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創立４０周年記念事業

ご案内のとおり、伊奈町商工会では、今
年で創立 40 周年を迎え、来る 10 月 13 日に
記念式典・記念講演会を開催し祝うことに
しています。
つきましては、10 年に一度の周年行事で、
盛大に開催いたしたく大勢の会員の皆様の
ご出席をよろしくお願いいたします。
記
・と き 平成 24 年 10 月 13 日(土曜日) 受付 午後 1 時～
・ところ 伊奈町総合センター 大ホール
記念式典 午後 2 時～午後 3 時 30 分
記念講演 午後 3 時 45 分～午後 4 時 45 分
テーマ「感謝のプラス志向」
講 師 落語家
三遊亭歌之介 氏

創立４０周年記念事業

伊奈町商工会では、役場前にある広告塔が老朽化
（30 年を経過）したことに伴い、創立 40 周年記念
事業でリニューアルを行うことにし、準備を進めて
いましたが、9 月 2０日に完成しました。
この広告塔は、伊奈町観光協会、伊奈町青色申告
会、伊奈備前守忠次友の会の 3 団体のご協力を得て
作り替えたもので、四面の各面に各団体の地域活性
に向けた標語を掲載し、商工会では、
「地域応援宣言！！」
を掲載しました。

創立４０周年記念事業

商工会では、
「プレミアム付お買い物券」を発行いたします。
このお買い物券は、商工会創立４０周年記念事業の一環として、
地域経済と商店会などの活性化を図る目的で発行され、１０％のプ
レミアムが付いています。発行総額は１，６５０万円です。
また、伊奈町内共通お買い物券取扱店舗を募集しております。是
非この機会にお申込下さい。お申込は事務局まで。
販売日時
販売場所
額
面
販売単価

１０月１３日（土）１２時～１７時３０分
総合センター
１枚５００円
１セット１１枚組を５，０００円で販売
（１枚５００円がプレミアム分です。）
購入限度額 １人５万円（１０セットまで）
利用期間 平成 24 年 10 月 13 日～平成 25 年 2 月 28 日
（期間限定）
利用できるお店
伊奈町内共通お買い物券取扱店舗（事業所）であれば、どこでも
利用できます。
※詳しくは商工会事務局へ。

今年で３回目を迎える大人気の伊奈町Ｂ級グルメ王決定戦は 22
グルメが出場します。ヒーローショーなど家族で楽しめるイベント
も盛りだくさんです。
あなたの１票で伊奈町Ｂ級グルメ王が決定します。
と

き 平成２４年１０月２１日（日）
（雨天決行）
１０：００～１５：００（投票は１４：３０まで）
ところ 伊奈町制施行記念公園
詳しくは同時配布のチラシをご覧下さい。

取引先の拡大を検討してみませんか!!

展示商談会
「彩の国ビジネスアリーナ 2013」
工業部会（川田金造部会長）では、
「彩の国ビジネスアリーナ 2013」
に伊奈町商工会ブースを出展致します。その商工会ブースへの出展
を募集いたします。

・単独での出展は、ちょっと･･･
・スペースが広すぎる
・出展料がかかる などとお考えの方

この機会に出展されてみてはいかがでしょうか。
★ と き 平成２５年１月３０日（水）～３１日（木）
★ 場 所 さいたまスーパーアリーナ（さいたま市中央区新都心８）
★ 出展料 無 料
★ 締 切 １０月１９日（金）までにお申し込みください。
※ 出展スペースの広さにつきましては、可能な限り要望にお応え
できるよう対応させていただきます。
詳しくは伊奈町商工会（担当：鈴木）へ（７２２－３７５１）

伊奈町商工会では、全国の商工会議所・商工会が共同運営するサ
イト「ザ・ビジネスモール」に会員の皆様が登録できるようにいた
しました。是非登録していただき、ビジネスチャンスを広げていた
だきたいと思います。
詳細については、別紙をご覧ください。

１１月４日（日）恒例の商工フェアを開催いたしので、出展(店)者
を募集いたします。
・１出展者当たり１テント（3.6 ㍍×5.3 ㍍）
・全体スペースは、テント１８張り程度
※出展希望内容により調整させていただく場合があります。
・出展料１コマ 5,000 円
出展を希望される方は、出展要項をご確認の上お申し込み下さい
（出展要項・申込書は事務局にあります）。

伊奈町商工会では、今後の商工会の安定的な財政運営を確保する
ため、
「中期財政計画」を策定しました。
この財政計画は、過去の実績を基に会員の推移、補助金などを予
測勘案し、平成２４年度から平成２８年度までの今後の５年間の中
期財政を推計したものです。また、今後の補助金の情勢や事業計画
などにより必要に応じて見直しを行い、健全な財政運営に努めるも
のとします。
計画では、会員増強運動の実施並びに各種共済や保険制度の加入
促進等を行い、収入の確保に努めることにしています。会員の皆様
のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

労務委員会（田中委員長）では、信州りんご狩りを計画し、只
今参加者を募集しています。皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。
詳細については同時配布のチラシをご覧ください。
・日 程 １１月１０日（土）
・行き先 長野県 信州小諸、海野宿
・負担金 お一人様 3,000 円

