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１. 創業者支援事業の充実
（１）ワンストップで問題解決するための動向調査の実施

新型コロナウイルス感染症対策に関する事項を中心に、本庄市等と連携し
て、税理士・司法書士・社会保険労務士の協力のもと、主に創業間もない
方を対象にワンストップ相談会を実施した。
■開 催 日 令和 2 年 5 月 22 日、6 月３･ ５・10 日（全 4 日）
■場
所 本庄商工会議所会館
■主な相談内容 持続化給付金の申請、雇用調整助成金の申請、
事業承継、相続、準確定申告 等

（２）事業計画の策定支援

■経営革新計画の策定支援（３～５年の中期的なビジネスプラン）
承認件数 ２件
支援中 ８件
支援予定 ３件
■小規模事業者持続化補助金の申請支援
①一般型：申請件数 20 件 ②コロナ特別対応型：申請件数 15 件

【内容別に専門家と当所経営指導員が対応】

（３）販路拡大など創業後のフォローアップ

「創業セミナー」を開催。受講申込者は、定員を大きく上回った。
■ 開催日 令和２年 10 月 6・13・20 日、11 月 4 日（全 4 日）
■ 場 所 本庄商工会議所会館
■ 受講者 21 名

（４）地域の支援機関が連携し中小企業の発展を支援

【創業セミナー第 1 日目の様子】
地域産業事業者応援事業「本庄地域連携促進会議」を開催。
■ 開催日 令和 2 年 10 月 12 日 ■場所 本庄商工会議所会館
■ 対象者 金融機関・保証協会・埼玉県・本庄市・（公財）本庄早稲田国際リサーチパーク・経営コンサルタント等
■ 内 容 成果報告、コロナ禍での今後の取組み、連携促進に向けた意見交換、補助金を活用した支援事例発表

２. 商業活性化事業の推進

（１）NEXT 商店街プロジェクト事業への積極的な関与

「第４回まちゼミ」を開催予定
■ 開催日 令和 3 年 2 月 15 日～ 3 月 31 日の期間
まちゼミとは ･･･ お店の店主が講師となり、その蓄積された「知識」や「ノウハウ」を
教えてくれる、少人数のゼミ形式の講座。その道のプロであるお店の
人と仲良くなって「本庄のとっておき」を学べる事業。

（２）地域産品のＰＲ販売

新型コロナウイルスの影響により、「ふるさと交流ショップ台東」での出店は中止。

（３）街バルの開催

【前回のまちゼミの様子】

新型コロナウイルスの影響により、中止が決定。代替事業として「クラウドファンディング事業みらい飯」を実施。

３. 地域活性化の推進

（１）e スポーツ・ドローン・次世代モビリティ技術の活用

e スポーツ・次世代モビリティ技術は、新型コロナウイルスの影響等により、保留となっている。
ドローンについては、有識者会議を開き、ドローンの活用を検討している。

（２）農商工連携の推進

ICT・IOT を活用したスマート農業の実現に向けた取り組みについて協議中である。

４. 会員交流会の開催
新型コロナウイルスの影響により、開催を見合わせている。

５. 各種展示会への出展支援
「オンライン彩の国ビジネスアリーナ」に参加予定
「彩の国ビジネスアリーナ」が、本年度はオンライン展示会として開催されるにあたり、当所として初めて出展支援を行う。
これまで支援した小規模事業者を中心に、11 事業所を支援中。
■開催期間
令和３年１月８日～２月８日
■出展者
①関根桐材店 ② W ＠ nderFabric ③有限会社柴﨑商会 ④武蔵屋 ⑤合同会社創生 10 ⑥ライブネット株式会社
⑦有限会社御菓子司せきね ⑧ KKTOWN ⑨株式会社ランタ ⑩小渕捺染株式会社
⑪株式会社グローバル

６. 婚活イベントの継続開催

新型コロナウイルスの影響により、開催を見合わせている。

７. 買い物弱者に対する移動販売（スーパー）巡回事業の発展
新型コロナウイルスの影響により、実施を見合わせている。

【 コロナ禍前の販売の様子（牧西地区）】
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1,000 円相当／回
5,000 円相当／期間

ポイント付与上限

令和３年２月１日〜 2 月 28 日

対象期間

本庄市内の PayPay 加盟店

※病院・調剤薬局・大手チェーンなど一部対象外店舗を除く

対象店舗

21

私が︑副会頭の時︑﹁出

※ヤフーカードを除くクレジットカードでの支払いは対象外。※後日 PayPay ボーナスを付与（出金・譲渡不可）。

30％戻ってくるキャンペーン！≪第 2 弾≫

本庄にエールを！対象店舗で最大

11

＜ 本庄市 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業 ＞

10 月から 11 月まで実施した ｢本庄にエールを！対象店舗で最大 30％戻ってくるキャンペーン｣ の第 2 弾を
実施します。本庄市内の PayPay 加盟店にて、期間中に PayPay 残高でお支払いすると、最大 30％の PayPay ボー
ナスが戻ってきます！

本庄市は、PayPay 株式会社と ｢キャッシュレス推進に関する包括連携協定｣ を締結し、PayPay を活用して市内の消費活性化と中・小
規模事業者への支援を目的としてキャンペーンを実施してきました。ご好評をいただき、更なる支援・消費活性化のために第 2 弾のキャ
ンペーンを実施します。
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自家製すき焼のたれ

德夫

境野

代表取締役

弊社は︑ひよこを卵が産めるニワ
トリにまで育てて︑その後︑採卵養
鶏業者に販売するという育雛︵いく
すう︶ビジネスを展開し︑育雛業界
トップのシェアを誇っております︒
日本でいち早く欧米にならって︑最
新の設備を備えた大規模育雛鶏舎シ
ステムの導入や徹底した衛生管理の
もとで︑東日本地区を中心に か所
以上の農場を有し︑現在では年間売
上羽数１︐１００万羽を超える規模
に成長して参りました︒これは﹁日
本のたまごの 個に１個は境野養鶏
の雛が生んだたまご﹂ということに
なります︒
弊社の採卵用雛が生んだ卵は︑ス
ーパーで販売しているパック卵︑ヨ
ード卵はもとより︑皆様がご存じの
牛丼や讃岐うどんチェーンで出てく
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できたて手づくり揚げ物

