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第５回本庄まちゼミを開催！
【開催期間】2021年10月15日(金) ～ 11月30日(火)

第５回本庄まちゼミを、上記のとおり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９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！
【講座受講申込】
9月13日(月)から受付開始予定！！
各店舗へ直接お申し込みください。

ホーム
ページ▶

Facebook
ページ▶

【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・下村)
10/1～11/30の期間は、全国的に､一斉にまちゼミが開催されます。
※掲載写真は､第４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）★

福島はりきゅう接骨院・整体院、銀座通り眼鏡、MUGAギター教室、せいわ、香の根岸、ひょうたんアートクラブ、
(有)戸谷八商店、ファミリーホール本庄、むさし証券(株)本庄支店、リアル筋力ジム アンダンテ、酒舗アライ、
LosFeliz、こめ吉商店、(有)石の吉岡、本庄たぬき 辻九、本庄道場、MK不動産(株)、埼玉県北部地域振興センター
本庄事務所、(株)山田屋、サンダース・パイル、谷田時友商会、salonシュエット・テアテ、栄養倶楽部、彩鱗めだ
か、ほんじょうFＭ、clarifier icingcookie、福祉の店 太陽、Chouette(シュエット)、本庄経済新聞、埼玉縣信用
金庫本庄支店、cafe ニノ蔵、BOB’s PAINT、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うえで、講座を行います。
講座が中止となる場合もありますので、詳しくは店舗へご確認ください。
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。
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した。国や地方も積極的に
化を図ってきましたが、十分
な効果を発揮できませんでし
た。
実業界は地域のエンジン
化がされていなかったか
今回は、企業や行政の 化
らか？ そうではないのです。
などを考えてみたいと思いま
スマートフォンでもホーム
す。
ページの一覧や買い物など、
インターネットでの買い物
かなりの事はできます。無料
や販売（Ｅコマース）、銀行
のソフトも沢山あります。こ
取引（インターネットバンキ
れらを活用すれば、給与計算
ング）などは、わざわざ銀行
や在庫管理くらいはできます。
に行かなくても決済ができ、
データの保存などはコンピュ
手数料も安くなります。 活
ータは得意中の得意です。
用がしっかりできると得にな
何が問題なのか？。
ることが沢山あります。国で
システムはできたが、運用
推奨している、マイナンバー
管理者がいない。これが問題
カードを作ると、五千円がキ
なのです。 を十分に活用さ
ャッシュバックされ、本庄市
れていないのです。お金をか
を活
でも一定期間に Paypay
けて、機器やソフトウェアを
用し、加盟店で買い物をする
導入しても活用していなけれ
と最大で延べ二万五千円のキ
ば、なんの意味も持ちません。
ャッシュバックがされました。
が活用できなければ、投資
の活用を十分していると金
が無駄になる。利益を 投資
銭的なプラスもあります。
に回し、合理化を図り、生産
性の向上を図ろうとする。経
営者であれば、ごくごく当た
り前のことだと思います。そ
れを十分に活用して、初めて
化の意味を持ちます。我々
中小企業はお金をかけて、ソ
フトウェアを組めば、自社は
化されたと勘違いすること
が多いのだと思います。運用
管理者がいる企業とそうでな
IT

IT

IT

い企業の差が出るのは歴然で
す。各企業で 運用管理者を
育てるべきだと思います。
プログラムを組み立てたりシ
ステムの構築をする人でなく
ても良いのです。間違えては
いけないことは、 運用管理
者がいなくなると困るから、
チヤホヤする。 運用管理者
に首根っこを押さえられてし
まう。これが管理上の大きな
問題の一つです。 の運用管
理者を育てることは、そんな
に時間のかかることでもあり
ません。規模にもよりますが、
専門に人を置く必要もないこ
とが多いのです。
本庄商工会議所は、このよ
うな運用管理者を育てるご協
力をさせて頂いてます。
それが、当所で進めている
「 利活用相談員制度」で
す。
まず、当所会員の 運用の
レベルを上げることからスタ
ートし、誰もが普通にスマー
トフォンやパソコンが使える
ことができる地域にしたいも
のです。
本庄市を リテラシーの高
い街にするよう協力いたしま
す。移住定住も推進できる一
つの宣伝文句にす
るのもいかがでし
ょうか？

etc

◇ネットワーク・業務改善ソフトの導入
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企業の 化も進んでいます。
給与システムや財務システム、
他にも請求システム・在庫管
理システム・販売管理システ
ムなど。企業も の活用人材
を増やす努力をすべき時に来
ています。
この度のコロナの発生によ
り、 活用が推奨され始めま
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ＩＴ利活用相談員による経営相談のご案内
〔本庄商工会議所会員限定〕

