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令和２年度

予算総会開催

～事業計画（案）・予算（案）が承認される～

３月２５日午前１０時３０分から本庄商工会議所予算総会を開催。
７項目の重点事業と収支予算をはじめとする全議案が可決されました。

令和２年度本庄商工会議所事業計画

[ スローガン ] “ 実業界は地域のエンジン”

運営基本方針
◯「稼ぐ力」の強化に向けた事業環境の整備とスタートアップ企業の育成
◯農商工連携等による財政基盤の強化
◯行政と連携した少子高齢化社会に対応する協働・参画事業の推進

当所では、上記運営基本方針に基づき、効率的な業務運営に努めながら、会員企業の発展と地域の
活性化に資するために、既存事業に加えて、下記重点事業７項目を主体に各種事業を推進する。

◎重点事業７項目
１. 創業者支援事業の充実

■ワンストップで問題解決するための動向調査の実施
■事業計画の策定支援
■販路拡大など創業後のフォローアップ
■地域の支援機関が連携し中小企業の発展を支援

２. 商業活性化事業の推進

５. 各種展示会への出展支援

３. 地域活性化の推進

６. 婚活イベントの継続開催

４. 会員交流会

７. 買い者弱者に対する移動販売（スーパー）
巡回事業の発展

■ NEXT 商店街プロジェクト事業への積極的な関与
■地域産品のＰＲ販売
■街バル開催
■ e スポーツ・ドローン・次世代モビリティ技術の活用
■農商工連携の推進
■新たなビジネスヒントやニーズの把握を行うなど、
今後のビジネスにつながる交流の場を創出する。

令和２年度一般会計収支予算書
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■地域の少子化対策の一助として当所独自の特徴ある
婚活イベントを実施する。

■買い物弱者のサポートを目的に移動販売事業をさら
に充実させる。

令和２年度埼玉県小規模事業指導費補助金収支予算書
（自

本庄商工会議所

（単位：千円） 収入の部
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■様々な展示会に本庄商工会議所としてブースを設
け、会員からの出展を募集し、参加会員の受注拡大・
販路開拓に繋げる。

本年度予算額 前年度予算額 対比増減 ( △ )
33,958
32,130
1,828
110,390
129,570
△ 19,180
7,200
7,100
100
1,500
1,300
200
28,188
28,207
△ 19
181,236
198,307
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２ 臨 時 収 入
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令和３年3月31日）

本庄中小企業相談所
（単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 対比増減（△）
53,571
55,304
△ 1,733
900
1,300
△ 400
54,471
56,604
△ 2,133

款
本年度予算額 前年度予算額 対比増減 ( △ )
管
理
費
33,127
32,277
850
福 利 厚 生 費
4,820
4,650
170
福利環境整備費
1,570
1,512
58
指 導 事 業 費
10,945
13,728
△ 2,783
指導環境推進費
4,009
4,437
△ 428
合 計
54,471
56,604
△ 2,133
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当所の「高組織率への取

組み」が評価され、全国か

ら選ばれた₁₈商工会議所と

ともに、三村会頭から「組

織強化特別表彰」がなされ

この度の新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑
み、ご来場者様、出店者様、及び運営関係者すべての
健康・安全を第一に考慮した結果、「第14回本庄総合
公園春まつり」の開催を中止する判断を致しましたの
で、ご案内申し上げます。
ご不明な点は、清香園・東京ドームスポーツ共同体
までお問合せください。
電話：０４９５︲２２︲３４１４

日商表彰報告
第14回｢本庄総合公園春まつり｣開催中止のお知らせ

シリーズ第21回

狩野会頭の会員訪問
狩野会頭が会員事業所に訪問して意見交換。
今回は下記の事業所を訪問しました。

メディカルフレッシュ本庄店
住
所：本庄市銀座2︲6︲8ワイエムビル1階
T E L：0495︲71︲5555
定 休 日：日曜・祝日
営業時間：フットケア 9:00～18:00
整体 12:00～21:00
事業内容：フットケア(ウオノメケア30分¥3,300等)、
整体(もみほぐし¥1,500～､矯正¥1,000～等)
Ｕ Ｒ Ｌ：https://medicalfreshh5555.wixsite.
狩野会頭(右)と代表 荒木さん(中央) 実際にフットケアを体験しました
com/mysite-1/blank
と整体師の逸見さん

狩野会頭の訪問記： メディカルフレッシュ本庄店さんは、駅前通りにお店を構えてから1年半ほどの
お店です。本部は川崎にあり、全国約60店舗を展開しているそうです。
フットケアと整体を組み合わせて、体の不調や痛みを緩和し整える施術を行っています。店舗での施
術だけでなく、介護施設や個人宅への訪問施術も行っています。いわゆる若い方向けの足マッサージと
は違い、足爪や足にトラブルを抱えた方への施術が中心です。施設への訪問サービスでは、歩行が困難
な方々の爪切りやマッサージなどでQOL(生活の質)向上のお手伝いをしています。
フットケア担当の荒木さん、整体担当の逸見さんのお二人ともとても穏やかで、相談や施術を安心し
て受けられます。
初めて来店される方は不安な気持ちを抱えていますが、施術を受けて不調から解放され、健康を取り
戻し「来てよかった」と笑顔になってもらえるケアを心掛けているそうです。お一人で悩まず、些細な
事でも相談してみて下さい。

株式会社

渋沢（しのん本庄モデルハウス）

渋沢本社：本庄市若泉3︲2︲7
TEL.0495︲21︲2100
しのん本庄モデルハウス：
本庄市本庄3︲7︲23
見学予約：TEL.048︲572︲6661
事業内容：福祉施設・賃貸マンション・注文住宅
などの設計施工
住宅ホームページ：https://shibusawahome.com/

