戸崎吉田家にお

ございます︒

優良従業員表彰式を開催しました︒
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算︑その他提出議案について

第13回

いて︑第十三回稲敷市商工会

年度

は原案通り可決・決定され役
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通常総代会を開催いたしまし

員選任では黒田和義青年部長

表彰されたみなさん
おめでとう
ございます。

平成
た︒

が承認されました︒

︽本年度重点事業︾
一︑商工会組織率向上と指導体制の強化
一︑経営発達支援計画に基づく伴走型経営支援の実施
一︑小規模事業者経営持続化補助金申請の支援
一︑経営革新支援事業への取り組み強化
一︑消費税転嫁相談窓口の設置
一︑自治金融あっせん業務の円滑なる推進
一︑茨城県制度融資認定業務の円滑化・迅速化
一︑専門家相談事業の拡充
︵弁護士・司法書士・労務士︶
一︑商工会報
﹁いなしき﹂
の発行
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議長/平山晴義氏

全議案満場一致で原案可決承認
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夢への第一歩！
めざせ独立創業！

稲 敷 創 業塾

受講生募集

稲敷創業塾は、独立創業、事業承継対象者で経営の経験がない方等を対象に集中講座を通し、創業して成功するために必
要な「経営」
「財務」
「人材育成」
「販路開拓」の知識を学ぶことのできるセミナーです。
稲敷創業塾を受講した方は、稲敷市創業支援事業計画に基づき『特定創業支援事業者』
として証明書が発行され以下の
優遇措置を受けることが出来ます。
（創業塾を全日程受講された方が対象）
①創業関連保証を創業の 6 ヶ月前から受けることができ、金額も 1,500 万円まで拡充されます。
②株式会社等を設立する際の登記にかかる登録免許税が半分に軽減されます。
（資本金の 0.7％→0.35％、最低税額 15 万円→7.5 万円）
③稲敷市独自の優遇措置が受けられます。
（利子補給又は保証料補給）
④創業補助金・事業承継補助金を申請することが出来ます。
（創業、事業承継の時期によってはご利用できない場合があります。）

