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平成30年度 経営計画作成支援セミナー

受講生募集！

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、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）
日 時
内 容

10 月３日（水）18：00〜21：00
・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
・各種補助金の概要
・補助金の活用例
・計画書（申請書）作成のポイント

個別支援
日 時

講師

遠藤 陽介

氏

（中小企業診断士）

会場 稲敷市商工会館

（稲敷市江戸崎甲548-3）

◆対 象 商工会員 （※注 小規模事業者）
◆定 員 20 名（申込順）
◆受講料 無料
※注 小規模事業者とは常時使用する従業員が以下の通りの事業所です。

10 月中旬〜1 月下旬
9：30〜16：30の間で個別時間割
を組み実施

内 容

補助金申請に役立つ
セミナー＆個別作成支援

●卸売業・商売業・サービス業………………………5人以下
●サービス業のうち宿泊・娯楽業……………………20人以下
●製造業・建設業その他………………………………20人以下

・経営計画書作成
・補助金申請書類作成の個別支援

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】

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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事業報告

女 性 部

社会に貢献する

青 年 部

第19回 INASHIKIカップリングパーティー開催のお知らせ
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？
時】平成３０年９月２３日（日）●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
女性１,０００円
【会
費】 男性５,０００円
【参加資格】男性／２０歳以上４０歳くらいまでの独身の方
女性／２０歳以上の独身の方
※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９月１２日（水） 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！
【お問い合わせ】ＴＥＬ：０９０−８８１８−２６０３
▼

●4月 ゴキブリ団子作り講習会

▼

【日

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↓
●6月 視察研修会
（とちぎ蔵の街→岩下の新生姜ミュージ
アム→あしかがフラワーパーク）

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

●7月 江戸崎祇園祭踊り参加

初 優 勝 飾 る !!

●8月 いなしき夏まつり模擬店出店

【今後の事業】
①11月 3日（土）文化祭模擬店出店
②11月12日（月）「茨城県商工会女性部連合会創立40周年記念式
典」及び「茨城レディースいきいき物産展
2018」が水戸市「県民文化センター」にて同時
開催されます。

女性部員募集！

青年部員
募集！

●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

チラシブログSNSで役立つ!! 写真を活かして業績アップ!!

講座内容

デジカメ・スマホの
プロ直伝！
上手な写し方
日 時
会 場
定 員
主 催
申込み

３級 小貫
坂本
久松
糸賀
４級 平山

自社の商品をより良く見せる方法があったら知りたく
ありませんか。撮った商品が、美味しく見え、カッコ
良く見え、結果としてお問い合わせが増え、売上向上
につながっている会社・お店が多くあります。本セミ
ナーでは、販売促進としてお客さまの購入意欲を高め
る写真の 撮り方 と 基本 のテクニックをお伝え
致します。皆様のご参加をお待ちしております！
◆当日は、「スマホ」または、「デジカメ」をご持参ください。
◆お店の写したい商品もあればご持参ください。

9月11日 火 14：00〜17：00
稲敷市商工会館 会議室 受講料 無料
30名（定員になり次第締め切りさせて頂きます）
稲敷市商工会 商業部会・サービス業部会
TEL：029-892-2603 担当：黒羽(くろは)・石田

第189回 珠算検定合格者
１級 坂本

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）○稲敷BASSトーナ
メント（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）

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！！

◆伝わる写真とは
◆プロがとるときに意識すること
◆見せたいものを目立たせるコツとは
◆「売れる！」写真は○○○を作ること
◆ココだけを抑えればOK！商品撮影のコツ
◆暗くなりがちな写真を明るくする
◆実践ワーク、他

唯愛 （黒木珠算塾） ５級 久松
高野
真那 （小貫珠算塾） ６級 佐藤
美紅 （小貫珠算塾）
健太郎（黒木珠算塾） ８級 海保
海保
舞
（黒木珠算塾）
大湖
琹愛 （黒木珠算塾） ９級 青山

＜第50回茨城県商工会青年部野球大会＞

平成 30 年８月 29 日（水）に行われた『第 50 回茨城
県商工会青年部野球大会』において、稲敷市商工会青年
部野球部初となる優勝を果たしました。
一回戦 vs 常陸大宮市 7-0、二回戦 vs 大洗町 14-3、決
勝戦 vs 桜川市 7-0、全試合五回コールドゲームにて圧
勝し、稲敷市商工会青年部野球部が県南地区代表とし
ての重責を全うし稲敷市の名声を轟かせま
した。
10 月 23 日（火）に千葉県市川市で初の
大舞台、関東大会に出場いたします。
部員一
同頑張りますので青年部野球部ナインに熱
いご声援よろしくお願いいたします！！

