第 180 号 平成 26 年 11 月 7 日
伊 奈 町 商 工 会
〒362-0806
北足立郡伊奈町小室 9454-1
TEL722-3751 FAX721-3366
http://homepage3.nifty.com/inamachi/

伊奈町商工会では、地元購買の拡大を目指す「ＢＵＹ いな」の
一環として、下記の日程で町内飲食店・サービス店を巡るイベント
を開催します。
日時：平成 26 年 11 月 14 日（金）15 日(土) 16 日(日)
場所：町内飲食店・小売店 42 店舗参加
内容：魅力ある伊奈町を再発見する 3 日間、1 冊 2,100 円
（700 円 3 枚綴り）のチケットを購入して、伊奈町
のお店を探索するイベントです。
公式ＷＥＢ：http://ina-bar.com/
いなバル 2014
で検索
詳しくは別添チラシをご覧ください。
会員の皆様のご参加をよろしくお願いします。

伊奈町商工会では、平成２７年の経済展望等をテーマとした「新
春経済講演会」と大願成就を祈願する恒例の「新春賀詞交歓会」を
同日開催いたしますので、ご聴講、ご参加いただきますようご案内
申し上げます。

★

と

１０月１９日（日）伊奈町制施行記念公園で、伊奈町商工会青
年部、伊奈町商工会の主催で標記決定戦を開催いたしました。
当日は天候にも恵まれ、会場には約 30,000 人の来場があり、町
内１１チーム、町外８チームが自慢のＢ級グルメを出品しました。
購入したお客様に「おいしかった！」と思うグルメに投票してい
ただき伊奈町Ｂ級グルメ王を決定。結果は、以下のとおりとなり
ました（投票は町内グルメのみ対象）。
第５回伊奈町Ｂ級グルメ王
「炙りバラチャーシュー丼」 くりの木いな
準優勝
「づけまぐろでバラ色丼」
一福寿司
第３位
「梨ワインもつ煮込み」
チューリップ

▲会場の様子

き・平成２７年１月９日（金）

新春経済講演会

午後２時～３時３０分

会 場 伊奈町役場３Ｆ第１会議室
テーマ 「日本経済の展望と政治の行方」
～混迷する政治・経済！どう変わる日本～
講 師 毎日新聞／論説室専門編集委員
与良 正雄（よら まさお）氏

新春賀詞交歓会

午後４時～５時３０分

会 場 伊奈町商工会館２Ｆ会議室
会 費 ３，０００円（お一人様）
※申し込み・問い合わせ 商工会事務局まで ℡７２２－３７５１

伊奈町商工会総務委員会（委員長 松尾愼一）では、インターネ
ットビジネスで業績をアップさせている企業の代表者を講師にお
招きし下記の日程でセミナーを開催します。
【日 時】 平成２6 年１１月１9 日（水）１６:００～
【場 所】 伊奈町商工会館 ２階研修室
【定 員】 ３０名（定員に達し次第締め切ります）
【受講料】 無料
【講 師】 株式会社 ＶＯＸ ＰＯＰ
代表取締役社長 小山 健一郎
主 催：伊奈町商工会総務委員会
お申込み･問い合せ：伊奈町商工会（担当：松山・毒島）
会員の皆様にご聴講ご参加いただきますようご案内申し上げます。
詳しくは別紙開催案内をご覧ください。

商工会の下半期会費の自動振替は
１２月１０日（水）です
毎年２回に分けて（６/１０と１２/１０）請求して
おります商工会費ですが、金融機関の自動振替をご利
用されている会員様は、４、５日前に残高の確認をお
願いします。又自動振替で請求書及び領収書が必要な
場合は事務局までご連絡下さい。なお、振込していた
だく場合は請求先名で振込んで下さいますようお願
い致します。ご協力の程よろしくお願い致します。

「年末のお買い物は伊奈町で!! “BUY いな”」をスローガン
に、伊奈町商工会歳末福引大売出しを実施いたします。売出し期
間は１２月１３日から２０日まで。抽選会は１２月２１日商工会
館前の会場で行います。主な景品内容は、ディズニーリゾートパ
スポート券１００本をはじめ多くの方に当たるような内容となっ
ています。ただ今参加店を募集しておりますので、年末の売上増
進に是非参加お申込み下さい。
詳細については、商工会事務局または役場前・小室商店会長ま
でお問い合わせ下さい。