～当所では、中小企業・小規模事業者の会員様のデジタル化・IT 化を支援しています～

デジタル化・IT 化を推進するうえでの経営課題に対して、IT 利活用相談員が有効な方法をご提案し
サポートいたします。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）

＜主な相談内容＞

◇パソコン・スマートフォン・タブレットの活用方法

◇SNS・キャッシュレス決済の導入・操作・活用方法

◇ホームページの作成・見直し・分析

◇各種補助金のオンライン申請の補助

< 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

旬菜

ハムカツ

75円

安心安全な国産和牛

※他にも23品あります
※お電話でのご注文承ります！
お待ち時間が短縮できます！

「海老の蓑笠揚げ」

みのかさ

土鍋で炊き上げる「鯛めし」

方もいます。大変ありがたいことで
すし、私達はそれを励みに仕事を頑
張っております。ぜひ、当店の揚げ
物やお肉と一緒に、自家製マヨネー
ズで作った「手作りサラダ（ポテ
ト・マカロニ・コールスロー）」も
お試しください。

95円

当店は、私の祖父がこの地で店を
始め３代目になります。お薦めは、
安心安全な「国産和牛・豚肉・とり
肉」・自慢の「あげたて揚げ物」で
す。

メンチカツ

山本肉店

平日は、地元の方を中心にお仕事
帰りのお客様やはにぽんプラザご利
用の学生さん・週末は深谷市や伊勢
崎市など遠くからもお客様がお越し
いただいております。週末いらっし
ゃるお客様には、子供のころに食べ
た味が忘れられないと、わざわざ遠
方からお子様を連れて来てくださる

★おすすめ揚げ物メニュー(税込)★

功一

齊藤

店主

人気メニュー

25

新型コロナウイルスの影響により
大変な状況が続きますが、感染対策
も施し、ご来店いただいたお客様に
安らぎの時間をお過ごしいただける
よう心がけ、スタッフ一同お待ちし
ております。

320円より

豚ロースカツ

160円/100g

若鶏唐揚げ

衛生管理された店内

75円

あげたて揚げ物

コロッケ(カレー味)

住
所 本庄市小島南２-４-５５
Ｔ Ｅ Ｌ 0495-24-3171
営業時間 17:00〜23:00
定 休 日 毎週日曜日・祝祭日の月曜日
駐 車 場 17台

暑い夏にも！「夏野菜ゼリー寄せ」

住
所 本庄市銀座 1-1-17
TEL/FAX 0495-22-2044
定 休 日 月曜・第三火曜
営業時間 9：00 ～ 19：30
揚げ時間 昼 11：00 ～ 13：00
夕 16：30 ～ 19：00

はにぽんプラザ隣り

みつくら
しゅんさい

一人飲みからお友達との会食、喫
煙可の個室、お子様にはキッズプレ
ートと、幅広いニーズに対応し、全
席掘り炬燵の座敷では最大 名様の
ご宴会も対応できます。
お祝いには、当店自慢の『鯛めし』
当店はお客様に支えられ、今年で
をどうぞ‼（要予約）
創業 年目になります。旧市役所裏
から現在地に移転し、今では堅苦し
いイメージを無くすため、屋号を割
烹三蔵から「旬菜 みつくら」に変
え、頑張っております。
毎日、海、山の旬の食材を吟味し、
手作りにこだわり調理しております。
また、いろいろな地域から取り寄せ
る日本酒もお勧めです。
43
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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？
令和２年度

経営革新計画承認企業

ガ

ム

ガ

デ

ザ

イ

ン

gamga Design

テーマ：ルブル・ゴッチャ(幼き頃の思い出のコラージュ化)事業
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？