豚ロースの味噌漬けなど

住
所 本庄市銀座１‑ ９‑17
TEL/FAX 0495‑22‑2541
定 休 日 月曜・火曜
営業時間 9：00 〜 19：30
揚 げ 物 11：00 〜 12：45
16：30 〜 18：45
駐 車 場 店前に有

私達夫婦と弟の３人で営業しています

最新のケージシステム
大雛8万羽収容のウインドウレス鶏舎

本庄市新井955‑117
昭和24年2月
昭和42年9月
0495‑24‑1177
http://www.sakaino.co.jp/
住
所
創
業
設
立
Ｔ Ｅ Ｌ
Ｕ Ｒ Ｌ

境野養鶏
株式会社
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シリーズ㉛〜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？
令和元年度

経営革新計画承認企業

ワンステップ

テーマ：｢プロ向け(プロを目指す方向け)｣パン教室事業の開発
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？
当店は、2018年５月に「本庄パンカフェ麦と豆」
として開業し、埼玉県産の小麦粉や地元の農作物を使
用したピッツァやパンを主力商品として営業してきま
した。この制度を知ったのは、他店との差別化や販路
拡大などの経営課題を日々感じながら過ごすなか、商
工会議所の経営相談を受けに伺ったことがきっかけで
す。その時に制度内容を教えていただき、取り組んで
みようと決意しました。
実際に取り組んでみて、頭の中で思い描いていた想

②経営革新計画の内容を教えてください
当店の強み・弱みをいま一度分析していく中で、専
門家の先生からこの業界や業種に関して客観的に検証
していただきました。
私自身の43年の経験や専門学校非常勤講師、ベーカ
リーアドバイザーとしてのノウハウを活かし、新規事
業である新しい形式のパン教室事業の展開を基に、初
級からプロ養成コースまでのカリキュラムを策定しま
した。
店舗販売とは別の『体験』を売りにした新たなベー
カリー事業のやり方として、今後はＳＮＳでの発信や
動画配信など様々な方式で実践していきます。

いや計画を商工会議所の指導員さんと経験豊富な専門
家の先生に聞いてもらい、それに基づいて具体的な行
動計画と数値目標を設定することができました。今後
は中長期的な計画に沿って進捗状況を日々確認しなが
ら、事業が進歩・発展できるように頑張っていきたい
と思います。

■所 在 地

〒３６７‑００５２
埼玉県本庄市銀座３−１−３０
■電
話 ０４９５−７１−９１４７
■営業内容 ベーカリー
■営業時間 １１：００〜１８：００
■定 休 日 木曜日（※不定休）

〜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
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中小企業相談所（ＴＥＬ２２−５２４１） 担当：経営指導員

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。
今や「仕事」での活用だけではなく、「学校教育」でも、そして毎日の「生活」でも、必要不可欠となっている、各種インタ
ーネットツール！！
「あなたは使いこなせていますか？」
本教室では、インターネット初心者でも安心して学べるよう、1人1人に合わせたカリキュラムを、自分のペースで学ぶ事が可
能です。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止策（換気・除菌・受講人数制限など）を徹底し、月曜日から土曜日の毎日開講して
います。
なお、今後の政府や自治体からの要請により、開講時間の変更や臨時休講を行う場合があります。
受講を検討される方は、必ず事前にお電話にて「個別説明会」のご予約をお取りくださいますよう、よろしくお願いします。

【通われている 生徒さんにご質問】

本庄市前原在住 境野 順治（サカイノ ジュンジ）さん（60 歳）

Q1. 教室に通うことになったきっかけ・目的は何でしたか？
今までもパソコンは仕事で使用していましたが、私用でも使いこなせるようになりたい
と思い、通い始めました。また、インターネットなどは、特に今の時代に必要不可欠な
ものであり、時代のニーズに対応しなければと考え、教室で習おうと思いました。
Q2. 教室に通ってよかったこと・役に立ったことはありましたか？
仕事でも私用でも、文書整理や、エクセルの関数を使った計算などがパソコン上でできるようになってきました。
特に、カタカナに簡単に変換できる機能や読めない漢字を検索する機能など、こんな機能があったのか！便利だ！
と感動してしまいました。
MAP
新しいことを知るのは自信につながっています。どんどんできることを増やし、
自分自身に磨きをかけていきたいと思います。みなさんもできることを増やして、
自信につなげてみませんか？

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

令和２年度 埼玉県小規模事業経営支援事業企画提案事業

ビジネス•パワーアップ•プロジェクト2020

埼 玉 北 部 オ ン ラ イ ン 参加企業募集の

合同企業説明会 ご案内
対象求職者

大学、短期大学、専門学校の新卒者（令和３年および４年３月卒業見込み）

参加条件

埼北就職応援サイト(※)に登録している企業
（埼北就職応援サイトに登録していない企業は登録した上で参加可能です。）

埼北就職応援サイトとは…

(※)

埼玉県北部の商工団体が連携して運営する
登録無料 の採用情報提供サイトです。
このサイトでは、埼玉北部地域で採用をお考
えの事業者を募集し、求人・採用情報だけで
はなく、各企業の事業内容や経営方針のＰＲ
にも役立てることができます。
採用に興味・関心を持ちながらも、採用情報
の広報手段に費用面で課題を持つ事業者の方
に対し、情報発信できる場をご
提供するとともに求職者に対し
ても多くの求人情報を積極的に
発信しております。

https://saihoku-job.jp/

《新規登録企業募集中》

40社（先着順） ※参加は無料です。
令和３年３月16日㈫〜19日㈮の４日間

募集企業数
日

時

場

所

申込期限

10：00〜12：00 １日10社(予定）
13：00〜16：00 (１社20分程度）

深谷商工会議所 深谷市本住町17番１号
※定員になり次第締め切り
令和３年１月20日㈬ ます。

問合せ・申込先

住所

本庄商工会議所 中小企業相談所
合同企業説明会担当／飯島・山口
TEL ０４９５−２２−５２４１

【協力】（一社）埼玉県商工会議所連合会
(株)日本政策金融公庫 熊谷支店

埼玉県商工会連合会
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本庄商工会議所「貸し会議室」のご案内