（左から）狩野会頭、坂本社⾧ ｢しのん ︲漆暖︲ 本庄モデルハウス｣
神戸専務、松本主任

狩野会頭の訪問記： ㈱渋沢さんは1948年に創業され､今年で72年目を迎える地元に根差した企業です。
土地建物に関して、お客様のために質の高いサービスを提供されていらっしゃいます。
埼玉県や群馬県などを中心に、福祉施設､賃貸住宅､注文住宅など様々な建物を建築している会社です｡
今回の訪問先は、今春OPENした『しのん-漆暖-本庄モデルハウス』です。
『しのん-漆暖-』の名前の由来は、自然素材の「しっくい（漆喰︶」を壁や天井に使った「暖かい家」
をコンセプトにつけられたそうです。
家の中に入ってみて印象的だったのがウッドデッキをリビングとダイニングが囲むようにあり、大き
な窓を開けると内と外が一体になって広々とした空間になるところでした。この空間を「箱庭」と呼ん
でいるそうで、アウトドアリビングとしても使えるそうです。また、部屋の行き来がスムーズな回遊動
線になっているので、ストレスフリーな住まいになっていました。加えて、自然の力を活かすパッシブ
ハウスになっているそうです。
「しのん本庄モデルハウス」は、今年7月末まで見学可能だそうです。
また、新築だけでなくリフォームなど、建物についてのお悩み相談にも乗ってくれるそうですので、
ぜひ連絡してみてください。
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［清掃前］ ［清掃後］
︵例︶フローリングのワックス清掃

中山道沿いの倉庫
（旧本庄商業銀行煉瓦倉庫となり）

住
所 本庄市中央 3‑1‑9
Ｔ Ｅ Ｌ 0495‑21‑2369
営業時間 8:00 〜 17:00
定 休 日 不定休

₄₂

店内風景
商工会議所向いに移転

₁₀

サンダースペリー化粧品

です︒それは庭のハーブ︑キッチン
の野菜や果物を原料に︑ソースパン
で手作りしたものでした︒自身もア
レルギー体質の敏感肌だったことか
ら︑ロナルドは菜食中心の食事療法
や︑天然植物の効能に造詣の深い少
年でした︒その後︑各国の文献や処
方書をもとに研究を進め︑サンダー
ス・ペリー化粧品を完成させたもの
です︒
当店では︑こちらのサンダース・
ペリー化粧品を使用して︑お客様に
気持ちよく過ごしていただくために
オールハンドでフェイシャルトリー
トメント︵要予約︶を行っています︒
ぜひ一度︑体験してみてください︒
また︑フェイシャルトリートメント
のご予約などお気軽にお問い合わせ
ください︒
皆様のご来店をスタッフ一同お待
ちしております︒
｢フェイシャルトリートメント｣
のご案内

サンダースＰｉｌｅ
₂₈

住
所 本庄市けや木2‑3‑51
Ｔ Ｅ Ｌ 0495‑22‑1733
営業時間 10:00〜17:30
(研修や出張で留守の場合あり)
定 休 日 不定休
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.sandersperry.
jp/salonlist/314/

サンダースＰｉｌｅ︵パイル︶は︑
開業して 年目になります︒今年１
月には︑徒歩圏内のテナントから移
転し︑リニューアルオープンしました︒
香りのある生活︑自然の美しさを
ご提案しナチュラルなスキンケア・
ヘアケア商品や化粧品などを取り扱
っています︒
その中で︑おすすめのサンダース
ペリー化粧品の歴史は長く︑今年
で︑ 年目になります︒誕生はイギ
リスで１人の少年ロナルド・ジョ
ン・ハリントンが肌の弱かった姉パ
メラ・サンダースのために作ったク
リームがサンダース・ペリーの原点
₇₃

シリーズ�～経営革新計画承認企業に聞く～
皆さんも「経営革新」にチャレンジしませんか？
平成30年度

経営革新計画承認企業

株式会社サンケンホーム

テーマ：自社物件保有によるペット共生賃貸商品の開発

①経営革新計画に取り組んだきっかけと、取り組んで
みていかがでしたか？
当社は、児玉郡市を中心に不動産売買仲介・賃貸仲
介、テナント仲介やリフォーム工事全般を行っている会
社です。2014年から愛犬家住宅住まいづくり倶楽部に
加盟して住宅リフォームの企画立案などの営業活動を開
始しました。
また賃貸物件についてはペット可物件の取扱いを増加
していったのですが思いの外ペットと暮らせるアパート
が少ないと感じるようになりました。
愛犬や愛猫と安心して快適に暮らせる住まいを自ら提
供したいと模索している時に、本庄商工会議所の経営指
導員さんに背中を押していただき経営革新計画に取組み
ました。専門家の意見を聴きながら取り組んでみて、心
配に思っていたことなどを解消し実現したいことを明確
にして、３年～５年先までに必ず実現したい目標ができ
ました。

②経営革新計画の内容を教えてください
テーマは、『自社物件保有によるペット共生賃貸商
品の開発』です。
「少子・高齢化」による人口減少に伴って様々な市
場が縮小している中、家庭でペット、特に犬や猫を飼
う人は年々増えていてペットに関する市場は賑わって
います。注目すべきは、今後犬や猫を飼いたいと希望
する世帯が『約30％』もいるということです。その
ニーズに応える住まいがペット共生住宅です。
ペット共生型賃貸住宅はまだまだ少ないこともあ
り、ペットと気兼ねなく住める賃貸住宅は入居者様に
とって大きな魅力となります。またオーナー様にとっ
ても入居率・定着率が高く、他社との差別化も図れて
賃貸経営においても魅力があります。
ペットと安心して快適に暮らせるアパートや戸建て
住宅など数多くご紹介できますよう取り組んでまいり
ます。

■所 在 地

■電
話
■営業時間
■定 休 日
■営業内容
■U R L

〒３６７‑００５１
埼玉県本庄市本庄３−４−４０
（本庄市役所南側）
０４９５−２１−８７３０
９：００〜１８：００
水曜日 第一第三木曜日
不動産売買・賃貸・テナントの各仲介
リフォーム全般
http://www.sk-aloha.jp

〜本庄商工会議所では、経営革新に挑戦する企業を募集しています〜
３年～５年の中期的なビジネスプランづくりを全力で支援します。

本庄商工会議所

中小企業相談所（ＴＥＬ２２－５２４１） 担当：経営指導員
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耐震補強 ・ 大規模改修工事 完了

本庄商工会議所会館が
リニューアルしました。
開館から 43 年が経過し、施設の老朽化から改修工事を
行ってきた本庄商工会議所会館。この度、約４カ月間の耐震補
強・改修工事を 3 月末に完了しました。
当所会員企業をはじめ、皆さまに、より安全・安心・快適に
ご利用いただける会館としてリニューアルしましたので、どう
ぞ皆さまご利用ください。