②経営革新計画の内容を教えてください。
既存事業である広告等の制作業を通じて培ってき

弊社は、2010年２月に広告等の制作業として開業

た、顧客のニーズを引き出すヒアリング力やデザ

ク、チラシなどの販促物に至るまで、新規開店に必

いました。経営指導員さんや専門家の先生にもご意

は公共団体などへのサービス展開（本庄市マスコッ

出のコラージュ化）事業」を行うことが決まりまし

し、新規開店する飲食店等の内外装やメニューブッ

イン技術を活かせるような事業を行いたいと考えて

要なもの全般を引き受けてきました。加えて、現在

見をいただき、「ルブル・ゴッチャ（幼き頃の思い

ト「はにぽん」グッズの企画・デザイン化など）も

た。

行っています。

このルブル・ゴッチャという事業名ですが、「ル

この制度を知ったのは、他の補助金の申請をする

ブル」はルーブル美術館の発音から派生した音で、

けに伺ったことがきっかけです。その時に制度内容

を表す外国語に由来しています。こども時代のお絵

販路開拓・拡大の必要性を感じ、取り組んでみよう

構成して美術品のように仕立て直すという意味を込

今回、商工会議所の経営指導員さんと専門家の先

をパーツとして特製の抜型で切り出し、コラージュ

にあたって商工会議所の経営指導員さんに相談を受

「ゴッチャ」は異国の“ものを集める”という意味

を教えていただき、今後の事業計画を立てることや

描き作品から、残したい部分を切り取って集め、再

と決意しました｡

めて命名しました。残したい絵を選択し、その一部

生にご協力いただきながら取り組んでみて、今まで

を制作、その作品を額装して依頼者の指定する場所

強み・弱みも再認識できました。それを踏まえて具

ご興味のある方は、ぜひ一度弊社にご相談くださ

漠然と考えていたことが明確となり、現状の課題や

に設置するまでのオーダーメイドのサービスです。

体的な行動計画と数値目標を設定することで、実現

い。

可能な新規事業の創出に繋げることができたのでは
ないかと思います｡

今後はこの計画に沿って現状把握をしながら適切

に事業の遂行を行っていきます。
■所 在 地

〒３６７－００５１
埼玉県本庄市本庄３－７－３４
■電
話 ０４９５－２２－２８０８
■営業内容 「屋外広告物」
企画・デザイン・製作・施工
「印刷物」
企画・デザイン・製作

【ルブル・ゴッチャ作品】

～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

【制度改正に伴う専門家派遣等事業】

ニューノーマル時代で
企業に求められる

労務管理の
基本と実務セミナー
基本と実務
セミナー
＜緊急事態でも会社を動かす、労務管理と就業ルール！＞

【講師プロフィール】
大学卒業後、20代後半まで呉服流通チ
ェーン、中小法人向けノンバンクに勤
務。在職時に職場で体験した労使トラブ
ルをきっかけに労働法と人材育成の在り
方に関心を持ち、2000年に社労士資格
を取得する。2004年に独立起業後、15
業態以上の労務管理指導を経験。現在は
社会保険労務士
孚（まこと）事務所 株式会社 社労士の知見に東洋哲学のエッセンスを
代表取締役
取り入れた人材・組織開発を得意とし、
各地で講演・セミナー講師も務めてい
氏 る。

飯田 吉宏

2020年は新型コロナウイルスのパンデミックという大きな出来事が起こり、企業の人事労務もニューノーマル（新しい労務管
理の様式）を模索する時代がやってきました。企業規模の大小を問わず、労務面の改革・変革が必須の時期を迎えています。コ
ロナへの対応はもちろん、「テレワーク」・「同一労働同一賃金」・「副業や兼業」といった多様な働き方にまつわる論点。電
子化の推進による印鑑廃止など、広範な実務対応が急務です。先行き不透明な今、企業がいかに従業員をまとめ、状況に適応し
ながら事業を発展させていくか、人事・労務管理の視点から解説します。

日

時

会

場

９月14日㈫ 14:00〜16:00
本庄商工会議所会館

内

(本庄市朝日町３-１-35）
定

員

先着40名

受講料

(定員に達し次第締め切り)
主

催

無料

容

◇ニューノーマル時代の労務管理の基本
◇「同一労働同一賃金」対応の原理原則
◇「在宅勤務・テレワーク」成功のポイント
◇緊急事態を見据えた就業ルールの整備
◇職場にコロナ感染者が出た場合の初動対応
◇電子化推進の論点（印鑑廃止等）