〜詳しくは、当所 HP でご確認ください〜

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拡大防止の為、一部の会議室の貸出を中止しておりましたが、全て
の会議室の利用を再開しました。なお、社会的距離（ソーシャルディスタンス）を確保する
ため、以下のとおり利用人数を制限しています。また、ご利用の際は、新型コロナウイルス
感染防止対策のご協力をお願いします。今後とも皆様が安心して会議室をご利用いただける
よう配慮し運営して参りますので、引き続きご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

料 金 表】
室

名

大ホール
(246㎡)

第1会議室
（90㎡）
第2会議室
（56㎡）
第3会議室
（45㎡）

（

（単位：円・税込）

）内は非会員料金

＜午後＞
＜夜間＞ ＜午前・午後＞ ＜午後･夜間＞
本来の コロナ対策 ＜午前＞
定員 による定員 9:00 正午 13:00 17:00 18:00 22:00 9:00 17:00 13:00 22:00
4,000
6,000
8,000
9,000
12,000
120名 40名
(8,000)
(12,000)
(16,000)
(18,000) (24,000)
2,300
3,000
4,000
5,000
6,000
60名
20名
(4,600)
(6,000)
(8,000)
(10,000) (12,000)
1,800
2,200
2,700
3,500
4,000
30名
10名
(3,600)
(4,400)
(5,400)
（7,000)
(8,000)
1,400
1,700
1,900
2,500
3,000
20名
10名
(2,800)
(3.400)
(3,800)
(5,000)
(6,000)

＜午前 夜間＞

9:00 22:00
16,000
(32,000)
8,000
(16,000)
5,500
(11,000)
4,000
(8,000)

※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。

会議室ご利用時の新型コロナウイルス感染防止対策ご協力のお願い

１．発熱（37 度 5 分以上）や咳などの風邪症状のある方のご利用はお控えください。
２．入出・退出時は、手指の除菌を行ってください。
３．マスクを着用してください。
４．定期的に窓の開閉や換気設備の運転を行って、十分に換気をしてください。
５．社会的距離（ソーシャルディスタンス）を確保してご利用ください。
６．使用後は、机・椅子・ドアノブ・貸出物を除菌してください。
※項番２･ ６については、各部屋に備え付けの「除菌スプレー及び布きん」をご利用ください。
※責任者の方は、利用者全員の氏名・連絡先を把握してください。請求のあった場合は、利用者
名簿を提出していただきます。（入館時の提出は不要）

大ホール

第 1 会議室

【設備機器利用料金
各1,000円︵税込︶
・マイク ・プロジェクター
【その他設備のご案内】
・駐車場80台
・エレベーター
・全室無料Wi︲Fi
・自動販売機
・多目的トイレ
・会館内に三舟 権十郎店(和食店)併設

キャッシュレス決済が利用可能になりました
11月１日から、本庄商工会議所での各種お支払い（簿記・珠算検定料、はにぽんグ
ッズ代金など）で以下のキャッシュレス決済が利用可能になりました。
◆クレジットカード
VISA、MASTER、JCBなど
◆電子マネー
Suica、PASMO、iD、など
◆QRコード決済
PayPay、LINE Pay、d払いなど
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ホームページは､
こちらから

地域飲食店応援
クラウドファンディング
︻埼玉りそな銀行に似顔絵を掲示︼

また︑本庄第一高等学校美術

が参加店を回りＰＲを実施︒

進担当を務めるＴＡＯＮさん

期間中は︑プロジェクト推

て︑きんしょうの田中信子さ

樹さん︑児玉エリアを代表し

を代表して鮨みさごの安藤秀

状贈呈式を開催︒本庄エリア

議所会館にて支援金及び感謝

せていただきました︒温かい

店舗ディスプレイ相談を実施

月にかけて︑埼玉

くり︑商品づくりが目的であ

るもの︑④新型コロナウイル

ス感染症に係る対策への専門

家による助言及び指導です︒

﹁プロモーション方法がわか

について助言してほしい﹂

商業者等で﹁個店の経営改善

この派遣事業は︑商店街・

く商品が見やすくなった ｣｢
な
かなか売れなかった商品が売

た結果︑﹁店内が移動しやす

について学んだことを実践し

イアウトの変更指導やＰＯＰ

このたびの相談で︑店内レ

らない﹂﹁店内レイアウトや

れるようになった

喜びの声が聞かれました︒

スプレイ相談を実施していき

今後も引き続き︑店舗ディ

対象事業は︑①新たな事業

ますので︑お悩みの事業所は︑

名います︒

展開や経営課題の解決︑経営

森村・下村

本庄商工会議所までお気軽に

本件担当

向上が目的であるもの︑②地

指すもの︑③魅力ある店舗づ

ご連絡ください︒

約

様々な課題に応じた専門家が

いる ﹁｣新商品を開発したい ｣ が増加した ｣｢
お客様から商品
商｢店街の事業を見直したい ｣ が選びやすくなったと言われ
といった悩みに対応しており︑ た﹂などお店のオーナーから