渕上 真由

氏

【講師プロフィール】
一般社団法人フォトコミュニケ―ションⓇ協会
代表理事 フォトグラファー
フォトグラファーとして精力的に活動しつつ、写真の魅力を伝える
ために年間100回以上のセミナー・講演を行う。NHK、日経新聞
などのテレビや雑誌、新聞等のメディアでも写真を伝え、企業研
修も行う。 写真は人を笑顔にするコミュニケーションツール と
いう考えのもと、一眼レフの撮影方法だけでなく、気軽に撮れる
iPhoneに特化したセミナーなども行っており、写真を楽しめる人
と環境づくりを進めている。

（実施日：平成30年6月17日）

優介 （黒木珠算塾）
太聖 （黒木珠算塾）
翔太朗（黒木珠算塾）
朋美 （黒木珠算塾）
琴美 （黒木珠算塾）
優汰 （黒木珠算塾）
莉子 （黒木珠算塾） （敬称略）

次回検定日

平成30年11月18日（日）
予定です。
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３商工会合同セミナー

消費税軽減税率対応窓口相談等事業

習慣形成のための習慣作りセミナー

消費税率引上げの時代でもお客様の心を掴み売上を伸ばす。

仕事に誇りを持ち、喜んで働く。
「人に能力の差はなし、あるのは習慣の差」

講 座 内 容

日時

現役の店長が自ら学んだことをおしみなく公開します !!
ＰＯＰ広告”現在は小売店舗では広く用いられている手法です。しかし、その用途と効果を
きちんと理解していないと、売上げにはつながりません。本講座では、注目されるコピーのつ
くり方やターゲット別のキーワード、購買意欲をそそる色使いなどをわかりやすくお伝えい
たします。また消費税引上げに伴い、価格表示の変更や禁止表現等についても解説いたしま
す。
“すぐ”
“誰でも”
“手軽に”できる手づくりＰＯＰの書き方を、実習を通して学び魅力あふれ
るお店づくりとともに売上アップを目指しませんか。皆様のご参加をお待ちしております。

講師

あなたは、今なぜ働くのでしょうか。なぜそのお
仕事に就いたのでしょうか。
同じ事をやっていても、前向きに喜んで取り組む
人とそうでない人がいるのは、なぜでしょうか。
それは、能力の差や性格の違いによるものなので
しょうか。
合同セミナーでは、習慣形成・能力開発のプロ
フェッショナルである吉井氏をお招きし、習慣形成
のための習慣作りをテーマに、仕事に誇りを持ち、
喜んで働くためのメソッドを学びます。

よしい

吉井

まさし

雅之

氏

平成30年 10 月12 日（金）
18：00〜20：00

定員

30名 （定員になり次第締切ます）

受講料

無料

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：稲敷市商工会/石田まで）

消費税軽減税率制度説明会のご案内 （竜ケ崎税務署）
事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説
明会を開催します。多くの事業者の方に関係のある制度です
ので、ぜひ説明会にお越しください。
消費税の軽減税率制度は、来年10月１日からの消費税率の10％へ
の引上げと同時に実施されます。
軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、
例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、
消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ご
との区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。

場所

定員

稲敷市商工会（稲敷市江戸崎甲548-3） 30名

※説明会への参加を希望される方は、下記のお問合せ先まで、お電話での事前
登録をお願いします。

＜お問い合わせ＞

●竜ケ崎税務署法人課税第一部門
●電話 0297 66 1303（代表）

※お電話の際は、自動音声案内に従って「２」を選択してください。

共催／◆稲敷市商工会 ◆稲敷市青色申告会
◆( 一社 ) 竜ケ崎法人会稲敷地区会 ◆竜ケ崎間税会

最低 賃金
最低賃金 2018 〜 2019 の近隣県の比較表
都道府県名 2018年最低時間額 2019年最低時間額

増加額

茨城県

796円

822円

26円

栃木県

800円

826円

26円

群馬県

783円

809円

26円

埼玉県

871円

898円

27円

千葉県

868円

895円

27円

東京都

958円

985円

27円

茨城県の地域別最低賃金
平成30年の茨城県の最低賃金は、時給
「822円」です。これは平成30年10月1日
に定められ、次回の改定日（原則として
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●消費税引上げと価格表示への注意
●これからの時代は手づくりPOPでとことん売る！
●簡単に作れる手づくりPOP、実践POPの書き方
●売上げをアップさせる手づくりPOPのつけ方
●手づくりPOPを戦略的に活用しよう 等

日時

河内町商工会館（河内町長竿3566-1）

平成30年 10 月15 日（月）
10：30〜11：30

講師

講 座 内 容

場所

日時

手づくり POP で 売上アップ!