本庄商工会議所･中小企業相談所 <セミナーに関するお問合せ> 山口
TEL：0495-22-5241 FAX：0495-24-3003

LINE公式アカウントの
売上を劇的に伸ばす方法

スマホ1台でできる
ビジネス活用で

多くの中小企業を儲かる企業に導いた
ネット戦略指導のカリスマ講師が解説
ＬＩＮＥ公式×動画で売り上げを伸ばす
手法や事例を学びます

【セミナー内容】
集客専門コンサルタント
㈱アームズエディション
代表取締役
す が や

しんいち

菅谷 信一

氏

・LI N E公式アカウントの基礎知識を理解する
・動画を有効活用して、LINE公式「友達登録」を伸ばす
・動画を有効活用して、LINE公式「一斉配信」の信頼関係を伸ばす
・動画を有効活用して、LINE公式「個別配信」のコミュニケーションを伸ばす
・「動画活用型LINE公式アカウント」で大成功している実践経営者の事例 等

■日

時：令和３年９月28日(火）

■定

員：20名(先着順）

■会

14:00～16:00

場：本庄商工会議所会館大ホール（本庄市朝日町3-1-35）

■受講料：無

申込フォーム

料

■持参物：スマートフォン、筆記用具
■主

催：本庄商工会議所・中小企業相談所（担当：森村）
ＴＥＬ：0495-22-5241

ＦＡＸ：0495-24-3003
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【伴走型小規模事業者支援推進事業】

-本庄商工会議所-

創業セミナー
日

当所では、今年も創業セミナーを開催いたします！
◆起業したいが方法が分からない
◆今までの経験を活かし独立したい
◆イチから経営を学び直したい
◆2～３年後の創業に向けて今から準備したい
◆コロナ禍での不透明な先行きを自力で打破したい
このような方は、ぜひ当セミナーをご受講ください。

①10月５日(火） ②10月14日(木）
③10月21日(木）④11月４日(木）

時

<全日とも13:30～16:30>

中小企業診断士・МＢＡ
㈱Office 優 For YOU 代表取締役

大久保 優子

氏

【講師プロフィール】（本庄市出身）
大学卒業後、ヨーロッパ系のグローバルＩ
Ｔ企業に勤務し、製品の日本語化、海外拠
点の設立に参画。その後、コンサルタント
として独立し、自らも実業を営むことを決
断。米国ノースカロライナ州の女性起業家
と意気投合し、はちみつの輸入卸売を経
験。現在は、創業者の想いを実現するビジ
ネスモデルづくりを支援している。

主

催

会

場

本庄商工会議所会館(本庄市朝日町３-１-35）

定

員

先着15名

受講料

(定員に達し次第締め切り)

無料

カリキュラム
＜第１回＞〔経営〕創業の心構え・事業の全体構想・イメージ／商品・サービス
＜第２回＞〔販路開拓〕マーケティング／販売計画／地域の創業者による体験談
＜第３回＞〔労務・財務〕創業に必要な、人、モノ、カネ
＜第４回＞〔まとめ〕創業計画発表会／創業のサポーター

＜※予定＞

本庄商工会議所･中小企業相談所 <セミナーに関するお問合せ> 佐藤
TEL：0495-22-5241 FAX：0495-24-3003

使うのはスマホだけ

Instagramビジネス活用セミナー
コストをかけずに売上を伸ばすネットを使った新しい集客法
【セミナー内容】

▶Instagram が10代〜30代の女性に人気がある本当の理由
▶この１年で Instagram をビジネス活用する企業が急増の訳
▶Instagram を SNS でなく新規客を獲得できる集客法とは?
▶殆どの人が間違っているビジネス活用で実践すべき３つ
▶素人がスマホで撮影の写真がインスタで人気の訳

イーンスパイア㈱
代表取締役

▶構図を変えるだけでオシャレな写真に見える秘訣

横田 秀珠

氏

▶人に教えたくない画像加工アプリを駆使した投稿
▶いいねフォロワーが少なくても人気投稿に入る裏技 他

■開催日時：令和３年10月13日(水）
■会

場：本庄商工会議所会館

■受 講 料：無

14:00～16:00

大ホール(本庄市朝日町3-1-35）
■定

料

員：20名（先着順）

■持 参 物：スマートフォン、筆記具
■主

催 ：本庄商工会議所・中小企業相談所(担当：森村）
ＴＥＬ 0495－22－5241
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ＦＡＸ 0495－24－3003

申込フォーム

なぜ良い商品を持つ会社ほど販路に困るのか?