・日 程 １１月２９日（木）
・行き先 神奈川県 鎌倉方面
・負担金 お一人様 3,000 円 ・募集人員 30 名
※詳しくは商工会事務局へ。

◆伊奈町観光協会推奨◆

２０１２年８月１８日（土）
、伊奈まつりが開催されました。途中
で雨のパラつくこともありましたが、
大勢の皆様にご来場いただき、
会場の町制施行記念公園は大盛況となりました。会員の皆様には、
伊奈町観光協会では、伊奈特産の農産物や工業製品、お菓子類等
厳しい経済環境の中で協賛金にご協力をいただきありがとうござい を推奨土産品として認定し、町内外にＰＲしています。この度、第
ました。
５回推奨品登録希望者を募集します。伊奈自慢の商品を推奨土産品
に登録して、販売ＰＲにお役立て下さい。詳しくは、町観光協会に
お問い合せ下さい。
登録希望の締切り：１１月３０日（金）
（順不同・敬称略）
伊 奈 町 観 光 協 会：７２４－１０５５
企

業

名企

業

名企

業

名企

業

（医）一心会伊奈病院

（株）関東工業

共栄建機リース（株）

（有）金子土建

ＤＩＣ（株）埼玉工場

（株）菊池組

クボタ環境サービス（株）

（有）北沢設備工業

あだち野農業協同組合

（株）菊池ハウジング

埼玉縣信用金庫伊奈支店

（有）紺屋

ＹＫＫスナップファスナー（株）上尾工場

（株）コーセツコンサルタント関東支店

埼玉新都市交通（株）

（有）斉藤モータース

(社)上尾法人会伊奈支部

（株）小坂商会

埼京東和薬品（株）中央営業所

（有）シルバーネットワーク

亜細亜プロパン瓦斯（株）

（株）埼玉りそな銀行伊奈支店

島村電業（株）

（有）出野洋品店

伊奈巨峰組合

（株）サイドー県央支店

（社）伊奈町シルバー人材センター （有）東宝エステート

伊奈寿郵便局

（株）栄工業

シャンティ洋菓子店

（有）鳥海総合保険事務所

伊奈梨出荷組合

三菱食品（株）

シンテイ警備（株）埼玉支社

（有）野川石油

伊奈花組合

（株）サンフレッセ

末吉工業（株）

（有）東成

伊奈町果樹連合会

（株）シーエム企画

セキチュー上尾店

（有）藤屋

伊奈町商工会

（株）島村工業

そば処

（有）矢部設備工業所

伊奈町商工会青年部

（株）商工葬祭

大同生命（株）埼玉支社上尾営業所 （有）ヤマカワ商会

伊奈まちづくり（株）

（株）昭和技研工業

中央土地（株）

リンテック（株）伊奈テクノロジーセンター

岩崎電設工業（有）

（株）ショーライト

埼玉県電気工事工業組合伊奈ブロック

レントオール上尾

内田クリニック

（株）鈴木総合設備伊奈支店

東和アークス（株）伊奈工場

アンザワ住建(株)

(株)ウニクス伊奈

（株）高野設計工房

トヨタカローラ埼玉（株）伊奈店

(株)英

榎本会計事務所

（株）田口自動車

長島鋳物（株）

(有)ジュンカン

大関企画事務所

（株）タスク

中原建設（株）伊奈営業所

(株)太陽商工

(株)オカマツエンヂニアリング

（株）電商社

日本グラファイト工業（株）

(株)日本ウオーターテックス

小川工業(株)

東栄ホールディングス

野本会計事務所

和興機電(株)

オリエンタル火工(株)

（株）中野製作所

ほまれ鮨

(株)武田エンジニアリング

カースポット

（株）パスコさいたま支店

マグコット企画

(株)アドバンス

カナモリ産業（株）

（株）八廣園伊奈支店

町田ローソク（株）

(株)新日本エグザ

ケータリングサービス（株）ＤＣＦ （株）富士住建

松坂電機（株）

(株)水研東京支店

（株）アクア・メンテナンス

（株）古川製作所

三国コカ・コーラ ボトリング（株） 池原建設(株)

（株）アゲオ

（株）ベストワンセキュリティサービス

モナ生花

(株)池田工業

（株）イナ・ベーカリー

（株）丸の内製作所

ヤオコー伊奈店

(有)オオクマ設備

（株）上田重機工業

（株）丸広百貨店上尾店

八千代紡織（株）

昭和(株)埼玉支社

（株）上野電気工業

（株）美多加堂関東支店

山口建築設計事務所

アクティオ(株)

（株）内田組

（株）武蔵野銀行伊奈支店

ヤマト防災設備（有）

(株)図書館流通センター

（株）内田屋

（株）森田染工場

湯浅建材（有）

(株)美浜フーズ

（株）エーアンドアイ

川田富美子

（有）アトリエ・アッシュ

二和測量設計(株)

（株）エコー宣伝印刷

カンエツ興業（株）

（有）伊奈精工所

コスモ工機(株)

（株）オオタニ

関東いすゞ自動車（株）伊奈支店

（有）エムエム

社会福祉法人

大樹会

（株）オートテクニカ

喜久寿司

（有）オートショップエフ

社会福祉法人

光彩会

（株）金子花火

北関東ペプシコーラ販売（株）

（有）加藤設備

テクノジム・ジャパン（株）

小川貢三郎

砂場（六道）

名

