新役員紹介

役員補充が行われ︑理事に宮本欣
司氏︑監事に中村眞一氏︑両名の
新役員が選任されました︒
●稲敷市商工会

第 回総代会におきまして︑新役員が選
任されました︒商工業の更なる発展に努
め︑会員の皆様と共に歩んで行きたいと存
じます︒
なにとぞよろしくお願いいたします︒

●退任役員
地域商工業発展に尽力されました︒改め
て︑感謝の意を表します︒

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︑
プレミアム商品券事業の実施
一︑
専門家相談事業の拡充︵弁護士・司法書士・労務士︶

一︑
茨城県制度融資認定業務の円滑化・迅速化

５月 日通常総代会席上に
て永年勤続優良従業員表彰式
を開催しました︒
今年度は稲敷市商工会長賞１
名︑稲敷市長賞１名︑茨城県産
業戦略部長賞７名の方が︑それ
ぞれ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︒
表彰者を代表して筑波工業
株式会社入野正治さんが謝辞
を行いました︒
おめでとうございます︒

令和元年度
優良従業員表彰式

宮本欣司

元

年度

五月十七日︑筧信太郎稲敷市長を
始め︑伊藤均稲敷市議会議長︑中沢
仁稲敷市議会産業建設常任委員長︑
萩谷克巳稲敷市産業建設部長︑兵藤
日本政策金融公庫土浦支店長︑茨城
県商工会連合会︑地元金機関他多数
の御来賓ご臨席の中︑江戸崎吉田家
において︑第十五回稲敷市商工会通
常総代会を開催いたしました︒
総代会には︑総代一一〇名のう
ち七十四名︵委任状含む︶が出
席︒永年勤続優良従業員表彰に続
き︑江戸崎支部の糸賀国夫氏を議
長に選出︑平成三十年度事業報
告・収支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︑令和元年度事業計画・
収支予算︑同特別会計予算︑その

理事（青年部長）
一︑
経営発達支援計画に基づく伴走型経営支援の実施

一︑
商工会組織率向上と指導体制の強化

︽本年度重点事業︾

黒田和義
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表彰されたみなさん
おめでとう
ございます。

事

監

令和
他提出議案に
ついては原案
通り可決・決
定されまし
た︒その後欠
員役員に伴う

中村眞一
前理事
（前青年部長）

一︑
商工会報﹁いなしき﹂
の発行

1
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夢への第一歩！めざせ独立創業！

受講生
募集

第４回

稲敷創業塾

稲敷創業塾はは、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」の知識を学ぶことができる内容となっております。
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が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）

創業セミナー（受講料
日
会
講

時
場
師

無料）専門家の講演を通して、創業の意欲を高めるセミナーです。

令和元年 8月5日（月）19：00〜21：00
定 員 30名 先着順
稲敷市商工会 ２F会議室
『特定創業支援事業者』の証明書は発行されません。
遠藤 陽介氏（中小企業診断士）

創 業 塾（全 9 回

受講料 5,000 円）

創業に必要な知識を習得し、創業計画を作成します。又、全日程を受講された方 は、
『特定
創業支援事業者』の証明書が発行されます。
※第1回 8月22日（木） 第2回 8月26日（月） 第3回 8月29日（木）
第4回 9月 2日（月） 第5回 9月 5日（木）※第6回 9月 9日（月）
第7回 9月12日（木） 第8回 9月19日（木） 第9回 9月26日（木）
各日19：00〜21：00（※8月22日：18：30〜21：00 9月9日：18:00〜21:00）
員 20名 先着順
場 稲敷市商工会 ２F会議室
師 各専門家

日

時

定
会
講

０

ゼロ

から始める超入門講座 知って得する、
キャッシュレス化 !!

～ IT・スマホ・パソコン等、苦手な方 必聴！

あなたのモヤモヤ解消しませんか？～

クレジットカードに加え、スイカやパスモといった交通系IC カード 、楽天などのネット系カード 、PayPayな
どのQRコード決済等々、支払方法が多様化しています。2019年10月の消費税率引上げに合わせて消費者向け
のポイント還元がキャッシュレス決済を通じて行われる予定であることなど、キャッシュレス化の波がどんどん押
し寄せてきます。そこで、本セミナーは国内におけるキャッシュレス事情を踏まえて、支払方法によって店舗にど
のようなメリット・デメリットがあるかなどの基礎知識と、最終的にお店で選ぶべき決済方法の判断基準などをわ
かりやく解説いたします。ぜひ、この機会に疑問点を解消しましょう。

日

時 令和元年６月２４日（月）１４:００〜１６:００

会

場 稲敷市商工会

受講料

無料

会議室

※定員に達した場合のみ連絡させて頂きます。

定

員 ４０名

主

催 稲敷市商工会
講

茨城県商工会連合会

師 橋本 泉（はしもといずみ）氏

カリキュラム
１．軽減税率制度とキャッシュレス事情
２．支払方法別メリット ・デメリット
３．設備導入と費用対効果
４．キャッシュレス決済の安全対策
５．業界別の判断基準はコレだ！
自社に必要な決済方法の選び方
※メーカーの情報等は代表的なもののみ解説します。

（中小企業診断士・販売士検定 1 級）
東京生まれ。青山学院大学文学部史学科卒業。株式会社和光におい
て紳士服売場、婦人雑貨売場にて販売、商品開発、顧客情報管理、新
人研修、ディスプレイ担当。平成 8 年販売士検定 1 級取得、平成 9
年中小企業診断士として登録、現在に至る。経済産業大臣登録中小
企業診断士、販売士検定 1 級。