今日から実践できる！

販路獲得術
【セミナー内容】
●アフターコロナを読み解く5つの視点

講師：

●モノが売れない３つの理由

日本工業大学大学院教授

弓削 徹

●自社のセールスタイプを知ろう

氏

製造業のマーケティングコンサルタント。クリエ
イターとしてSONY､サントリー､パナソニックな
どの商品開発、販促キャンペーンを成功させ、
「製造業なら弓削」との評価を得る。現在は､日
本の土台である中小製造業を支援する活動に注
力。商工会議所で650回のセミナーに登壇。
[ノートパソコン]の命名者。著書に「キャッチコ
ピーの極意」他。
2021年7月発刊

●インターネットはこう活用する
●展示会はこれをやめれば成功する
●誰も教えてくれないプレスリリース活用術
●中小製造業が勝つためのデ・キ・物とは?

■日

時：令和３年10月26日(火）

■会

場：本庄商工会議所会館大ホール（本庄市朝日町３-１-35）

■受講料：無
■主

14:00～16:00
■定

料

免税事業者も
必見！！！

員：20名（先着順）

ＦＡＸ：0495-24-3003

【制度改正に伴う専門家派遣等事業】

インボイス制度の概要と電子インボイス
導入に向けた実務対応セミナー

2023年10月からはインボイス制度が始まります。各企業が対応に
向けて着手を進める中、本年10月に改正電子帳簿保存法が施行され、
インボイス制度にも大きく影響を与えることとなり、事務負担の軽減
や実務効率化が期待できます。本講習会ではインボイス方式の概要か
ら実務上対応のポイントに加え、電子インボイス導入による事務負担
の軽減・実務効率化について、分かりやすく解説します。

師

税理士法人トリプル・ウイン顧問
税理士

行政書士

ほし

星

ただし

叡

氏

【講師プロフィール】
駒澤大学大学院経営経済学研究科 卒業後 公認
会計士事務所・税理士事務所勤務を経て昭和56年
５月：星晴喜税理士事務所開業、実務経験を積みな
がらクライアントを増やし、傍ら全国の法人会・経
済団体の研修講師としても活躍の場を広げ、現在は
“誰もが避けて通れない相続”をメインテーマにコ
ンサルティングや講演活動を精力的に行っている。

◆お申込み

令和３年10月27日(水)14:00～16:00
本庄商工会議所会館（本庄市朝日町3-1-35）
無 料
◆定 員 40名
本庄商工会議所
TEL：0495-22-5241
担当：下村・細野
９月１日（水）開始予定
申込フォーム▶

◆開催日時
◆会
場
◆受 講 料
◆主
催
◆お問合せ

申込フォーム

催：本庄商工会議所・中小企業相談所（担当：森村）
ＴＥＬ：0495-22-5241

講

●販路開拓３分の計

講座内容

１．2023年10月１日から！
適格請求書等(インボイス制度)が導入されます
・適格請求書とは
・適格請求書発行事業者登録制度
・適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
・仕入税額控除の要件(買手側の留意点）
・税額計算の方法
・免税事業者の登録手続 等
２．電子帳簿等保存制度とは
・はじめませんか、帳簿書類の電子化
・はじめませんか、書類のスキャナ保存
・令和２年度税制改正による
電子帳簿等保存制度の見直し
３．インボイス制度が進める税務の電子化
・電子帳簿保存法と消費税
・適格請求書等保存方式と電子インボイス
・電磁的記録の保存と税務署長の承認 等

※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、会場開催の中止または延期、開催方法などを変更する場合がございます。
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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。
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。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のご紹介】

笠原 貞夫（カサハラ サダオ）さん

腹話術師

◇◆当教室で、YouTube チャンネル開設をお手伝いしました◆◇
腹話術師としてデイサービスや保育園・幼稚園等にボランティアで笑いを
届ける活動をされている笠原貞夫さん。しかし、コロナ禍で今までのような
対面での活動が大きく制限されてしまいました。
そこで、自粛期間も有効に活用しようと、「今まで手書きだった台本をパ
ソコンで作れるようになろう！」という目標を持ち、Word を基礎から学ぶ
ため当教室での受講を開始されました。コツコツと受講を重ね、今では腹話
術の台本を Word で作成できるようになりました！！
また、笠原さんから「対面が難しいのならインターネットでも笑いを届け
られないか？」とのご相談を受け、当教室で YouTube チャンネルの開設を、
動画の撮影からお手伝いさせていただきました。YouTube チャンネル開設
後、着々と再生数・チャンネル登録者数も伸びています！「マンツーマンレッ
スン」も利用しながら動画の編集・アップロード方法などを学び、オンライ
ンでも皆さんに笑顔を届けられるよう活動されています♪