売り上げ
｣｢

商品ディスプレイに苦慮して

した︒

ディスプレイ相談を実施しま

トの矢吹ちおり氏による店舗

リエイター・フードアナリス

業を活用し︑ディスプレイク

県商業振興関係専門家派遣事

８月〜

店舗ディスプレイ相談
専門家：矢吹ちおり氏

ご支援をありがとうございま
した︒引き続き︑地域の飲食
店をご愛顧いただきますよう
お願いいたします︒

（※1店舗35，609円を分配）

﹁みらい飯﹂

ご支援ありがとう
ございました！

部の皆さんの協力により︑参

んへ目録と似顔絵を贈呈しま

商品陳列方法の指導の様子

新型コロナウイルス感染症

日間にわた

加店店主の似顔絵を制作し︑

した︒安藤さん・田中さんか

◆支援金額

拡大の影響を受けて厳しい経
営を余儀なくされている当地
日から約

域の飲食店を応援するため︑
６月
りクラウドファンディング
本庄﹂を立ち上

笑顔とエールを参加店へ届け

らは︑皆様からの支援金と温

【「みらい飯」支援金・感謝状贈呈式】

合計】3,541,000円

﹁みらい飯

ました︒似顔絵は︑埼玉りそ

かい励ましの言葉やコロナ禍

2，279，000円

月７日には︑本庄商工会

な銀行本庄支店及び児玉支店

の不安な状況の中︑未来を見

・地域応援型

げ︑支援金を募りました︒

様に掲示していただき︑みら

据えた本プロジェクトへの謝

【参加店にてＰＲ撮影】
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域商業︑商店街の活性化を目

60

意が述べられました︒また︑

1，262，000円

80

い飯のＰＲに協力いただきま
した︒

贈呈式では︑本庄第一高等学
校の似顔絵制作の取り組みに

店舗︑

月９日に参加

対し感謝状を贈呈しました︒
支援金は︑

飲食店︵本庄エリア

店舗︶へ送金さ

・店舗指定型

10
児玉エリア

50

10

14

延べ240人
◆支援件数

30
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〔本庄商工会議所会員限定〕

ＩＴ利活用相談員による経営相談のご案内
当所では、新型コロナウイルス感染症対策として業務の改善を検討している中小企業・小規模事業者の会員
様の経営課題に対して、IT 利活用相談員による経営相談（経営課題の解決に向けた支援）を実施しています。
相談内容は、キャッシュレス決済（主に PayPay）に関する相談や助言、ホームページの見直しやパソコン・
スマートフォンの活用方法についてなど、IT の導入部分全般をサポートします。課題解決に向けた支援を行い
ますのでぜひご活用ください。
（※相談内容によっては対応できない場合がございます）
期

間

令和３年３月31日（※祝日・年末年始除く）
〔月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 午前９時〜午後４時まで〕

対象者

本庄商工会議所会員
※市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業・個人事業主

相談時間

２時間／回

相談料

無料（１事業所あたり３回

相談場所

貴事業所

（応相談）
かつ合計６時間以内）

< お問合せ > 本庄商工会議所 ･ 中小企業相談所（担当：経営指導員）

TEL：０４９５‑ ２２‑ ５２４１

移住者の就職先となる事業主の皆様へ

埼玉県移住就業マッチングサイト求人掲載企業を募集中です！
東京圏（東京都、千葉県、神奈川県）から埼玉県内の９市町村に移住し、中小企
業等に就業した方に移住支援金（最大100万円）を支給する制度を実施中です。

こちらからサイトへ
アクセスいただけます。

●求人掲載が可能な法人、掲載できる求人について

・以下の要件を満たす法人は、求人を掲載することができます。
（1）次の①または②に該当すること。
①本店所在地が、埼玉県内対象地域(秩父市､飯能市､本庄市､ときがわ町､横瀬町､皆野町､小鹿野町､東秩父村､神川町)にあること。
②本店所在地が①以外の地域にあり、地域限定社員（転勤のない社員）を募集する場合。
（2）雇用保険の適用事業主であること。
（3）資本金10億円以上の営利を目的とする私企業またはみなし大企業ではないこと
（市町村からの推薦がある場合は資本金概ね50億円未満の法人も掲載可能）。
・対象となる求人は、勤務地が埼玉県内対象地域にあり、「週20時間以上の無期雇用の求人」です。
※詳しくは埼玉県ホームページを参照してください。

●移住支援金対象者の要件

サイトイメージ
（トップ画面）

●東京23区在住者または通勤者
移住元

次の①と②の両方に該当する必要があります

①移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住・通勤していたこと。
②移住直前に連続して１年以上、東京23区に在住または通勤をしていたこと。

移住先 ＜対象市町村＞秩父市､飯能市､本庄市､ときがわ町､横瀬町､皆野町､小鹿野町､東秩父村､神川町
就業先 ●県が開設するマッチングサイトに【移住支援金対象】と掲載されている求人に就職した方

●問い合わせ先

埼玉県企画財政部 地域政策課 移住担当
〒330‑9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15 番1 号 本庁舎2 階
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サイトイメージ
（地域ごとの求人コーナー）

ＴＥＬ ０４８−８３０−２７７３

第４回本庄まちゼミを開催！
第４回本庄まちゼミを､下記のとおり１か月半にわたり開催します｡
「得する街のゼミナール（通称：まちゼミ）」とは、お店の店主が講師となり、
その蓄積された「知識」や「ノウハウ」を教えてくれる、少人数のゼミ形式の講座
です。その道のプロであるお店の人と仲良くなって、「本庄のとっておき」を学び
ましょう！
詳しくは、広報ほんじょう１月号の折り込みチラシをご覧ください。なお、ホー
ムページやフェイスブックにて､最新情報が確認できますので､ぜひご覧ください！
HP は
右記コード
から
閲覧可能

【講座受講申込】
１月12日（火）から受付開始予定!!
各店舗へ直接お申し込みください。

FB ページは
右記コード
から
閲覧可能

【開催期間】2021年２月15日〜３月31日
【主催】本庄まちゼミ実行委員会
【協力】埼玉県/本庄市/本庄商工会議所
【HP】https://honjomachizemi.jimdofree.com/
【FB】https://www.facebook.com/honjomachizemi/
【お問合せ】本庄商工会議所(本庄市朝日町3‑1‑35)
TEL：0495‑22‑5241(担当：森村・細野)
※掲載写真は､第3回本庄まちゼミでの講座実施の様子です｡