ニューシャトル羽貫
駅構内に企業のＰＲ
用看板を設置してい
ます。Ａ－４サイズ横
置きで、募集枠は５枠
です。一ヶ月単位で広
告掲載いたします（掲
載料一ヶ月 1,000 円）
。
更新もＯＫです。掲載
ご希望の事業所は、月末までに原稿をお持ちになり商工会にお申
し込みください。

町内建設業者に工事を発注した町民に奨励金を助成します！！
商工会では、町内経済の活性化を図るため、町内の建設業者にリ
フォーム等の工事を発注する町民に対し、施工代の一部を助成しま
すので営業にご活用下さい。
・対

象 町内に住所を有し、平成 26 年 6 月 1 日以降に発注する
個人の方

・補助内容 次の基準による奨励金を伊奈町内共通「お買い物券」で
支給
工事代金が 10 万円以上の場合
…… 10,000 円
※ 工事代金は、消費税込みの金額
・受
付 平成 26 年 6 月 2 日(月)から平成 26 年 12 月 26 日(金)まで
※ 予算の範囲を超えた場合は、締め切る予定です。
・受付場所 町商工会事務局
・その他 申請書類等詳しくはホームページまたは、事務局へ
お問い合せ下さい。
《お問い合わせ》 伊奈町商工会事務局 ℡722-3751

｢帳簿をきちんとやりたいが時間のない方｣「決算時に帳簿整理で
あわててしまう方」当会のコンピュータによる経理サポートサービ
スをお勧めします。所定の用紙に毎日の取引をご記入のうえ、一ヶ
月毎にまとめて商工会にお持ちいただけ
ればコンピュータで分析して経営データ
を作成します。税務申告の資料として活
用できますし、金融機関からの融資を受
ける際にも役に立ちます。
※月額 5,000 円の費用負担でご利用いた
だけるこの経理サポートサービスをご活
用下さい。
お問い合わせ
商工会事務局まで ℡ 722－3751

ご利用下さい！！「お買い物券」
町内のお店８５店舗で利用できるお買い物券です。
☆お祝いやご贈答に
☆イベントなどの景品に
是非ご利用下さい。
伊奈町商工会で販売しています。
※また、只今「取扱店」を募集しています。お申込は、事務局まで。

伊奈町商工会経営情報委員会（齋藤孝芳委員長）では本年度、商
工会ホームページをリニューアルすることにし作業を進めていまし
たが、一部を除き作成が終わりましたので会員の皆様ご覧下さい。

去る９月２９日（月）に熊谷運動公園野球場にて県青連野球大会
が行われ、当会青年部が優勝致しました。また、１０月２７日（月）
に同野球場で関東ブロック野球大会が行われ、埼玉県代表として初
出場を果たしました。

当会では労働保険事務組合として、事業主の委託を受けて事業主
が行なうべき雇用保険の資格取得・喪失の手続き、労働保険料の申
告納付手続、労災保険の特別加入申請等の労働保険事務委託処理を
代行します。
メリットは、
・事務処理の負担を軽減
・労働保険料が年 3 回に分納が可
・労災保険の特別加入ができる。中小事業主及び家族従事者が労働
者と同様に労災保険の適用が受けられる。
是非ご利用下さい。
詳しくは伊奈町商工会まで ℡ 048－722－375

月額一口 3,000 円。
「貯蓄共済」・
「医療共済」・
「ガン共済」商工
会員のための共済を揃えました。会員のニーズに合わせてお選び下
さい。
・商工貯蓄共済
月額１口 3,000 円で「保障・貯蓄・低利な融資」を目的とした商
工会会員のための共済です。
・商工医療共済
災害（事故）
・病気による死亡、障害の保障に加えて、災害（事故）・
病気の入院、災害（事故）
・病気の手術の医療保障を目的とした商工
会会員のための共済です。
・商工ガン共済
ガンによる入院、手術、先進医療等の高額治療費の負担軽減を目的
とした商工会会員のための商工ガン共済です。
●お問い合わせは、伊奈町商工会（担当：毒島）までお願いいたし
ます。

埼玉県最低賃金が平成２６年１０月１日から時間額８０２円に改
定されました。
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用され
ます。
なお、特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められていま
す。
詳しくは、埼玉労働局賃金室（電話０４８－６００－６２０５）
または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
また、事業主の皆様のために、最低賃金改定に伴うあらゆる相談
をサポートする相談窓口が次のとおり設けられています。秘密は厳
守されますので是非ご利用ください。
埼玉県最低賃金総合相談支援センター（電話０４８－６４１－３
６１３）