【お問合せ】
稲敷市商工会 TEL.029-892-2603
（担当 ： 古川・黒羽・石田）
2
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新会員紹介

（順不同敬称略）
（令和元年5月31日現在）

●工業部会

●建設業部会
真誠

稲敷市柴崎 166-6

沢辺建築

稲敷市松山 1926

株式会社森山工務店

稲敷市上馬渡 1069

櫻田総業

稲敷市沼田 2650-114

株式会社ボウチョウ

稲敷市佐原下手 256

本橋農園

稲敷市上根本 879

株式会社リフレクト

稲敷市柴崎 7831-3

●商業部会

●サービス業部会

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／令和元年７月１日（月）から７月10日（水） 【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
10
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
※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。

□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。

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 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

令和元年 7 月 18 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検便の実施・井戸水の水質検査の実施

②ＨＡＣＣＰ
（ハサップ）の考え方に基づく衛生管理の実施
ＨＡＣＣＰの制度化に向け法改正等の準備が進められています。
③食肉は十分加熱して提供しよう

平成 30 年度第 2 次補正予算

小規模事業者持続化補助金
募集中！

のご案内

事業資金は、低利な自治金融を
ご利用ください。
資金使途

補助上限
本事業は、持続的な経営に向
けた経営計画に基づく、小規模
事業者の地道な販路開拓や売上
拡大の取り組みを支援するた
万円
め、それに要する経費の一部を
費用の2/3補助
補助するものです。
小規模事業者が、商工会の助
言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販
路開拓等に取り組む費用の２／３を補助します。

運転資金／設備資金

【受付締切】一次締切：6月28日（金）
二次締切：7月31日（水）

元金均等分割払い

50

※補助金の採否については事業の有効性などの観点からの
審査があります。
※申し込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会
で書類を確認する作業が必要のため、締切日まで余裕を
持った日程で、商工会にご相談ください。
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保証限度額
1,000万円
保証期間
7年以内
返済方法
貸付利率

年 1.11 ％

※貸付利率は平成31年4月現在。
経済情勢により変わります。

信用保証料率
年0.45％〜年1.90％

※信用保証料の全額補助が受けられます。

連帯保証人
原則法人代表者のみ
（個人事業主の方は原則不要）

担保
必要に応じて
※詳しくは、商工会金融担当にお問
い合わせください。
※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。
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第４回 稲敷バストーナメント
in 霞ヶ浦開催のお知らせ
毎年ご好評をいただいております稲敷市商工
会青年部が主催する「稲敷バストーナメントin

令和元年 6 月 23 日（日）開催

●受 付：午前6:00／開会式：午前7:30
●競 技：午前8:00〜午後12:00
このイベントはバス釣り愛好家の方だけでな ●ダンスステージ：午前10:45〜11:30
く、多くの方々に稲敷市の大自然に触れ合って ●表 彰：ビンゴ大会:午後1:00〜午後2:30
●会 場：「和田公園デイキャンプ場」
いただき、稲敷市の良さを再認識してもらうた
住所／稲敷市浮島5020-2
めに開催されるものです。
●トーナメント参加料：2,500円（当日徴収 ※中学生以下無料）

霞ヶ浦」を６月に開催いたします。

ぜひ、「新しい体験」、「新たな発見」を探

※荒天により中止の場合は 6 月 30 日（日）に順延。詳細は決まり次第お知らせします。

してみてはいかがでしょうか？

★ 当日イベント★
●ダンスステージ
●参加者全員での記念撮影
●稲敷市商工会青年部の「幻の焼きそば」販売
●稲敷市観光協会加盟店舗及び近隣市町村店舗による出店

★同時開催★
●いなしきたいけん教室（スタンプラリー）
８：30頃より開始 10：30終了予定
（オリジナルルアー作成教室・どじょうすくい など）
参加料無料、中学生以下先着100名様
（スタンプラリー参加者には素敵なプレゼントあり）
（予約100名様）
※小学生以下は必ず保護者の付き添いをお願いします。
●募集人数：トーナメント制限なし・たいけん教室100名
●締め切り：令和元年6月16日（日）まで

参加申し込み
ＱＲコード→

バス
トーナメント

たいけん
教室

詳しくは大会ＨＰへ→http://www.e-seinenbu.com/bass̲ﬁshing/index.html
お問い合わせ：稲敷市商工会青年部 TEL 090-8818-2603
※日時、
場所等は変更になる場合があります。

いなしき夏まつり

稲敷自慢のおいしさたっぷり!

花火大会開催

8 月 24

日（土）
※荒天順延25日

会場：江戸崎総合運動公園

さじき席 ●マス席

●テーブル席
●４人掛けテーブル席

えどさき笑遊館で発売開始

「江戸崎かぼちゃフェア」では、参加店によるかぼちゃ
を 使 っ た 様 々 な グ ル メ が 販 売 さ れ ま す。ま た、ス
テージイベント、抽選会など、家族で楽しめる内容
となっております。

会場：こもれび森のイバライド

6/15 土

入園無料
10:00〜15:00
（雨天決行）

※駐車料金は
500 円
となります。

ステージイベントあり、お楽しみ抽選会あり
参加店による「かぼちゃグルメ」の販売
参加店

発売日…7 月 3 日（水）より

2019

こもれび森のイバライド、東郷菓子店、カフェぼっくり、
カイロプラクティック茶夢など12団体
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