★実施店舗（順不同）★

酒舗アライ、ヘルシーガーデンクラブ、せいわ、サンダース・パイル、福祉の店 太陽、（有）戸谷八商店、
銀座通り眼鏡、MUGAギター教室、カイルアカフェ、本庄たぬき 辻九、本庄道場、ファミリーホール本庄、
むさし証券（株）本庄支店、（有）石の吉岡、さくらや本庄店、栄養倶楽部、フェイスコスメティックハウス
フラガンシア、ひょうたんアートクラブ、福島はりきゅう接骨院・整体院、つむぎベーグル、香の根岸、彩鱗
めだか、Cafe ニノ蔵、しみじゅく、Cafe × terasuba、（株）山田屋、
讃岐うどん つる鹿（湯かっこ2F）、シュクラヨガスタジオ、
本庄まちゼミ実行委員会
※実施店舗は、感染症対策を徹底した上で、講座を行います。
具体的な対策事項については、パンフレット等に記載しております。
受講される皆さまも、ご協力をお願いいたします。

ġ༃ފᅙ࿚വȽɀȞɘȳġ

ビジネスダイアリー
手

帳

各種ございます

年賀状のご相談から
コピー・印刷承ります
〜たいせつなお客様と共に〜

はにぽんグッズも大好評発売中！
ボールペン・はにぽん箋etc…

本庄市銀座通り
TEL 22‑3421

修理等お見積りいたします。どうぞお気軽にご来店下さい。

FAX 24‑3207

冬期講習

受付中！

受験生の皆さん！最後の追い込みは斉ゼミで！！
一人ひとりにあった授業選択ができます
少人数クラスで、質問しながら…
１名クラスで、わからないところを徹底的に
※科目・日程などお電話にてお問い合わせください｡

本庄市駅南2‑15‑3 TEL0495‑22‑7791
http://saizemi.her.jp/ 斉藤ゼミナール で検索
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JR東日本駅からハイキング

疫病退散
＆

開運祈願

「笑門来福！武州本庄七福神めぐり」

駅からハイキングは、季節に応じた地域の魅力を楽しめる無料のウォーキングイベントで、毎年１月に行われ
る本庄七福神めぐりでは、歴史的建造物や絹遺産の文化財を見ながら、中山道本庄宿10社寺を回れるコースにな
っています。今年度は、各寺社に記念撮影にぴったりな七福神顔出し等身大パネルを設置します。開運祈願にぜ
ひご参加ください。
●開 催 日
●受付時間
●受付場所

令和３年１月９日（土）
午前９時〜正午
本庄駅インフォメーションセンター広場
（JR本庄駅直結）
●参加方法 受付でコースマップを受け取り各自出発
●コ ー ス 約4km
※事前申し込み不要
★本庄市観光協会（商工観光課内）
TEL 25‑1174
■プレゼント 七福神ピンバッジ（先着700名）。
■おもてなし 開善寺にて開運しる粉（お土産）を配布
高尾山佛母寺にて商店会マーケット（約10店舗出店）を開催
☆コースマップにはカフェ×テラスバで使えるクーポン付き（当日のみ有効）。

新 潟 県 産
「こがねもち」
一等米使用
埼玉の
老舗

予約承り中

笹屋製菓舗

ͤࡈ⮬Ꮿࡲ࡛㓄㐩
ࠉࠉࠉࠉ࠸ࡓࡋࡲࡍ
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１枚 3,280円(税抜）
３kg 3,542円(税込)

367-0042
FAX

埼玉県本庄市千代田1‑3‑21

☎ 0495‑22‑2297

12/31（木）〜1/3（日）はお休み致します。

in

本庄商店街連合会だより

10

商店会マーケット
佛母寺︵高尾山︶

令和３年１月９日︵土︶に
行われる駅からハイキング七
福神めぐりに合わせて商店会
マーケットを開催いたします︒
佛母寺︵高尾山︶境内をお借
りして︑約 店舗が出店いた
します︒
お近くにお住いの皆さまに
も︑地元の良さを再発見でき
るイベントになると思います︒
ぜひ商店会マーケットにご来
場ください︒
コロナ対策として︑検温・
消毒液の設置や埼玉県コロナ
お知らせシステムの導入など
を行い︑ご来場の皆さまに安
心・安全にお買い物を楽しん
でいただけるよう準備を進め
ています︒
︻日時︼令和３年１月９日 日( )
午前９時〜午後１時
︻会場︼佛母寺︵高尾山︶
千代田３ ３‑ ‑
お問い合せ先
商業祭実行委員会︵本庄商工
会議所内︶２２ ５‑２４１
10