★正面玄関扉が自動ドアになりました。

ここが変わった！リニューアルポイント★

エレベーターを新設！

多目的トイレ ︵1 階 ︶・ バリアフリートイレ ︵2 階 ︶ を新設！

誰もが負担なく、各階を移動できるようになりました。
展示会など、荷物の搬入も容易になりましたので、是非、ご利
用ください。

広さや手すりなどに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェア
などを備えることで、車いす使用者だけでなく、高齢者や子ど
も連れなどの多様な人が利用可能となりました。

大ホール

玄関スロープ

板前料理 三舟（会館併設）

天井等を耐震化し、ステージを広げたこ
とで安心・快適な空間を実現しました。

バリアフリーの観点から、玄関スロープ
を改修し、誰もが負担なく来所いただけ
るようになりました。

一部改修工事を行い、より快適な店舗に
なりました。庭園を眺めながら、ゆっく
りと食事をお楽しみください。

本庄商工会議所「貸し会議室」のご案内

●料金表
室

名

（

定

）内は非会員料金
＜午前＞
＜午後＞

員

大ホール 50～120名
(246㎡）
25～45名
第1会議室 （90㎡）
第2会議室 20～25名
（56㎡）
15～20名
第3会議室 （45㎡）

＜夜間＞

～詳しくは、当所 HP でご確認ください～

（単位：円・税込）
＜午前・午後＞ ＜午後･夜間＞ ＜午前 夜間＞

9:00 正午 13:00 17:00 18:00 22:00 9:00 17:00 13:00 22:00 9:00 22:00
4,000
(8,000)
2,300
(4,600)
1,800
(3,600)
1,400
(2,800)

6,000
(12,000)
3,000
(6,000)
2,200
(4,400)
1,700
(3.400)

8,000
(16,000)
4,000
(8,000)
2,700
(5,400)
1,900
(3,800)

9,000
(18,000)
5,000
(10,000)
3,500
（7,000)
2,500
(5,000)

12,000
(24,000)
6,000
(12,000)
4,000
(8,000)
3,000
(6,000)

●駐車場 87台 ●会館内に板前料理 三舟（和食店）併設
※非会員の方が、物品販売等の金銭の授受を伴う利用目的の場合は、お貸しできかねます。
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16,000
(32,000)
8,000
(16,000)
5,500
(11,000)
4,000
(8,000)

第1会議室
※大・小４つの会議
室を備え、各種会
議・研修会・講演会・
面接会場・展示会
など 幅広い用途に
応じてご利用いた
だけます。

「新型コロナウイルス感染症による中小企業への影響等に関する調査」
集計結果（速報版）
本庄商工会議所 2020 年 3 月
調査概要

調査趣旨・目的：本調査は、新型コロナウイルス感染症が、中小企業の事業活動に及ぼす影響等の実態を把握し、その状況に
応じた経営支援を図ることを目的とする。
調 査 内 容：「新型コロナウイルス感染症による中小企業への影響等に関する調査」
調 査 期 間：2020年3月16日～3月23日
調 査 方 法：郵送によるアンケート調査
調 査 対 象：本庄商工会議所会員事業所
有 効 回 答：75事業所（回答率4.9％）

問１：業種について

問２：新型コロナウイルス感染症に関連して事業への影響､先行きについて
現在から半年以内に影響が出る事業所は、８割である。

アンケートは､小売業や建設業等各業種から回答を得た。

⑤当面影響は出ない
と思う 8%
④半年以内に影響が出る
と思う 8%

③３か月以内に影響が
出ると思う 7%

②１か月以内に影響が
出ると思う 9%

問３：問２で影響がある(①～④)を選択
した場合､事業活動全体における平常時の
「経営状況」を100％とした場合、影響
を受けた後の経営状況について
経営状況は､70～60％ 4割弱､90～80
％・50％以下3割弱である。
⑤わからない
10%

①１００％
2%

問４：問２で影響がある(①～④)を選択
した場合､その主な理由について
影響内容は､来客数の減少3割､海外から
の輸入・仕入れ3割弱である。
⑦従業員の確保
（子育て関連）2%
⑥宴会や宿泊者の
キャンセル
7%

⑧その他
9%

⑤荷の減少
5%

①自社又は取引先が
海外に製品や商品等
を輸出している 4%
②自社又は取引先が海外
から製品や商品（原材料
を含む）の輸入もしくは
仕入れをしている 24%
③観光客や来訪者
の減少 19%

問６：現状の支援策や改善・要望点について

内

容

問５：必要な支援策について(複数回答可)
支援策は､金融・資金繰りが5割弱である｡
⑧キャンペーンなど
による風評被害への
対応 9%

⑥下請け取引に
関する配慮
2%

⑨その他
15%

⑦従業員の休暇等
に関すること
14%

⑤相談窓口の
対応時間の延長 1%
④相談窓口の充実 5%

・手続きや審査を簡潔にして欲しい。
・各相談窓口がどこになるのかわからない。
・何が有効な策なのかわからない。
・何をどのように支援が受けられるのか、やり方が良く分からない。情報不足。
・休暇支援の拡大､(現段階では小学校､特別支援学校に限られている)リーマンショック以上の不況に陥る可能性が高い。
・販路の拡大で｡外販を推進していきたいと考えています｡事業所など､学校関係など､ありましたらご紹介下さい｡よろしくお願いいたします｡
・今後完成建物の引っ越し､延期が予想されます｡そのための融資対策を業界として進めて欲しい｡
弊社では3～6ヶ月程の忍耐力を有しておりますがその先の不安が残ります。
・支援策に対する手続きの簡略化、タイムリーな支援をお願いしたい。
・小学校(低学年)が休みのため､出社できない人が多くなっています｡学童保育も申込していなかった人もいます｡
・当社は、加工品の工場のため、注文の当てがなくなるので、祭りの実行をしてもらいたい。
・春季大祭(4月10日)規模縮小｡本庄市内､お祓い行列､中止､信号雷(音花火)打ち上げ自粛などを実行｡
以上から参拝者の減少が予想される。
・マスクや消毒液等衛生用品の確保。
・現状当社では影響が出ていないが、来月、再来月など遅れてくる可能性があり注視している状況です。
・無利息、仕事が回復してからの返済計画にしてほしい。
・無利子の貸付よりも、補助金等の支援金を増やしてほしい。
・活動指針などの明文化、期限付きの商品券などによる消費の喚起策。
・支援の迅速と手続きの簡素化が望まれる。
・現在、営業、活動も自粛状態で、先の見通しができない。早くワクチン開発を進めて欲しい。
・危機は常にある、それを外部要因にして国の補助をあてにするのは、日本の⾧期的な現状に立つと非常に不安です。
常に危機を意識して会社を運営する教育、社員を見守る経営者の教育こそが必要です。
・感染者が出た場合の具体的対処方法。
・ひと段落したら景気回復策を早めに示してほしい。
・確かに客は減少しているものの、これが新型コロナウイルスの影響なのかは判断しかねる。
・今来店して頂いているお客様に感謝しかありません。