★笠原貞夫さんの YouTube チャンネルは､YouTube トップページから『腹話術師

笠原貞夫』で検索★

MAP

■ホームページ制作講座が人気！！

お店や会社のホームページを教室で講師と一緒に受講しながら作りあげてしまう講座。
ホームページは宣伝や紹介は勿論、採用にも有効な手段です。
詳しくはお問合わせ下さい。

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

珠算検定

日（日）に本
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第２２２回珠算検定試験が、

令和３年６月

％となりまし

31

庄商工会議所大ホールで実施

され、全階級の受験者数は

名、合格率は

た。

《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、

中原珠算塾、羽原珠算教室

簿記検定

第１５８回簿記検定試験が、

日（日）に本

13

■ご協力ありがとう

令和３年６月

40

庄商工会議所大ホールで実施

％となりまし

され、全階級の受験者数は

名、合格率は

た。

また、簿記検定試験２級・

３級のネット試験も開始され

ました。是非、ご利用くださ

い。
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ございました。

今井友香子

木村璃子

合格者名（一〜三級）

☆一級合格者

大嶋玲生

☆二級合格者

赤岡旺武

小暮泉美

稲垣琴音

友利翔馬

敬称略）

受験数 合格者
１級
2
１
２級
11
4
３級
27
6

9

☆三級合格者

村上心々弥

川島優佳

岩田宇以

吉田創介
（以上

第 158 回
簿記検定試験

61

第 222 回
珠算検定試験
１級
２級
３級
５級
６級
８級

受験数 合格者
7
2
5
3
11
7
3
3
4
3
1
1

今井 友香子さん

大嶋 玲生さん

Ｒ！
返礼品でＰ

地元の逸品
大募集

本庄市
ふるさと納税

本庄市ふるさと納税
（ふるさとチョイス）

▶返礼品で商品、サービスをＰＲしませんか
市では、ふるさと本庄応援寄附（ふるさと納税）に
寄附を頂いた方へ、感謝の気持ちを込めて市内の特産
品やサービス等をお礼の品として贈呈しています。
このたび、ふるさと納税制度のさらなる活用や本庄
市と皆さんの商品、サービスのＰＲにつながる返礼品
を募集します。

▶返礼品に登録できる商品・サービス
●市内に本社、支社、事業所、工場のいずれかがある
企業・団体・個人であること
●市内で生産、製造、加工をしている商品、又はサー

※その他、登録希望者に市税の滞納がないことなど一
定の要件があります。

▶返礼品登録するためには
①申込書に必要事項を記入のうえ、郵送、ファックス、
又は直接広報課（市役所３階）へ提出（募集は随時
受け付けています）
※申込書は広報課で配付、又は市ホームページからダ
ウンロードできます。
②書類審査後、返礼品としてふるさと納税紹介サイト
（ふるさとチョイス等）に掲載
※申し込みから掲載まで、２か月程度かかります。
★本庄市役所 広報課☎25‑１６１４、

21‑８４９９

ビスを提供していること
10

シティプロモーション推進事業

納税者､本庄市､そして事業者の｢三方よし｣で事業拡大！
本庄商工会議所では、本庄市と連携し、ふるさと本庄応援寄附 返礼品協力事業者の登録を推進しております。
事業所のPRと販路拡大、売上アップに、ぜひ皆さまご登録のほど、お待ちしております。