開催報告

当日は︑

時からお弁当の
食店に足を運んでいただきた

関東ブロック商工会議所

晋一

告

青年部連合会第２回定時総会

報

をはじめとした伊勢崎ＹＥＧ

加

せていただいた︑﹁地域の味
の皆様︑塚本会長をはじめと

本庄商工会議所青年部

参

交換会﹂の動画をＹｏｕＴｕ
した藤岡ＹＥＧの皆様︑そし

最後になりますが︑畑会長

販売を本庄商工会議所で行い︑ いと思います︒
時から交流委員会で作成さ

ｂｅに配信しました︒

会長

大日方

てコロナ禍にも関わらず快く

ンにて関東ブロック商工会議

月 ７ 日︵ 土 ︶︑ オ ン ラ イ

食店の皆様には心から感謝申

所青年部連合会︵以下︑関東

ご協力くださいました各地飲
し上げます︒また︑企画から

ブロック︶第２回定時総会が

今回は︑役員一覧からスロ

設営まで協力してくれた︑交
申し上げます︒来年こそは皆

ーガン・会長所信・事業計画

開催されました︒

さんと会って交流できること

等々令和３年度に向けた議題

流委員会のメンバーにも感謝

を楽しみにしています︒

の発表は、タクシー券の発送をもってかえさせていただきま

地元の味交換会

月

も︑関東ブロックに所属する

単会の１つとして︑できるこ

とを模索し︑愛する地元本庄

を元気にできるような事業を

企画して参りますので︑今後

とも温かいご支援とご協力を

有効期限は令和３年９月30日までとなります。なお、当選者

が上程されました︒

ロナウイルスですが︑関東ブ

令和２年

と直接会って交流ができず︑

よろしくお願い申し上げます︒

を進呈します。車両タイプは普通タクシーで、タクシー券の

本当にありがとうございま
こちらの動画は︑各地会長

ロックも屈することなく︑
様々

未だに猛威を振るう新型コ

のご挨拶と︑ご協力いただい

な工夫を凝らし活動をしてお

した︒
高橋

た飲食店の皆様からのＰＲを

ります︒

交流委員会
日︵金︶︑

まとめて編集したもので︑実

順容

毎年恒例となっている︑伊勢

際に視聴したメンバーからは

委員長

崎ＹＥＧ︑藤岡ＹＥＧ︑本庄

﹁お店に実際に行きたくなっ

て︑地域の飲食店のお弁当を

残念ではありましたが︑コロ

我々本庄商工会議所青年部

ＹＥＧによる３単会の交流会

だけました︒

出し合い︑いただいたお弁当

ナ禍が落ち着いた際には︑今

今年度の交流会は︑皆さん

をメンバーで食べることで食

を活用して、抽選でタクシー券（一世帯あたり5,000円分）

11

を開催致しました︒

お弁当販売の様子

回ご賞味いただいた各地の飲

ローカルネットワークファンディング実行委員会指定寄附

【対象】本庄市内に在住し､運転経歴証明書の発行を受けた方
【数量】60人分（１世帯１人まで）
【共催】本庄商工会議所、本庄商工会議所青年部、
︵公社︶こだま青年会議所､︵福︶本庄市社会福祉協議会
【協力】本庄市第１層生活支援体制整備協議体

（運転経歴証明書所持者対象）

17

た ﹁｣お店の魅力がすごく伝わ
ってきた﹂といった声をいた

配信動画から集合写真！

【申込み】
市内各所で配付する応募用紙にて､令和３年１月29日
（金︶までに本庄市社会福祉協議会へお申し込みください。

抽選でタクシー券を進呈します！

19
文化の交流を行いました︒

め﹁地元の味交換会﹂と題し

ロナウイルス感染症拡大のた

今年度の交流会は︑新型コ

30

【お問合せ】本庄市社会福祉協議会（本庄市銀座1︲1︲1）
TEL:0495︲24︲2755 FAX：0495︲21︲5516︵担当：関根︶

す（３月中を予定）。

10

12

↝ࣱڡ
⅙ ∀ ⒲⇞
顧問

白川

多壽子

これからも年寄りらしく若い世代の進め方
所へ訪問しお話を聞き提案もした︒気さくで
頼もしく総会等にも毎回出席して下さり女性 を︑そっと応援し暖かく見守っていきたいと
会とは身近なお付き合いだったと思っている︒ 思う︒
本当に女性会には感謝とありがとうしかな
行政にも参画した︒環境・農業・政策・固定
資産等の審議会に本会から参加し︑男社会だ い︒
皆さん！ありがとう︒
った事にびっくり！傍聴者であってはいけな
いと実感した︒
ボランティア活動も大切な事の一つだ︒会
議所仕掛けの桜まつりにも呈茶で参加し十年
出
｢没！アド街ック天国の
が過ぎた︒年々盛んになり客足も増えチャリ
取材を受けて﹂
ティ呈茶にしその浄財を東北の震災した女性
こまつや 木村 喜代子
会に寄付させて頂いた︒訪問もし傷跡を目の
過日︑見慣れない三人の若者がご来店︑ド
あたりにもした︒今も交流は続いている︒あ
れから数年を経て復興も加速されたと思う︒ ラＱをお買い上げ下さいました︒程なくして
県の会議で起業十年未満の起業状況とその 電話があり﹁先程ドラＱを頂いて試食したと
歩みを審査し優良者を全国大会で表彰する事 ころ︑とても美味しく珍しい味だったので取
を知った︒本会に起業八年目の会社があって 材をさせて下さい﹂と言われ突然の事で戸惑
応募を勧めた︒書類審査が大変だったが事務 い ま し た が ︑ 聞 け ば テ レ ビ 東 京 の 番 組 ﹁ 出
局が頑張り見事通過︒結果︑全国で第二位に 没！アド街ック天国﹂の担当の方達との事︒
﹃え！あのゴールデン番組の取材？﹄
かがやき金沢全国大会で優秀賞を頂いた︒嬉
私は即座によろしくお願いいたします︒と
しい事の一つだ︒今も業績を伸ばし活躍して
答えてしまったものの︑撮影は明後日と言わ
いる︒
私のあと会長を受けてくれた執行部も来年 れ大慌てで返事に窮している私に︑息子さん
三月で満了となる︒木村体制の皆さんにはそ がどら焼きを焼いている場面と︑お母さんが
の努力を労いたい︒後半は新型コロナウイル キュウリを切るところから炒めるところまで
スで活動が制限されたが良くやってくれまし をカメラに収めたいと注文が付きました︒勿
論︑撮影当日は料理学校の先生よろしく︑ラ
た︒
そしてコロナ下での新体制が来年四月から イトの中を五人のスタッフに囲まれて︑ディ
レクターの質問に答えながら懸命に頑張りま
始まる︒今までのやり方は対応しづらい︒
した︒
﹁ウィズコロナ﹂で行くしかない！
以前︑地元本庄のキュウリをアピールする
ピンチをチャンスに︑若い時代が柔らかい
頭で新時代を切り開いて欲しい︒道は必ずあ た め に ︑ 埼 玉 県 北 部 産 業 労 働 セ ン タ ー ︵ 当
時︶からの依頼を受け︑﹁野菜と和菓子﹂と
る！
顧問を受けて五年以上︑久しぶりの原稿書 いう︑異色の組み合わせで仲間の同業四店舗
きは︑ショートメールですませている今では が協力して商標登録まで取り付けたこのドラ
更に腕が錆びた︒八十一歳の年のせいにしよ Ｑ が テ レ ビ に 登 場 す る 機 会 に 恵 ま れ た 事 は ︑
有難い事で今後の販売促進に期待が持てる事
う︒
他団体活動も沢山あった︒あの年代︑この はもとより﹁本庄市のキュウリ﹂の知名度ア
年代それぞれに悩み困惑し︑時に怒り︑笑い ップに少しでも関わる事が出来た事に︑感謝
楽しんでも来た︒そしてその中で成長もさせ しております︒
てもらった︒何より感動する事は︑この会で
生涯の友を得た事である︒