③新たな取引先
の紹介や原材料
の確保 9%

業

運輸業
サービス業
その他
サービス業
製造業
小売業

種

建設業
その他
製造業
製造業
その他
その他
製造業
製造業
サービス業
小売業
製造業
サービス業
建設業
小売業
運輸業
飲食業
サービス業
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パソコン教室

当所では、地域住民の情報格差解消を目的に､長期にわたりパソコンが学べる様｢パソコン教室｣を開講しています。
本教室は､会員以外どなたでも受講可能で､受講料もリーズナブル｡個別指導型なので1人1人にあったカリキュラムで
自分のペースで学ぶ事が可能です｡月曜日〜土曜日毎日開講しています｡
現在､令和春の生徒を募集中です。随時､個別説明会を行なっていますので､先ずはお気軽にお問い合わせください。
会社やお店への出張講座や個人レッスンもあります。初心者でも安心です。
この春、パソコンを始めてみませんか？

【通われている 生徒さんにご質問】

本庄市小島在住 井上 潔（イノウエ

キヨシ）さん（69 歳） 入会して 8 か月

Q1. 教室に通おうと思ったきっかけ・目的は何でしたか？
自治会の役員になり、パソコンに興味を持っていた時に、同じ自治会の役員の方が
「本庄商工会議所パソコン教室」を利用していたため、通い始めました。
Q2. パソコンを習い始めて、生活の中で役立ったことはありましたか？
自治会の回覧（ワードを使った文書）の作成や、エクセルを使って名簿の作成等を
するときに役立っています。2020年の年賀状は､教室のテキストを使って､自分で
オリジナル年賀状を作ることもできました｡スキルが上がりとても満足しています。

MAP

本庄商工会議所パソコン教室

本庄市南 2-4-5 BA ビル 1F（はにぽんプラザから南へ 1 ㎞）

TEL:0495-37-0261
ホームページ：www.pc-honjo.com

商工会議所におけるGS１事業者コード 申請受付業務終了のお知らせ
商工会議所では、GS１事業者コード申請受付業務を行ってま

◆４月１日以降のお手続きについて
インターネット申請

いりましたが、昨今のデジタル化、インターネット化の急速な進

書類での申請

(一財)流通システ
展に伴い、商工会議所を通じた申請の利用減少傾向にありました。
ム開発センターへ
新規登録
(一財)流通システム開発 直接連絡し､登録申
このような状況を踏まえた制度全体見直しに伴い、本事業の委託
セ ン タ ー の H P か ら イ ン 請書類を入手
元である一般財団法人流通システム開発センターより、商工会議
ターネット申請
更新手続き
更新申請書を(一財︶
URL
https://www.dsri.jp/jan/
(一財)流通システム開
所を通じた業務委託については終了するとの申し出がありました。
流通システム開発セ
発センターから更新申
ンターへ直接送付
このため、令和２年３月31日をもって、商工会議所におけるGS
請書が郵送されます

１事業者コードに関するすべての業務を終了いたしました。
長らくご利用いただいた皆様にはご不便をおかけすることとな
りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆GS１事業者コード︵JANコード︶についての問い合わせ
(一財）流通システム開発センター GS１事業者コード担当
東京都港区青山一丁目1番1号 新青山ビル 東館９階
TEL：03︲5414︲8511 FAX：03︲5414︲8503
詳細はホームページ https://www.dsri.jp/jan/

本庄商工会議所｢LINE｣開設のご案内
本庄商工会議所では、LINE公式アカウントを使用し、会員の皆様に
セミナーやイベント､補助金等の様々な情報をご提供いたします。
ぜひ､お手元のスマートフォン等を使用して､右記QRコードから(LINE
公式アカウント)友達の追加をいただきますようお願いいたします｡
なお、メール配信サービスは令和２年３月31日をもちまして、終了
いたしました。

↑友達追加はこちらから！
※このアカウントからは、個別の返信ができません。
予めご了承ください。

2020年4月

ランチ！

おすすめ

大人気の

11：30〜14：00（ラストオーダー）

《ランチ》

メイン料理（4種よりお好きなものをお選びいただけます）
・牛肉とセロリの季節野菜炒め ご飯、スープ、点心、
・大海老と春野菜のXO醤炒め サラダ、ザーツァイ、
・鶏肉と青梗菜の塩レモン炒め チョイスデザート付
・メバルの油淋ソース掛け

3,850円（税込）→

2,750円

1,000円〜（税込1,100円〜）
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第２１８回珠算検定