■創業セミナー（受講料／無料）（定員／30名）※先着順
日

程

8月7日
（月）

時

間

19：00〜21：00

講座・テーマ
夢を実現する創業
・創業の心構え ・創業のステップと準備

■創業塾 （受講料／4,000円）（定員／20名）※先着順
日

程

時

※『特定創業支援事業者』の証明書は発行されません。

間

講

師

遠藤陽介氏
（中小企業診断士）

・創業で失敗しないために

※開講後のキャンセルはご返金致しかねますので予めご了承ください。

講座・テーマ

講

師

8月21日
（月） 19：00〜21：00

夢を形にするビジネスプラン
・なぜビジネスプランが必要か ・ビジネスプランの全体像
・ビジネスプラン作成のポイント

8月23日
（水） 19：00〜21：00

おさえておきたい経理の話①
・確定申告とは ・開業時に必要な届出について ・所得税、法人税、消費税について

村松清美氏
（税理士）

8月28日
（月） 19：00〜21：00

おさえておきたい経理の話②
・勘定科目について ・経理処理について ・決算書の作成について

村松清美氏
（税理士）

8月30日
（水） 19：00〜21：00

社会保険・労働保険の基礎知識
・社会保険について ・労働保険について

石井治美氏
（社会保険労務士）

18：00〜19：00

開業のための資金計画
・資金調達方法と借入時の審査ポイント

日本政策金融公庫土浦支店
（融資担当者）

19：00〜21：00

ビジネスプラン作成①〜マーケティング戦略〜
・経営に必要なマーケティングの知識 ・市場分析と販路開拓のポイント

遠藤陽介氏
（中小企業診断士）

9月11日
（月） 19：00〜21：00

ビジネスプラン作成②〜財務戦略〜
・経営に必要な数字の知識 ・必要資金の算定と収支計画

遠藤陽介氏
（中小企業診断士）

9月19日
（火） 19：00〜21：00

ビジネスプラン作成③〜プラン作成〜
・ビジネスプランに作成 ・ビジネスプラン発表

遠藤陽介氏
（中小企業診断士）

9月4日
（月）

申込方法

遠藤陽介氏
（中小企業診断士）

TEL又は『稲敷市商工会HP』より申込用紙をダウンロードしていただき必要事項をご記入
の上、FAXにてお申し込み下さい。

ホームページ http://www.inashiki.or.jp/

検索

稲敷市商工会

●お問い合わせ先／稲敷市商工会：稲敷市江戸崎甲548-3 TEL.029-892-2603
●後援／稲敷市 ●協力／日本政策金融公庫土浦支店 稲敷金融団

平成29年度 経営革新セミナー

受講者 経営革新といっても、むずかしいことではありません。自社の強みを活かし
募集！ てちょっとした工夫をすることにより、経営を向上させることなのです。

なかなか景気回復の実感がもてない業種が多く見られます。その理由
は、「競合他社が多数存在する」
「大口の受注が大きく減少している」
「市
場が縮小している」など様々ですが、対応策は同じです。自ら事業所を変
えることです。具体的には新規の客層を見つける、ビジネスの中心とな
る新商品を開発する、販売方法や営業方法を変更するなどです。このセ
ミナーでは各事業所の経営革新（事業所を変える活動 ) を支援します。
事業所の将来、
今こそ、
考える時です！

集合研修の後、専門家の個別支援を受けながら、事業所独
自の
「経営革新計画」
を作成し、
県に承認申請することがで
きます !
県の承認を受けると、
従業員のモチベー

ションがアップし、顧客の信用も高まります。
低利融資などの支
援策も用意されています。

■会
場 ／美浦村商工会
■受 講 料 ／1，
０００円
■定
員 ／20名（先着）
■受講対象 ／美浦、稲敷、河内、各商工会 会員

FAX.029-892-4964

経営革新セミナープログラム
◆集合研修（座学）
●第１回

7月13日（木） 午後６時〜８時

〈テーマ・内容〉
１．経営革新計画承認制度とは
２．今ビジネスを変えることの重要性
３．県内企業の経営革新事例
４．新たな取り組みを考える手法を学ぶ

◆個別支援
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

７月２０日（木） 経営革新計画作成（経営革新の方向性）
７月２８日（金） 経営革新計画作成（経営革新の方向性）
７月３１日（月） 経営革新計画作成（別表補助資料の作成）
８月 ３日（木） 経営革新計画作成（別表補助資料の作成）
８月２１日（月） 経営革新計画作成（別表補助資料の作成）
８月２４日（木） 経営革新計画作成（別表補助資料の作成）
８月２５日（金） 経営革新計画作成（最終仕上げ）
未 定
経営革新計画作成 申請・意見交換会

★個別支援の時間は各参加者の希望を基に、個々に調整します。
※申請・意見交換会の日程については後日、受講者にご連絡します。
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新会員紹介

（順不同敬称略）
（Ｈ29年5月31日現在）

●サービス業部会

有限会社 福島企画印刷

●建設業部会

稲敷市上根本 278

株式会社 相島仮設

稲敷市柴崎 1492-5

専従者
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29年７月3日（月）から７月１0日（月） 【ご持参いただくもの】
（但し、土曜日・日曜日を除く）
□専従者・従業員等への給料の支払額（１月から６月）
源泉税納付
期限は
午前１０時から午後４時
がわかるもの。
７
月
１
0
日
□扶養控除等を受ける方は、扶養家族の名前・生年月日を
●場所／稲敷市商工会
です。
お調べください。
電話 ０２９（８９２）２６０３

□税務署より、昨年１１月に送付された納付書
□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。

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。

●稲敷市全域 平成29年7月13日（木）14：00〜16：00
※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。