実践！

平成30年 10 月 2 日（火）
14：00〜16：30

場所

稲敷市商工会館 会議室

定員

20名（先着順）

よしい

小熊

まさし

憲之

氏

現役靴販売店マネージャーであり、コン
サルタントとして活動している。効果的
な販促手法の解説、事例なども加えた講
座内容は各地で好評を得ている。

受講料 教材費/1,000円※当日会場にて申し受けます。
教材はそのままお持ち帰り頂けます。

主催／◆稲敷市商工会◆茨城県商工会連合会
◎お申込・お問い合わせ（担当：稲敷市商工会/石田まで）

低利な自治金融をご利用ください
概

要

稲敷市内の中小企業の方
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

年 1.01％ ※経済情勢により変わることがあり
ます。
平成30年8月現在

1年後）が来るまで、茨城県で働く労働
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

※信用保証料の全額補助が受けられます。

連帯保証人

資金使途

融資利率

信用保証料率
年0.45％〜年1.90％
原則法人代表者のみ
担

保

必要に応じて
年率 1.01％の低金利でお借入ができます。
（※平成 30 年８月現在）
市町村によっては、信用保証料の一部または
全額補助、利子の一部補助なども行っていま
す。詳細は各市町村の商工担当課または商工
会議所･商工会の窓口へお問い合せください。

※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。

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。
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いなしきのなかまたち 会員紹介 協同組合 聖苑香澄売店（江戸崎地方衛生土木組合所管）
発足当初の公営斎場は、当時の５ヶ町村（江戸崎町・新利根町・
東町・桜川村・美浦村）のもとでの共用開始となり、５ヶ町村か
らの要請により、地元の桜川村商工会が運営の委託を受け、平成
11 年 4 月 1 日設立（営業開始）となりました。その後、平成 17 年、
稲敷市の誕生により、稲敷市と美浦村の管理運営となりました。
「いつの日も真心込めておもてなし」を基本方針として、ご利
用なされる皆様方に、丁寧な接客を心掛けております。
待合室
セット料理（おもいで）
お料理のご用命は、随時係員がご説明にお伺いいたします。ま
た、江戸崎地方衛生土木組合のホームページでも掲載されており 事業所名：協同組合聖苑香澄売店 代表理事／平山 隆
住
所：〒300-0614 稲敷市須賀津1872-6（公営斉場内）
ますので、ご確認ください。

☆地域に貢献 !

☆常に低価格に挑戦 !!

●売店内販売品／葬祭用礼式袋類・数珠・茶菓子・他各種飲物類等
●料理部門／通夜振舞い・忌中払い等の会席料理他、幕の内弁当類

Ｔ Ｅ Ｌ：029-840-6133
Ｆ Ａ Ｘ：029-840-6155
ホームページ：http://www.shokokai.or.jp/08/084481s0003/index.htm

※ホームページよりお料理のパンフレットがご覧になれます。

新会員紹介
●建設業部会

（順不同敬称略）
（Ｈ30年8月20日現在）

高佐

稲敷市角崎 577-14

株式会社 長谷川商事

稲敷市伊佐部 1060

平野住宅設備

稲敷市上根本 838-13

ＮＤサービス

稲敷市高田 2393

第14回

聖苑香澄

●サービス業部会
（一社）里の心

●商業部会

新利根チーズ工房
ダイアナ ドリーミン
ヤング・ケア株式会社

稲敷市清久島 1032
稲敷市東大沼 1510-6
稲敷市沼田 1637-2
稲敷市柴崎 7493-1

稲敷市文化祭 出店希望者募集！

１１月３日
（土）に新利根総合運動公園
にて『第 14 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。

●開 催 日
場
●会
●開催時間
容
●内

平成30年11月3日（土）
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。
● 募 集 数 13店舗（定員になり次第終了）
事 ・芸能ショー （予定芸能人／新鳴海聖子・山口かおる・小金沢昇司）
●催
・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。

第14回

稲敷市商工会

（対象者／商工会会員事業所）
●お問い合わせ先／（担当：黒羽）

チャリティーゴルフ大会

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。

開催日時
開催会場
参加資格

平成

30 年 10月 10日（水）8時 スタート

霞南ゴルフ倶楽部（稲敷市伊佐部 1450）
商工会会員、従業員及びその家族

※写真はイメージです

【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。
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