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日本政策金融公庫

国民生活事業による

『一日公庫』in 稲敷市商工会のご案内
開催日 平成２９年１１月２９日（水）※予約制
時 間 午前１０時から午後３時（1事業所30分程度）
場 所 稲敷市商工会（2階会議室）

この度、稲敷市商工会では日本政策金融公庫と連携し、上記の日程で
『一日公庫』
を開催いたします。
『一日公庫』
では、
公庫の融資担当者が、
融資の御相談、
お申し込みを頂いたお客様と面談いたします。

「一日公庫」はこんなにお得！

こんなご要望はありませんか？

●日本公庫まで足を運ばなくても、当商工会で融資担当者との面
談が可能です。
●経営指導員が待機しているので、安心して面談をお受けいただ
けます。
●融資の審査結果は、事前に決算書等の資料を提出していただけ
れば、その日にご連絡するよう努めます。（面談の内容等によ
り審査結果のご連絡が後日となることもあります。）
●ご相談や融資制度のお問い合わせも可能です。

●円高の影響で、売り上げが落ち込んでいたが、冬に向けて忙し
くなりそうなので、仕入資金を手当てしたい。
●従業員へ冬のボーナスを出してあげたいので、資金を準備したい。
●設備が老朽化したので、新しいものに買い替えたい。など、さ
まざまなご要望に、「一日公庫」をご活用いただけます。

消費税軽減税率
補助金制度
A型

※お申し込み・ご相談を希望される方は、11月24日（金）までに
お電話にてご連絡下さい。お待ちしております！※予約制 ◆担当【石田】

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模
事業者等の方が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改善など
を行う場合にその経費の一部を補助する制度です。

複数税率対応レジの導入など支援

Ｂ型

受発注システムの改修等支援
概要

概要

電子的受発注システムを利用する事業者が、複数
税率に対応するために必要となるシステムの改修
入替を支援

複数税率に対応できるレジの新規導入や、既存の
レジの改修を支援

補助率

補助率

原則2／3、但し３万円未満のレジ導入の場合
3／4、タブレット等の汎用機械は1／2

２／３

補助額上限率

補助額上限率

レジ、１台あたり20万円。さらに設定や設置費
用に１台あたり20万円を加算。複数台を導入す
る場合、１事業者200万円が上限

小売事業者の発注システムの場合1000万円、卸
売り事業者の受注システムの場合150万円、両
方の場合1000万円

申請期間
平成30年1月31日までに申請（事後申請）。但し、受発注システム指定事業者改修型（B−１型）についてはシステム改修
等の前に申請し、交付決定後平成30年１月31日までに改修入替を完了し事業完了報告書を提出（事前申請）。

●詳しくは軽減税率対策補助金ホームページ （http://kzt-hojo.jp/）をご覧ください。

稲敷市商工会

あなたの企業のちからになります。

〒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
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稲敷市商工会
チャリティーゴルフ大会

13

回目を迎え

年 部

●江戸崎の雛まつりに関する取材がありました!!

第18回 INASHIKIカップリングパーティー開催のお知らせ

成田国際空港「くうこうだより」の記事に取り上げて下さると
の事で、当女性部も、10 月 30 日（月）笑遊館にて取材を受けて参
りました !!
特に毎年好評の手作りで気持ちのこもった「つるし雛」に関し
ての取材です !!
毎年テーマもあり、来年は「貝あわせ」
（写真掲載）です !!

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
来年1月に開催いたします。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？

時】平成30年１月27日（土）●受付／午後１時
●開会／午後１時30分 ●終了／午後６時30分
【会
場】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
【会
費】 男性5,000円
女性1,000円
【参加資格】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
【募集人数】各70人（男女各35人）
【締め切り】平成30年１月16日（火）
【お問い合わせ】ＴＥＬ：090−8818−2603

11 月 3 日（金）今年も模擬店に出店参加しました！
汗だくになるくらいの素晴らしい晴天に恵まれ、あっ
たかほくほくのじゃがバター他、団子・赤飯・饅頭・寿
司・惣菜・唐辛子・すりごま・飲み物等の販売を致しま
した。
いずれも好評のため完売です!!特にじゃがバターは、
すぐに列になり売り切れ後でも買いに来て下さるお客様
が残念がって帰られるほどの盛況ぶりでした!!

▼

【日

▼

●稲敷市文化祭（新利根総合運動公園多目的広場）
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参加の申し込みは・・・携帯ＱＲコードの申込フォーム →
稲敷市商工会青年部ＨＰの申込フォーム↓

http://www.e-seinenbu.com/couplling̲party̲entry.html

2017稲敷文化祭に出店いたしました！
平成29年11月3日（金）に行われた『2017稲敷文化祭』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。
お天気にも恵まれ、多くの方にご購入いただき、
用意した400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！

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。
＜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）
●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
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稲敷市食品衛生協会からのお知らせ
〜年末合同巡回指導を実施します〜
稲敷市食品衛生協会では、年末に多発する食
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11月27日（月）14：00〜16：00

●巡回指導重点目標
①検便の実施・井戸水の水質検査の実施
（全店舗対象）
②HACCP（ハサップ）の考え方に基づく
衛生管理の実施（飲食店・製造業対象）
③食肉は十分加熱して提供しよう
（飲食店・食肉販売業対象）

理容技術講習会

フェードカット 〜バーバースタイル〜
11 月 28 日（火）10：00〜

日時

平成29年

会場

稲敷市新利根地区センター（稲敷市伊佐津3239-1）

講師
主催

島田 良孝 先生
（千葉県理容組合講師

THDC理事、講師）

稲敷市・河内町・美浦村各商工会
茨城県商工会連合会 稲敷理容生活衛生同業組合

受講対象 各商工会員・稲敷理容生活衛生同業組合員

稲敷理容組合、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、理容界のトップレベ
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、フェードカット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。