畦地奈恵

☆一級合格者︵敬称略︶

平本彩貴

柏原優菜

☆二級合格者︵敬省略︶

塩原煌生

江村

珠算検定

第２１８回珠算検定試験が令

田内涼鈴
央

和２年２月９日︵日︶︑本庄

商 工 会 議 所 会 館 で 実 施 さ れ ︑ ☆三級合格者︵敬省略︶

片野遥斗

平本 彩貴さん

木村璃子

畦地 奈恵さん

44

名︑合

受験数 合格者
16
6
40
19

全階級の受験者数は

石井洸ノ介

２級
３級

43

％となりました︒

第 154 回
簿記検定試験

格率は

︽受験申込塾︾

金井一二三珠算塾︑中村珠算塾︑

飯山珠算塾︑高山珠算塾︑山田

珠算塾︑利根珠算教室︑羽原珠

算教室︑中原珠算塾︑鈴木珠算

教室︑北原学習教室

■ご協力ありがとう

ございました︒

簿記検定

受験数 合格者
12
2
13
4
9
5
3
1
2
2
3
3
1
1
1
1

第１５４回簿記検定試験が令

１級
２級
３級
４級
５級
６級
７級
８級

23

日︵日︶︑ＪＡ

第 218 回
珠算検定試験

和２年２月

埼玉ひびきの本店で実施され︑

56

名︑合

％となりました︒

全階級の受験者数は

格率は

なお︑インターネットでの

申込みも増加しています︒ぜ

ひご活用ください︒

45

本庄商工会議所会員限定

令和２年度健康診断のご案内
当所では、会員の皆さまへの福利厚生サービスの一環として「一般定期健診」を実施しております。各健診の実施日
につきましては、定員の関係上先着順に受付となっておりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
︻実 施 日】４月：20日(月)・21日(火)・22日(水)・23日(木)・24日(金)・27日(月)・28日(火)
５月：７日(木)・９日(土)・16日(土)・21日(木)※午前のみ・22日(金)・23日(土)・25日(月)・30日(土)
︻受付時間】12：50～14：30 （※５月21日（木）は午前のみとなります）
︻会
場】︵一社）本庄市児玉郡医師会立 健診センター
【対象者】当所会員事業所に勤務の方
︻申込方法】申込書に必要事項をご記入のうえ､︵一社）本庄市児玉郡医師会立 健診センターまでFAXにてお申込み
ください。︵※後日、受診票・受診時間等を書面にて郵送いたします。）
◇申込書は､（一社）本庄市児玉郡医師会立 健診センターのホームページからダウンロードできます。
◇６月以降の実施日等につきましては､︵一社︶本庄市児玉郡医師会立 健診センターのホームページを
ご覧ください。
◇下記健診料金・オプション検査等につきましては、本庄商工会議所（佐藤）までお問合せください。

︿セット健診Ａ﹀
︿セット健診Ｂ﹀

問診・身体計測・視力・聴力・血圧・胸部Ｘ線検査・尿検査︵蛋白・糖）
問診・身体計測・視力・聴力・血圧・胸部Ｘ線検査・尿検査︵蛋白・糖︶
心電図検査・血液検査︵貧血・肝機能・血中脂質・糖代謝︶
ゴールデンウィークに
ゴールデンウィークに

ǖƷ

ǈƿ

˟܇ڡȩȳȁᲛᲛ
税込 2,000円

バーベキューしませんか？
バーベキューしませんか？

７品目
前菜･刺身･唐揚げ･焼き魚
！
！
ごはん･汁物･デサート･１ドリンク
お気軽にお電話下さい。
本庄市日の出4‑17‑23
0495‑21‑7957
11

日曜定休・第４月曜定休〉

街バル「本庄ぐるぐるVol.７」開催決定！～参加店募集～

﹃参加希望店舗様向けイベント説明会﹄開催のお知らせ

お店の魅力をアピールする絶好のチャンスです！ぜひご参加ください！！

前回の利用者（お客様）アンケートの結果では、９割強の利用者から満足・概ね満足の回答を得ているイベントです｡「知らな
いお店を知るきっかけとなった｣｢普段入りづらいお店に入ることが出来て良かった｣｢色々なお店に行って楽しかった」など、た
くさんの声が寄せられています。
当イベントを理解していただくための説明会を下記の通り開催します！イベントの詳細について、ご案内いたしますので、
参加をご検討の飲食店様におかれましては、ぜひ、ご出席ください。
≪説明会≫
日
時：何れかにご出席ください。
① 令和２年４月21日（火）15時 ② 令和２年４月27日（月）15時
場
所：本庄商工会議所会館 ２階 第１会議室
申込期日：令和２年４月17日（金）※申込期日を過ぎても受付いたします。
申込方法：何れかの方法でお申込みください。
①パソコン・スマホ等からWEB申込み
左記QRコード又は、以下URLより申込みフォームへアクセスください。
https://forms.gle/1BJUdBFCXe84k42r8
②事務局宛に電話申込み（ＴＥＬ０４９５－２２－５２４１）

本庄ぐるぐる とは
参加者がチケットとガイド
マップを片手に、参加店が腕
によりをかけた自慢の１品と
お飲み物を食べ歩きしながら
街歩きを楽しんで、本庄の街
の魅力を味わっていただくイ
ベントです。

≪募集要項≫
●開催期間 令和２年10月９日（金）～10月18日（日）計10日間
あとバル期間10月19日（月）～10月31日（土）計13日間
※あとバル･･･参加者が残ったチケットを金券として利用できる期間
●参 加 費 5,000円
●参加資格 ︵以下のすべての項目に該当する飲食店）
①本庄市の賑わいづくりにご協力いただけるお店
②本庄市内の常設のテーブルなどの設備のある飲食の提供できるお店
③本庄市に本店のある飲食店 又は 本庄市観光協会会員 又は 本庄商工会議所会員 又は 児玉商工会会員
④本庄市暴力団排除条例により暴力団構成員及び暴力団準構成員が運営する店舗でないこと
≪実施概要≫
●限定メニュー：チケット１枚～３枚（500円･1,000円･1,500円）でご提供いただきます。
●ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ実施：賞品：参加店舗で利用できるお食事券、地域企業・商店のおすすめ商品など
≪お問合せ≫ 本庄市街バル実行委員会（本庄商工会議所内）事務局：山口・松島
本庄市朝日町三丁目１番35号 TEL ０４９５︲２２︲５２４１ FAX ０４９５︲２４︲３００３

