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平成２９年度事業報告書並びに収支決算書の承認を求むる件、平
成３０年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）の承認を求む
る件など７議案を審議する第４５回通常総代会が５月１４日商工
会館において、大島町長をはじめとする、町や議会、関係機関の来
賓が多数ご臨席のもと開催されました。議長には、羽貫地区総代の
くりの木いな、落合正美氏が選出され、同氏の議事進行のもと上程
された議案については原案通り全て可決承認されました。
平成３０年度事業計画では、
（１）経営支援事業の推進（２）景
気対策特別事業の実施（３）会員増強の実施の３つを重点事業とし
て活動していくことなどが承認されました。
任期満了に伴う役員改選では、会長に町田伸吉 氏（再任）が選
任されました。
選任された役員につきましては、次のとおりです。
会 長
町田伸吉
副会長
川田金造
藤波明石
理 事
湯浅和彦
川﨑仁康
府川芳信
鮫田 真
齋藤孝芳
島村 功
菊池孝一
武藤倫雄
木村成之
中原友春
石井孝司
武田大輔
深見英利
中山 進
河野 敏
東 健太
伊藤晴一
本 博文
北城忠和
野川英和
松尾愼一
齋藤政利
塚本一則
湊 洋久(青年部長)
加藤タマキ(女性部長)
監 事
小坂兵七郎
野本真二
今年度も心を新たに、町商工業の振興発展のために承認された
事業計画を役職員一同遂行して参りますので、会員の皆様のご協力
をお願いいたします。
総代会において承認されました詳細につきましては当会ホーム
ページをご覧ください。

本会では、昨年秋に開催いたしました「楽しいな～商工フェスティ
バル」を今年も開催いたします。
このイベントは、町内外の商工業者の出店（展）や体験コーナー、
ダンスや音楽ライブ等、老若男女が楽しめる内容となっております。
なお、今年度は天候等を考慮し会場を町制施行記念公園から県民活
動総合センター（けんかつ）に変更して開催を予定しております。
つきましては、下記のとおり募集いたしますので、出店（展）をご
検討下さい。
記
１．名 称 楽しいな～商工フェスティバル～
２．会 場 県民活動総合センター（けんかつ）
３．開催日 平成３０年１０月２８日（日）
４．区 画 １出店（展）者当たり 2.5 ㍍×3.5 ㍍
５．締 切 平成３０年６月１５日（金）
出店（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・申込書は事務局にございます。）

商工会の上半期会費の自動振替は
6 月１１日（月）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、残高の確認をお願いします。
又自動振替で領収書が必要な時やこれから自動振替
に変更したい場合は事務局までご連絡下さい。
（722-3751 担当：久保埜）

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
すのでご活用下さい。
▲挨拶をする町田会長

伊奈町商工会労務委員会では、従業員レクリエーション事業の一
環として「潮干狩り」を実施いたします。皆様の参加をお待ちして
おります。
１．と き
平成３０年６月１６日（土）
２．行き先
木更津市 久津間海岸
３．参加費
一人につき 3,000 円
４．申込期限
平成３０年６月４日（月）
（定員になり次第締切）
※詳しくは別紙の案内状をご覧下さい。

・対

象 町内に住所を有し、平成30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30年6月1日(金)から平成30年12月14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

伊奈町商工会労務委員会では、町のご協力をいただき従業員健
康診断を実施します。
要項を同封しましたのでお早めにお申し込み下さい。

【開催日】
【場 所】
【時 間】
【内 容】

平成３０年８月１８日(土)※雨天の場合８月１９日(日)
伊奈町制施行記念公園
午後３時～午後９時１５分
市町村観光物産展、各種模擬店、太鼓など郷土芸能
子どもイベント、打ち上げ花火、アニバーサリー花
火等

◎「２０１８伊奈まつり」協賛のお願い
伊奈まつりは、住民、各企業の皆さまの支援により運営され
ております。今年も協賛広告のぼりのご支援ご協力をお願い申
し上げます。
【新規協賛のぼり】 １本 ２０,０００円
（継続は１０,０００円）