＊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下さい。

※写真はイメージ

「お仕事探しいなしき」 稲敷市就労支援・企業情報発信サイト
「お仕事探しいなしき」とは・・・

「お仕事探しいなしき」は、稲敷市内の雇用促進を図るために立ち上げた、市公式の就労支援・企
業情報発信サイトです。稲敷市内の求職者のみなさんがお仕事を探す場としてはもちろん、市内在
住の方の採用を考えている事業者の皆さんが事業内容などをPRする場としてもご利用になれます。

登録料・利用料

無料

様 々なP R ができます！
POINT-1

求人情報

最新の情報をリアルタイムで掲載できます。

POINT-2

企業からのお知らせ

イベントやセール情報など自由にお知らせできます。

POINT-3

ビジネスマッチング情報

自社製品・特許情報・受賞作品等の PR ができます。他社との交流にも◎

POINT-4

企業見学・インターシップ情報

求職者が就職を考えるきっかけを作れます。

POINT-5

企業からのメッセージ

アピールポイント・経営理念・商品やサービスなど、企業を紹介することができます。

登録できる事業者

▶稲敷市内および近隣に事業所を有する個人事業者又は法人
▶稲敷市就労支援・企業情報発信サイト利用・運用規約に同意し順守すること。

お問い合わせ・お申込み
稲敷市役所 産業建設部商工観光課
TEL：029-892-2000
http://www.work-inashiki.jp/

専従者・従業員のいる方へ【年末調整事務個別相談会のご案内】
●開催期間／平成 30 年１月 4 日（木）〜１月 19 日（金）※但し、土曜日・日曜日・祝日を除く
●時
間／午前 10 時〜午後４時
●開催場所／稲敷市商工会 電話／０２９−８９２−２６０３

納付期限は１月 22 日（月）です

ご持参いただくもの
１．給料・賞与の支払額がわかるもの
２．専従者・従業員の氏名・住所・生年月日
３．扶養親族の氏名・生年月日
４．各種控除証明書（生命保険料・地震保険料等）

５．国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収証または証明書
６．支払者・受給者・扶養親族の個人番号（マイナンバー）
７．税務署より送付された年末調整関係用紙封筒
８．印鑑（認印可）

※年末調整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。
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※税務署及び市町村提出用に個人番号
（マイナンバー）
の記載が必要
になります。
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平成２9年度

笑遊まつり開催

毎年開催されております 笑遊まつり が、
１１月１８日(土)に開催されます。
今年も、綱引き大会、女子玉入れ大会、昭和の車展、吹奏楽やチアダンス
等のイベントが盛りだくさん。皆様、ぜひ江戸崎商店街へお越しください。
【日

時】平成２９年１１月１８日（土）午前９時〜午後４時
※雨天時は翌日に順延
【場 所】江戸崎商店街内（歩行者天国になります）
【内 容】第２９回綱引き大会・スポーツ玉入れ女子大会
昭和の車展(第３回 Show Your ＶＷ Meeting＠江戸崎商店街)
稲敷物産展・吹奏楽部演奏・チアダンス・トランポリンショー
えどさきカード交換会等
■スポーツ玉入れ女子大会まだまだ参加者募集中！
参加資格／一般女性の部・６名以内の高校生以上の女性（高校生のみのチームは不可）
シニア女性の部・６名以内の６０歳以上の女性※エキシビジョンマッチ
○優勝 ５万円 ○準優勝 ３万円 ○3位 １万円
○参加費／１０００円（１チーム）
◎えどさき笑遊館、稲敷市商工会に設置されている申込用紙に必要事項記入
の上稲敷市商工会まで持参又はＦＡＸ（参加料当日徴収）

いなしきのなかまたち 会員紹介 石井友佳司法書士事務所
『稲敷創業塾』２期生が、開業いたしました！おめでとうございます！
＜創業塾を受講して＞

と感じていた自営業者にな
創業塾は期待以上に充実 ることへの不安も和らいで
した内容で、中でもあまり いきました。
必要性を理解していなかっ
たビジネスプランの重要性 ＜事業所紹介＞
を知り、作成することがで
司法書士試験合格後、不
き た の は 大 き な 収 穫 で し 動産登記、商業・法人登記を
た。その作成過程で開業準 中心とする事務所で4年ほど
備の進捗度合いを自覚し、 修業し、今般５歳の時からほ
またある程度今後の見通し ぼずっと暮らしている稲敷市
が立ったことにより、漠然 において独立することにいたし

事業所名：石井友佳司法書士事務所
代表者名：石井友佳
業
種：司法書士
〒300-0508 稲敷市佐倉3299-1
ＴＥＬ：029-845-2283
ＦＡＸ：029-895-4875
Mail：y.ishii@ishii-jimusho.com
HP：http://ishii-jimusho.com

ました。これまでの経験をもと
に、それぞれのお客様に対し
て的確なサービスを提供でき
るよう日々努めてまいります。
よろしくお願いいたします。

新会員紹介

和食
あおやま

江戸崎
眼科

ネッツ
トヨタ

ヤマト運輸

石井友佳司法
書士事務所

（順不同敬称略）
（Ｈ29年10月31日現在）

●サービス業部会

飯島社会保険労務士茨城オフィス 稲敷市阿波 1552-3
石井友佳司法書士事務所

とん膳

さくら自動車株式会社 稲敷市蒲ヶ山 42-20

稲敷市佐倉 3299-1

市内事業者の皆様へ 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！
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？
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。【随時受付】
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