日の１か月

₂₉

小川町視察報告

本庄商店街連合会だより

２月
リノベ物件の玉成舎

本｢庄まちゼミ 開｣催報告

２月１日から

タイトルの講座を開

₃₆

間︑第３回本庄まちゼミを開

催し︑

講しました︒市内外から多く

の方にご参加いただき︑盛況

裡に終了いたしました︒

今後も継続して開催する予

今回の目的は︑空き店舗や

会の活動事例などを学ぶため

定です︒次回の本庄まちゼミ

本庄まちゼミホームページ

に開催︒午前は︑まち歩きを

歴史的な建物の活用︑和紙・

およびフェイスブックページ

行い︑飲食や物販のリノベー

を︑楽しみにお待ちください

では︑随時情報発信をしてお

ション物件を見て回りました︒

酒造りなどの産業視察︑商店

ります︒実行委員による講座

午後は︑おからドーナツで有

♪

取材の様子など︑様々なコン

名な三代目清水屋の清水さん

より小川商店街の事業や自社

商品開発の流れについて講話

いただきました︒

小川町では︑文化・移住・

商店会・飲食店・農家など主

要な団体が連携しながら街な

かの魅力創出を行っていたの

で大変参考になりました︒
活性化策の意見交換

テンツをぜひご覧ください︒

←本庄まちゼミ
ホームページ

︻お問合せ︼

本庄商工会議所 森村・細野

講座の様子
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よろしくお願いいたします︒

せさせていただきますので︑

なって構築していきます︒

着ける大会をメンバー一丸と

練習会・こだま場所に保護

の活躍や成長を近くでご覧い

者の皆様にもご協力・ご参加

わんぱく相撲大会
こ｢だま場所 に｣ついて

ただければと思います︒多く

をいただきまして︑子供たち

この度︑本庄市若泉公園武

卒ご理解とご協力をよろしく

の子供たち︑たくさんの方

回目を迎えます︒これも︑地

お願いいたします︒

道館内にある常設土俵にて︑

域の皆様︑関係各諸団体の皆

₃₁

のご参加をお待ちしておりま

必要だ〜︼︑３月 日 金︵ に︶開
催を予定しておりました︻サ

様︑ご参加してくださるお子

こだま
青年会議所

す︒

スティナブル研究会〜地域情

様︑保護者様あってのことと

公益社団法人

公︵社 こ
︶だま青年会議所第
回わんぱく相撲大会﹁こだま

報について〜︼につきまし

この場をお借りして厚く感謝

しかしながら︑今般の新型

て︑全国的な影響が出ており

申し上げます︒

コロナウイルスの対応といた

ます︑新型コロナウイルスへ

ことになりました︒

の対応としまして︑政府方針

５月 日 日︵ に
︶本大会を開
催します本年度は︑﹁〜探求

２月例会・３月例会 ｣
｢
場所﹂を開催させていただく
の延期について

等を考慮し開催を延期とさせ

心を育む〜﹂をテーマに︑理

しまして︑政府方針等を考慮

ていただきました︒開催にあ

想を叶える上で存在する多く

１９９０年︑青少年育成事

たりご協力いただきました皆

の壁を新たなひらめきや︑決

し日程等が延期となる可能性

様におかれましては︑心より

断力︑実行力を備えること

業としてスタートしましたわ

感謝申し上げますとともに︑

で︑目標達成への最善を導く

２月 日 土︵ に
︶開催を予定
しておりました︻ＢＩＺラボ

お詫び申し上げます︒ 今

力を相撲を通じて身に付け︑

₃₁
もございます︒その際には何

後︑開催予定日など決まりま

参加した皆様に︑今の自分と

※ご不明な点がございましたら、
上記連絡先にお問い合わせをお願いいたします。

んぱく相撲も︑本年度で第

したら︑ホームページもしく

理想を繋ぎ︑自己実現に辿り

各例会についてのお問合せ先
◇BIZラボ ～令和には男も女も出会いが必要だ～
担当：拡大担当委員会（岩佐敏充）
080︲4330︲7405
tsmt1111@gmail.com
◇サスティナブル研究会 ～地域情報について～
担当：政策委員会（堀込佑太）
080︲5402︲8648 peridot.9th.yh@gmail.com
◇わんぱく相撲大会｢こだま場所｣ ～探求心を育む～
担当：青少年教育委員会（井上 峰）
090︲5786︲7694 inouekougyou256@yahoo.co.jp

〜令和には男も女も出会いが

はインスタグラム等でお知ら

₂₄

₁₃

₂₉

今年も
がんばり
ました

本庄市駅南2−15−3
大
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中央歯科ビル3F

〈生徒一人一人の手元を見ながら個別指導〉

学

武蔵野 [ 工学 ]（本庄第一）
本庄東
特選３名
神田 [ 外国語 ]（本庄）
推 薦
特進４名
東京福祉
[
教育
]（本庄）
早稲田 [ 文学 ]（早大本庄）
本庄第一 奨学生４名
東京理科 [ 経済 ]（本庄第一） 共立女子 [ 国際 ]（本庄）
他１３名
文京学院 [ 外国語・特待生 ]（本庄） 正智深谷 ２名
文教 [ 外国 ]（本庄）
大東文化 [ 社会 ]（本庄第一） 共愛学園 [ 国際・特待生 ]（本庄） 東京成徳深谷
創価 [ 経済 ]（熊西）
高崎健康福祉 [ 子ども教育 （本庄）
]
特進 S１名
群馬パース [ 放射線 ]（本庄） 帝京（本庄）
他３名
日本体育 [ スポーツマネジメント（本庄）
]
国士舘 [ 体育 ]（本庄）
常磐
４名
高崎健康福祉 [ 医療情報 （
] 本庄） 拓殖 [ 工学 ]（本庄）
深谷東都医療 [ 看護 ]（本庄） 大正 [ 心理・社会福祉 ]（本庄第一） 【公立】
５名
東京工科 [ デザイン・工学 （本第一
]
・本庄） 熊谷
十文字学園女子 [ 幼児教育 （新島）
]
日本工業［建築・機械］
（本第一・本庄） 熊谷女子 １名
東北芸術工科（本庄東）
本庄
７名
日本医療科学 [リハビリ]( 深谷第一） 神奈川工科 [ 機械 ]（本庄）
大東文化 [ 経済・社会・外国 （熊西
]
・本庄） 深谷第一 ６名
一 般
埼玉工業 [ 心理 ]（本庄）
深谷商業 ５名
【国公立】
城西 [ 経済 ]（深一）
鴻巣女子 １名
高崎経済（本庄東）
東京国際 [ 人間社会 ]（本庄）
前橋工科（本庄第一）
伊勢崎興陽１名
東京福祉
[
心理
]（本庄東）
【私立】
伊勢崎工業１名
専門学校
中央 [ 法学 ]（本庄東）
藤岡工業 １名
獨協医大付属看護（熊西）
明治 [ 政治経済 ]（本庄東）
埼玉ベルエポック製菓調理（熊女） 小中高/浪/大検受験対象
日本 [ 文理 ]（本庄東）
１名〜４名完全少人数制
工学院 [ 建築 ]（本庄第一）
中央工学校 [ 建築工学 ]（熊西）
入塾テストなし
日本薬科 [ 薬学 ]（本庄東）
コーセー美容（本庄）
専任講師が指導します
千葉科学 [ 薬学 ]（本庄東）
高 校
城西 [ 薬学 ]（本庄東）
1 教科から受講できます
成蹊 [ 法学 ]（本庄東）
【私立】
やりたい教科を
東洋 [ 国際経済 ]（熊西）
早大本庄 １名
無料体験できます