《巡回指導重点目標》①食の安全は原材料のチェックから（原材料の衛生管理）
②その記録がわが身をまもる
（製品の衛生管理）

稲敷市・河内町・美浦村3商工会共催【社員教育セミナーのご案内】
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

29 7 26

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

管理職・管理職候補者

29 7 19

日

参加費
1,000円

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

会

【研修内容】

【研修内容および目標】

Session-1 自分の行動から学ぶ目的意識
コミュニケーションと人間関係構築の心理
企業に求められる
「おもてなし」
とは何か。
Session-2 適切な思いを伝えるお客様対応
アサーティブな考え方。
Session-3 ひとを動かすワンランク上のマナー対応。

参加費
1,000円

各自の持つ部下を指導する視点や指導力など
「意識変革」
「目的意識」
「経営感覚」の強化。
Session- 指導力養成

講師
本間義昭

氏

講師
石川恵美

●デキない人からデキる人への育成法
●リーダーシップの基本条件である思考力
判断力から生まれるチーム力強化
●褒めと叱りのテクニック

氏

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

ちょっと考えてみませんか？私たちの将来

ライフプラン・コンサルタントサービス
ージブラルタ生命からのご提案−

ジブラルタ生命保険株式会社

本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町

ミ

コール
センター

ナ

ジ

ブ

ロック

0120-37-2269

【ジブラルタ生命のホームページ】http://www.gib-life.co.jp/
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第48回 稲敷市 毎年恒例！

ふな釣大会開催

6月11日 日

午前5：00〜午後2：00（午後2：00検量締切）

場所/稲敷市全水域

雨天決行

【受付場所】小松屋旅館、新利根屋、水神屋食堂、中島屋、
堀井つり舟店、松屋ボート、レストランあづま

『第２回稲敷バストーナメントin霞ヶ浦開催のお知らせ』
●日時：平成29年6月25日(日)
※荒天中止

予備日７月２日（日）

●受付：ＡM6:00／開会式ＡM7：30
終了／PM2：30
●会場：「和田公園・浮島運動広場」
住所／稲敷市浮島5020-2
【当日イベント】小学生対象たいけん教室（オリジ
ナルルアー作成・バスボート試乗体験など）ビン
ゴゲーム・大抽選会・記念撮影・稲敷市商工会青
年部による「幻の焼きそば」販売、稲敷市観光協会
加盟店舗による模擬店 など

【お問い合わせ】TEL：090-8818-2603

6/17土〜6/30 金

参加店

6/23

金

「江戸崎かぼちゃフェア」で は、期 間 中 か ぼ
ちゃを使ったお菓子や料理が手軽に味わえ
ます。6 月 17 日（土）に「こもれび森のイバライ
ド」で開催されるイベントや、かぼちゃフェア
参加店各店舗にて趣向を凝らした逸品を取り
そろえています。

青木菓子店、飯野屋、茶夢、ケーキ工房ヌマザキ、イバライド
福本菓子店、東郷菓子舗、カフェぼっくり、吉田家、大包寿司、とらや

江戸崎
商店街にて

江戸崎かぼちゃフェアin

こもれび森のイバライド

6/17 土

10:00〜
（雨天決行）

ステージイベントあり
お楽しみ抽選会あり

えどさき大参集 開催!!

商店街各店舗にてセールや江戸崎笑遊館にて朝採れ野菜
などを販売。夜は笑遊館にて即席屋台村「ほろよい横
町」も開催。江戸崎かぼちゃを使った料理も提供されま
す。詳しくは、笑遊館ホームページをご覧下さい。

●笑遊館ホームページ
http://syoyukan.com/
笑遊館

検索

いなしき夏まつり
会場：江戸崎総合運動公園
さじき席＆

オープニングイベント

テーブル席

7月5日 えどさき笑遊館で発売開始

花火大会
開催

8 19
月

日（土）
※荒天順延20日
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