13

役員

① 山田 禮子
（有）本庄技研工業

﹁女性会と私﹂
女性会の広報担当者から原稿の依頼があっ
た︒テーマは自由とか︒自由ほど難しい事は
ない︒顧問をしている現在︒女性会と自分に
ついて振り返ってみる事にした︒
この会は昭和五十四年に設立された︒もう
四十数年になる︒埼玉県内女性会の中でも最
古参だ︒設立と同時に入会︒広報委員に配属
された︒私の三十代後半の事である︒脱サラ
をして小さな会社を起こし運営していた主人
を手伝うため教師を辞め︑子育てと経理の慣
れない環境に入った︒商工業の事は何もわか
らず友達もなく少々孤独気味だった︒そんな
状況を変えたくいい機会と思い入会した︒広
報の仕事は仲間に恵まれ楽しかった︒ずっと
広報畑を歩き十周年の記念誌作成に幾晩も深
夜まで作業に没頭した︒心地良い疲れで達成
感もあった︒
そして執行部に係る時がやって来た︒投票
で会長に推された︒何から手を付けるか︒十
八年間手つかずの規約を見直し︑時代に合わ
せた︒皆で一つ一つ丁寧に意見を交わし確認
していった︒改革もした︒コミュニケーショ
ン不足を心配し月一回の理事会は夕食を一緒
にとり三十分おしゃべりをしリラックスして
会議に入った︒努力を惜しまなかった︒段々
手応えが伝わって来た︒これで上手くいく！
と思った︒
大きな県の行事も主管した︒二百名以上の
総会・懇親会はホテルを満席にし盛大に打ち
上げた︒﹁本庄さんは和物が得意だから ﹂
におだてられ懇親会では﹁白浪五人男﹂を歌
舞伎風に実演した︒そんな時代だった︒理事
メンバーを初め皆さんの協力のおかげだ︒
行事内容に市長との懇話会を組んだ︒市役

質問事項
①氏名、社名
②商工会議所女性会に入会した感想
③希望、夢
④趣味、お得意料理
⑤会社のＰＲ

②女性会に長く入会させて頂いております。
年間を通してさまざまな行事が開催され、
その都度楽しくすごさせて頂きとても勉強
になりました。高齢になりつつも行事に参
加できることを楽しみにしております。
③孫達も結婚をし、ひ孫ももうすぐ2人目が
誕生します。それぞれの成長が唯一の楽し
みであり、子ども達が立派に成長してくれ
【新建屋 ( 完成イメージ）】
る事が今の私の夢です。
④ゴルフが趣味！でも最近ではなかなかできません。
料理は手早く作る酒のつまみ。
⑤（有）本庄技研工業は昭和45年の創業以来、本庄市小島を拠点に主に
ステンレス加工業で地域に貢献を続ける会社です。
お客様の様々なニーズに対し、迅速、丁寧、誠実さをもってお応えす
ることを経営のモットーとしています。この度工場建屋の老朽化にと
もない耐震性を備える新建屋に建て替えを実施。作業環境の安全化と
効率化を図りました。

シリーズ＊会員紹介

․‣

現在もＹｏｕＴｕｂｅ上で閲
覧可能ですので︑ぜひご覧に
なって新たなこだま地域の魅
力を知っていただければと思
います︒
︿担当﹀特別事業実行委員会
委員長 小田島寛之
事務局長 目黒貴史

ポイントたまると

す︒毎月

円分の

日はポイント倍デ

買い物券としてご利用できま

500

ーです︒今後も本庄夢カード

20

夢カード短信

月

本庄夢カードの会︵会長・

小暮直樹︶では︑さる

400

ました︒厳選なる抽選の結果︑

１等〜３等の当選者が決定し︑

当選景品︵本庄夢カードの会

加盟店共通お買い物券︶が贈

ます︒

本庄夢カードの会加盟店一覧

㈲福田屋呉服店・アン・モー

ル赤かんばん・みどりや洋品

店・内田糸店・酒舗アライ・

こめ吉商店・河本屋酒店・山

田酒店・㈲米のこぐれ・小林

肉店・松村肉店・山本肉店・

千田米穀店・くりたストアー

口青果・赤城屋本店・総合食

・森島屋・早乙女青果店・山

お知らせ

品㈲ふじや・松林堂分店・㈲
２月

す︒現行カードの端数残ポイ

カードへの切替を行っていま

田・㈲マメヤ文具店・前原商

店・㈱すや薬局・㈲薬の太

商店・上野セイブ・倉林履物

月より︑新しい本庄夢

ントは加盟店にて１ポイント

本庄夢カードは︑加盟店

店舗にてご利用可能です︒

円のお買い物で１ポイント︑

イベイ・㈲寺井商店

店・田辺米穀店・㈲米の郷サ

茂木園茶舗四季の里店・細野

期限が令和３年 ２０２１年
御菓子司せきね・茂木園茶舗
(
)
日までとなっておりま
千代田店・金子園・大黒園・

現行︵水色︶カードの使用

られました︒

2 月 28 日まで

有効期限は

﹁満点カード抽選会﹂を行い

日︑本庄商工会議所会館にて︑ の会をよろしくお願いいたし

10

100 37

︿担当﹀政策委員会 委員長
堀込佑太
﹁ウェブサイトまるこ
﹂
URL :https://maruko.life

15

こだま
青年会議所

17

月例会のご報告

10

11

円にて現金化いたします︒

す︒

11 28

月例会のご報告

月８日 日( か
)ら 日 日( )
までの間︑こだま地域の上空
を交通手段としてドローンの
有用性を認識いただく目的
で︑﹁ドローン・フィルムコ
ミッション﹂と題した例会を
開催しました︒本庄児玉郡市
を撮影対象に︑各行政と協力
し作成したＰＲ動画４本を公
開し︑その動画を各行政に寄
贈させていただきました︒
一般公募の動画は︑レベル
の高い 作品が集まり︑多く
の方が地域の魅力を発信する
ため奮闘してくださいました︒
23