１クラス４名までだから、わからないところから始められます
斉 ゼ ミで ス タ ート
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℡0495-22-7791

ことを学ぶことができます︒

人達との交流を通じ︑色々な

成長していきましょう︒

行政︑他団体と協力しながら︑ り現在まで︑今年度のスロー

必要な活動の一つです︒親会︑

ガン﹁進歩﹂〜未来を思うと

さて︑県連は本庄より始ま

ＹＥＧで沢山の人と活発に交

年の歴史を

とを感謝し︑その歴史を引き

に現在の本庄ＹＥＧがあるこ

積み重ねてこられた歴史の上

し上げます︒また︑先輩方が

ともに身に余る光栄に感謝申

その責任を重く受け止めると

２０２０年という様々の節

ません︒

の本質は見定めることはでき

ビジネスで生かしていきまし

ＹＥＧのつながりや経験を

う︒

が活発に活動していきましょ

ることに繋がると考え︑双方

することで事業の価値を高め

工会議所青年部 以
︵下ＹＥＧ ) る努力も大切です︒参加する
側︑設営する側が互いに協力
代会長の就任にあたり︑

目である令和２年度︑本庄商

ょう︒ビジネスでの大きな失

だけでなく事業の魅力を高め

を設営する側は︑参加を促す

してください︒同時に︑事業

魅力ある人間への成長を目指

議所青年部連合会︵県連︶会

令和元年度︑埼玉県商工会

会長

年間活動報告

埼玉県商工会議所青年部連合会

い申し上げます︒

所存です︒何卒よろしくお願

上を目指し会長職を全うする

入会員の拡大︑会の満足度向

会の先導役として︑更なる新

てご入会を頂いております︒

しらの魅力を持ち期待を抱い

環境の中で本庄ＹＥＧに何か

ります︒ただ︑全てにおいて

て行けば良いのか問われてお

て︑我々は何を基軸に行動し

ウイルスの様な感染症問題で

築き上げてきたものがコロナ

ど速まっており︑今の経済的

や頻度は︑過去類を見ないほ

られています︒そのスピード

して瓦解し新しいルールが作

の概念や行動様式が︑一瞬に

経済環境は刻々と変化し既存

た︒しかし︑我々を取り巻く

繋げて行くことが出来まし

胸躍る〜を基に

継ぐ重責に身が引き締まる思

敗は倒産︑廃業へとつながり

長として埼玉県内若手青年経

完成品は無く進化し続ける動

ていく時代です︒人工知能 Ａ
︵

Ｉ と
︶ いうものも出てきまし
た︒ＡＩで物の価値は定めら
流し︑自分の人間性を高め︑

いです︒

ますが︑ＹＥＧでの経験︑失

済人１８００名のトップリー

性こそが極めて求められ︑生

結びに︑昨今の厳しい経営

れるかもしれませんが︑人間

スローガンの﹁知行合一﹂

敗はそれぞれの会社の実験台

ダーとして一年間を勤めさせ

き残って行くためには︑胸に

社の期待を一身に背負ってい

また︑自分達の経営環境を

来ました事は︑何よりの成果

最大の参加者を頂き開催が出

念会員大会を本庄の地で過去

協力をお願い申し上げ活動報

す︒結びに︑更なるご支援ご

事で未来を切り開いて参りま

一気に崩して行く時代におい

まさに新時代に突入しよう

るエースの皆さんです︒経験

良くするためには︑住みやす

告とさせて頂きます︒

第

令和２年度本庄商工会議所
青年部会長所信

とは陽明学で︑知っているこ

になります︒それは経営者目

て頂きました︒お支えを頂き

秘めた情熱を全力で表出化し

地位も安泰では無く︑今まで

晋一

とや知恵と行動は一つである

線で物事を見通す力を養って

ました︑本庄商工会議所並び

静的な動的を持って行動して

大日方

という意味です︒考えてわか

いけます︒目の前の仕事をこ

は心より御礼を申し上げます︒ 行かねばなりません︒今後と

に青年部・関係各位の皆様に

も︑自分たちで築き上げたも

本庄商工会議所青年部第

代会長

っていながら行動しないとい

なすだけでなく︑近い将来の

更に︑県内各地から多くのメ

のを次世代に引き継いで行く

第

うことは最も意味のないこと

仕事の確保だけでもなく︑会

周年記

紀行

﹃知行合一

です︒まずは参加という行動

社の未来の展望をイメージし

ンバーをお迎えして

榊田

〜行動こそＹＥＧの力だ〜﹄

です︒ＹＥＧは企業家の集ま

た行動に繋がっていくでしょ

としています︒様々な技術が

が豊富で︑魅力的な仲間や先

であったと感じております︒

代会長の大日方晋一です︒

開発されていますが︑これか

いまちづくりも企業家として

う︒

りです︒各企業の経営者や会

₃₁

輩が沢山います︒そのような

₃₀

₂₃

らは個人個人の実力を発揮し

₂₃

₂₃
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最後に白川顧問からご挨
拶頂き︑﹁何事も皆でや
るのよ﹂の言葉がまさに
︻和︼の意味であり︑その
大切さが心に響いてきまし
た︒
﹃商工会議所女性会
新年会﹄開催
今年が昨年より良い年に
理事 大井智世子
なるよう︑思いのこもった
令和二年一月二十二日︑
新年会が参加者様のご協力
埼玉グランドホテルにて開
のもと︑無事に終了致しま
催されました︒いつもお世
した︒
話になっている来賓の方々
をお招きし︑新春にふさわ
しい沢山のご挨拶を頂きま
した︒日頃仕事に携ってお
﹃行政との懇話会﹄開催
ります私達会員ではござい
理事 宮田みよ子
ますが︑この新年会では会
二月二十一日︑市長︑秘
員一同が列席し︑隣席の
書課職員の方︑女性会二十
方々と懇親を深め︑今年の
名の出席で開催されまし
豊富を語り女性ならではの
た︒
華やかな声が飛び交う会と
コロナウイルスの影響が
なりました︒
出始めた時で︑本庄市も対
大先輩に続く新入会員の
策本部を立ち上げたとの事
方も迎え新たなるスタート
でした︒天災︑人災と大変