◎模擬店募集
【募集区画数】１６区画(１区画：１テントの半分２．７ｍ×３．６ｍ)
【出店条件】
① 観光協会会員及び商工会会員の企業・団体（観光協会の会員
を優先とさせていただきます）
② 申込者が必ず出店すること
③ 準備、後片付けに参加すること
④ 電源最大５００ｗまで。机・イスなど出 店に必要な備品は自己搬入
【出 店 料】 観光協会会員
１３，０００円
観光協会非会員 ２０，０００円
【募集期間】 平成３０年６月１日（金）～２９日（金）迄
定数を超えた場合は観光協会で抽選（町内会員を優
先）し、結果は後日連絡致します。
【受付時間】 ９時～１６時(時間厳守)
※出店料は参加団体会議にご持参下さい。

給与等の源泉徴収は毎月滞りなく処理されていることと存じ
ます。１～６月に支払った専従者及び従業員の給与、退職所得、
税理士や弁護士等の報酬から源泉徴収した所得税の納付期限は、
７月１０日（火）です。お忘れなく期限内に納付されますよう御
連絡申し上げます。
日時 ７月５日（木）・７月６日（金）
両日とも ９：３０～１２：００ １３：３０～１５：３０
場所 伊奈町商工会館２階会議室
持参する物 源泉徴収簿（又は、１～６月分の給与明細）
前年の源泉徴収簿、納付書等

今年も「全国安全週間」が７月１日から７日までの１週間、全国
的に展開されます。今年のスローガンは「新たな視点でみつめる職
場 創意と工夫で安全管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災」となって
おります。
（一社）大宮地区労働基準協会伊奈支部では、下記のとおり説明会
を開催しますので、積極的にご出席をお願いします。
と き 平成３０年６月５日(火)午後２時～
ところ 伊奈町商工会館
なお、終了後引き続き「支部報告会」が開催されますので（一社）
大宮地区労働基準協会会員の皆様の出席をお願いいたします。

商工会では、埼玉新都市交通（株）の「広告看板」の協賛企業を
募集しています。
「広告看板」の概要につきましては下記の通りです。ご検討のう
え、お申し込み下さい。
※設置場所：内宿、羽貫、伊奈中央、志久、丸山の５駅（ホーム壁面）
※サ イ ズ：縦１０３０ｍｍ×横１４５６ｍｍ
※料
金：１年 １００，０００円（消費税別）
（商工会員は１０，０００円補助します）
※設 置 費：会員負担
※申 込 先：伊奈町商工会事務局

◎アニバーサリー花火募集
記念日・お祝いなど、あなたの熱いメッセージとともに夏の
夜空に花火を上げてみませんか？個人はもちろん会社、家族、グ
ループでの申込みもＯＫです。
【募 集 数】 ４０発
【単
価】 １発 １０，０００円
【申込開始】７月２日(月)～定数になり次第終了
問い合わせ 伊奈町観光協会 ℡724-1055

商工会では、この度、日本政策金融公庫と連携して特別伊奈町に
金融相談日を設定し、次のとおり「一日公庫」を開催します。
当日は、公庫から担当者が当商工会に来所し、事業資金につい
てご相談をお受けいたします。
・と き ７月１０日（火）午前１０時～午後３時
・ところ 伊奈町商工会
※「一日公庫」をご利用される方は、当商工会（担当：鈴木・増田）
へご一報ください。
お待たせしないよう調整させていただきます。

平成３０年５月から、雇用保険手続の際に必要な届出等にマイナ
ンバーの記載がない場合、書類を返戻すると厚生労働省より発表が
ありました。
詳細につきましては同時送付のチラシをご参照下さい。
また、当会労働保険事務組合に労働保険の事務委託をしている事
業所様におかれましては、新たに雇用保険資格取得手続等を行う場
合、従業員のマイナンバーを必ずお知らせいただきますようお願い
致します。

伊奈町商工会青年部では、現在部員を募集しております。
中小企業・個人事業主の経営者の方、またはその後継者等で４５
歳以下の男女の皆様、青年部へ入部し、同世代の経営者仲間を作り
ませんか？
主な事業
〇祭り、イベントの企画実施や福祉活動
〇商工会の各種事業への参加、協力
〇スポーツ等レクリエーションをとおしての親睦活動
〇経営などの情報交換
〇未来を先取りする研修会、研究会
〇その他地域商工業振興を図るための事業
詳しくは伊奈町商工会事務局まで（℡722-3751 担当：利根川）