公益社団法人
去る 月 日︵土︶︑地域
情報ウェブサイト﹁まるこ﹂
を発表しました︒まるこは︑
本庄児玉郡市内の行政情報や
コロナ関連情報︑農産物生産
者との直接の取引情報︑飲食
店情報︑各種イベント情報を
集約したサイトになっており
ます︒特に今の時期︑この地
域のコロナウイルス感染者数
が一目で分かるようにしてい
ます︒今後は皆さまに楽しん
でいただけるイベント情報も
随時更新していきます︒当サ
イトを検索する際には﹁まる
こ こだま﹂とご入力のうえ
ご覧いただき︑週末のお出か
け先をご検討ください︒併せ
て︑ご家族やご友人にも当サ
イトを紹介していただければ
と思います︒どうぞよろしく
お願いいたします︒

1.25

11
11

10

14

会員事業所向け福利厚生制度

はにぽん共済加入のご案内

本庄市マスコット
｢はにぽん｣

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
＋本庄商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）

福利厚生制度に活用

月々800円から

独自給付金制度

１年更新で医師の

結婚 出産·成人·古希祝金

診査なし

6大生活習慣病入院一時金

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

剰余金があれば

配当金も！

業務上・業務外を問わず

24時間保障

健康増進に役立つ付帯サービスも

健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

※ 保障内容について詳しくは、商品パンフレットをご確認下さい。

〜さらなる企業の発展のために〜

健康経営に取り組みませんか？
商工会議所とアクサ生命保険㈱は協力して健康
経営を推進しています。
健康経営とは
「企業が従業員の健康に配慮することによって、
経営面においても大きな成果が期待できる」と
いう基盤に立って、健康管理を経営的視点から
考え、戦略的に実践することです。

アクサ生命の健康経営サポート
健康経営に取り組もうとされる企業に対して必
要な情報提供や実践支援を行う「健康経営アド
バイザー」がサポートいたします。

・「健康経営」を始めるお手伝いをします
・「健康経営」に関する情報を提供します
・「健康経営」の実践を支援します
健康経営優良法人認定の
申請までサポート
(お問合せ先）

アクサ生命保険株式会社
埼玉北営業所

〒366‑0824

埼玉県深谷市西島町2‑10‑1 ミツワビル2Ｆ

☎048‑574‑0612
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新入会員紹介コーナー
令和２年9月11日〜令和２年11月27日まで

企

業

☆ご入会ありがとうございました。

会員数 1,506事業所（令和２年11月27日現在）

名

（順不同・掲載希望者のみ）

所 在 地

業 種 名

1 さくらや本庄店

〒367‑0052 本庄市銀座2‑2‑7 まちなかサロン青い鳥内 学生服リユースショップ

2 ㈱優建設

〒367‑0023 本庄市寿1‑18‑18

建設業

3 ㈱大和装建

〒367‑0051 本庄市本庄3‑4‑2

建築塗装

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。

月

︵主要会議・事業のみ︶

正副会頭会議

事務局日誌

日

73

九

二

５
︵本庄商工会議所︶
第
‑ 回常議員会
日 県連中小企業相談所長会議︵リモート会議︶

日商通１３１回通常会員総会

四

十七日
︵リモート会議︶

︵リモート会議︶

︵リモート会議︶

県連第２回事務局長会議

活用術
Instagram

県連第１回会頭会議

日

ビジネスで効果を上げる

二五日

二

日

創業セミナー︵第１回目︶︵本庄商工会議所︶

月

五

日

正副会頭会議

十

六

日

︵本庄商工会議所︶

七

第
６
︵本庄商工会議所︶
‑ 回常議員会
残業軽減と仕事の効率化セミナー
73

︵本庄商工会議所︶

企業経営のための実践ＢＣＰ策定セミナー①

︵ＷＥＢセミナー︶

飲食店応援クラウドファンディング支援金贈呈式

︵本庄商工会議所︶

創業セミナー︵第２回目︶
︵本庄商工会議所︶

︵ＷＥＢセミナー︶

回若泉公園桜まつり主催者会議

企業経営のための実践ＢＣＰ策定セミナー②

十三日

第

創業セミナー︵第３回目︶
︵本庄商工会議所︶

十五日

二十日

第２２０回珠算能力検定試験

︵本庄商工会議所︶

二五日
︵本庄商工会議所︶

本庄商工会議所議員協議会

︵埼玉グランドホテル本庄︶

二八日
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若泉運動公園多目的グラウンド ネーミングライツパートナー募集
◆ネーミングライツ制度とは
市が所有する施設に法人名や商品名等を冠した愛称を付与
できる権利を与え、この権利を取得した法人等は、その対
価となる金額（ネーミングライツ料）を支払う制度です。

◆応募資格
①
②
③

本庄市内に本店又は支店を有する法人
本庄市内に本所又は支所を有する団体
①又は③を含む複数の団体により構成された
グループのいずれかに該当する者

◆対象施設 若泉運動公園多目的グラウンド

※詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は、12月１日（火）よ

◆応募期間 12月１日（火）〜令和３年１月８日（金）

ウンロードできます。

り本庄市企画課（市役所3階）で配布又は本庄市ホームページからダ

◆お問合わせ先 本庄市企画課 TEL0495‑25‑1157
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