の日となりました︒
な事が続く世の中です︒市
アトラクションでは︑沖
長も多忙な中︑熱心に質問
縄 音 楽︻三 線 さ
( んしん ︼
)
の演奏︑女性会会員であり
に答えて下さいました︒
ます君波道子氏による︻鶴
マリーゴールドの丘のイ
亀︵つるかめ︶︼の舞︑会
ルミネーション︒素晴らし
に華を添えていただきまし
いロケーションですが夕方
た︒有志の方に唄を歌って
になると暗く道が見えにく
頂き毎年恒例の本庄音頭に
いと言う質問に対して︑夜
て会場が一つの輪 和( と
間照明を付ける計画がある
)な
り楽しい時間が過ぎました︒ とのことでした︒
毎回ゴミの問題が議題に
出ています︒市ではカラス
対策のネット及びゴミ置き
場の設置等進めているとの
事でした︒私たちも行政ば
かりに頼らず︑一人ひとり
モラルを守ってお互いに美
しい街にしていきたいもの
です︒
また︑災害時等に於い
て︑歴史的資料︑古文書を
守る為の保管場所の設置も
されているそうです︒
本庄駅の駐輪場︑自由通
路も利用者の為に便利にな
るよう改修されていきま
す︒
次の世代が︑今まで以上
に笑顔で暮らせる本庄市で
あります様に祈りつつ︑熱
心な市長のスライドに感動
し閉会となりました︒
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新入会員紹介コーナー
令和２年１月16日～令和２年３月19日まで

企

業

☆ご入会ありがとうございました。

会員数 1,504事業所（令和２年３月19日現在）

名

（順不同・掲載希望者のみ）

所 在 地

業 種 名

1 梨の木工房

〒369-0316 上里町長浜705-1

陶芸品・木工品

2 サンダース Pile

〒367-0042 本庄市けや木２-3-51

化粧品販売

3 浜町エール整骨院

〒367-0053 本庄市中央2-4-60 ビバモール本庄２F 整骨院

4 くろまめはりきゅう院

〒367-0071 本庄市山王堂218-4

はり・きゅう・あんま・
マッサージ・指圧業

5 ルアーショップ

〒367-0021 本庄市東台1-3-1

釣具販売

〒367-0035 本庄市西富田762-15

化粧品販売・エステ

カーミット

6 POLA本庄店

7 フィリップモリスジャパン合同会社 〒360-0012 熊谷市上之1100-122

加熱式たばこ販売

8 オフィス オムバーグ

〒367-0026 本庄市朝日町2-8-15

Webコンサルティング

9 ㈱勝希

〒367-0033 本庄市東富田293-23

衣服・その他繊維製品販売

10 大場電気

〒367-0217 本庄市児玉町八幡山519-1

電気工事業

商工会議所の事業活動は、中小企業の経営改善のために経営・税務・経理・法律・労務などの無料相談や各種講演
会を開催し、地域中小企業の発展を目的としています。どうぞ、お気軽にご用命ください。

新型コロナウイルス対策

応援企画

お弁当等の宅配サービスをご利用したい皆さまへ
新型コロナウイルスの影響下、外出の抑制で飲食店等は大打撃を受けています。
本庄商工会議所では、会員事業所を応援するべく全会員宛に特別便を発送、宅配サービスに取り組んでいる事業所を募集し、
下記事業所を掲載しました。（3/27申込分まで）
つきましては、ぜひ皆さまに、宅配サービスを利用していただきたいと存じます。
今後も、当所では宅配サービスに取り組んでいる事業所を随時募集し、掲載していきます。
ご希望の方は、本庄商工会議所へご連絡ください。
担当：福島・蓮沼
（順不同）
№

事業所名

連絡先

本庄市五十子2-7-8

22-0555

寿司全般

1,100円～

㈲ティーエヌジーフードサービス
本庄市朝日町3-2-9
かつ久

23-4129

とんかつ弁当
ほか

1,000円～ 10個～
1,000円

1 寿し処
2

たく美

商品名

価格
対応
(1 品あたり・税込） 個数

所在地

宅配可能
時間

1個～ 12:00〜21:00

定休日
水曜日
（不定休あり）

11:00〜14:00
なし
17:30〜20:00

みさご

本庄市中央2-8-31

22-3351

ランチ限定
三種丼ほか

㈱SSE
(昭和堂·平成堂)

本庄市駅南2-12-1
２F

71-5409

昭和堂、
2,000円～ １個～ 17:00〜25:00 なし
平成堂メニュー

5 本庄パンカフェ麦と豆 本庄市銀座3-1-30

71-9147

菓子パンほか

200円

10個～ 15:00〜19:00 木曜日

6 ベストバンケット五州園㈱ 本庄市東台4-2-5

22-5225

五州園弁当

1,000円～

5個～ 10:00〜18:00 なし

7 NINOKURA

本庄市千代田4-2-4

24-7878

応援弁当

450円

1個～ 10:00〜16:00 木曜日

8 美喜鮨

本庄市銀座1-9-16

22-4850

寿司全般

1,620円～

2個〜 11:30～21:00

9 ㈲ふじ井

本庄市中央2-4-8

22-2274

うな重

2,268円

3個〜

10 三舟

本庄市朝日町3-1-33

22-1580

弁当・
オードブル等

弁当1,000円～
オードブル 要相談 11:00～20:00 不定休
2,000円～

3 鮨
4

11 ひょうたんアートクラブ 本庄市若泉3-8-10 090-7803-6752 宝舟ひょうたん 3,000円

1個～ 11:00〜23:00

月曜日・
第３火曜日

日曜日・
第3月曜日

11:00～13:30 木曜日・
17:00～19:30 第3水曜日

1個～ 10:00〜17:00 なし

※ 配達等に関する詳細については、直接上記事業所へお問い合わせ下さい。
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