①出品者の声

事業所：㈲ 御菓子司せきね 様
Q１

登録したきっかけは？

本庄市からお声がけがあり登録しました。

Q２

このふるさと納税サイトを利用して良かったことは？

全国に店舗と商品をPRすることができたことです。

Q３

ふるさと納税売れ行き商品は？

武州栗羊羹・普寛最中詰合せセットです。

Q４

武州栗羊羹と普寛最中の詰合せ

これから事業所登録するかたへのメッセージを！

店独自の特徴のある商品や、型くずれしないものを出品した方が良いかと思います。

②出品者の声

事業所：㈱デリフレッシュフーズ埼玉工場

Q１

登録したきっかけは？

様

本庄市からのご紹介で登録しました。

Q２

このふるさと納税サイトを利用して良かったことは？

全国の皆様に弊社ご紹介ができたことです。

Q３

ふるさと納税売れ行き商品は？

【訳あり】切り落としベーコン＆ロースハムです。

Q４

これから事業所登録するかたへのメッセージを！

【訳あり】切り落としベーコン＆ロースハム

ふるさと納税を通じて会社や製品の宣伝ができることや、ご利用の
皆様の貴重な感想やメッセージが製品成長への糧になります。

③出品者の声

事業所：㈲みふねランチサービス

様

Q１

登録したきっかけは？

Q２

このふるさと納税サイトを利用して良かったことは？

営業担当者の情熱がビンビン伝わってきた事や､本庄市に貢献でき､商品のPR
にもつながる事。手数料を取られる事もなく定価で販売できる点です。
この納税サイトで商品を気に入ってくださった方が、自社サイトでリピート
購入してくれたことです。

Q３

ふるさと納税売れ行き商品は？

Q４

これから事業所登録するかたへのメッセージを！

｢田もつ｣です｡現在１品しかありませんが､今後は種類も増やしていきたいです｡
特にわずらわしさは感じていません。気軽に始められると思います。
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＜もつ煮汁＞田もつ ２個セット

↝ࣱڡ
⅙ ∀ ⒲⇞
一
企業訪問研修

健康講座研修
と知識を身に付けるために、

認知症についての正しい理解

今後ますます増加していく

す。

二
研修旅行

【研修委員会事業計画】

三

則子

味どうらく 長

新入会員紹介
有限会社

長﨑

温かい言葉をかけていただ

き、心より感謝申し上げま

す。旬の素材で心を込めて

提供するランチメニューや

アウトの丼物・釜めし・お

釜めしコース料理・テイク

当日は本庄西地域包括支援

つまみ・松花堂弁当もご好

この研修を企画しました。

大の影響がある中でも、事業

センターの職員様とキャラバ

新型コロナウィルス感染拡

令和三年度研修委員会活動計画

計画通りに開催できる様、団

評をいただいております。

本庄商工会議所女性会
清美

ンメイトのお二人を講師にお

店内ではお一人様よりお席

五十嵐
結力を最大限に活用して会員

招きし、ＤＶＤ上映、介護の

研修委員長
の皆様が研修を通じて楽しい

のご用意がございますので

体験談を交え約九十分間の研

五十嵐敦子会長に声をかけ

生活を送っていただけますよ

「味どうらく 長」でござ

と季節料理でお馴染みの

トラットリアＣＩＡＯ

６月 新規ご入会者

お気軽にご来店下さいませ。

知症の理解を深めていただき、 えまして女性会でお世話にな

早く孫を抱っこすることで

厚生労働省の統計によると

います。コロナ禍の中、時

山田 八重子

様

ていただき、新しいステージ

修でした。

ることを決めました。

にステップしてみようかと考

います。どうぞよろしくお願

特に接客の機会の多い事業所

この研修を通じ皆様にも認

い申し上げます。

①
はＳＤＧｓの普及にも有効活

今の希望は？

での接客力の向上や、さらに

て取り組んでいく所存でござ

う、研修委員会一同、協力し
わたしたち女性会の今年度
のテーマは「夢を持って今を
大切に」です。
コロナ禍で先の見えない状

す。

健康講座研修開催報告

用していただければ幸いです。

況が続く中でも、今できるこ

趣味は？

趣味は、おいしいものを食

②

とをコツコツと積み重ねてい

六月二十二日 火( 、
)はにぽ
んプラザで「認知症サポータ

くことが将来の女性会の発展

べることです。得意な事に

の残りのおかずをリメイク

なるのでしょうか？夕食等

認知症サポーターとは、認

しました。

につながっていくことを信じ、 ー養成講座研修」を開催いた
研修委員会として活動してい
きたいと思っております。

お店のＰＲ

して完食することです。
③

知症についての正しい知識を
持ち、認知症の方の家族を応
「夢を持って今を大切に」と

団塊の世代が七十五歳以上と

短営業、ご入店制限、アル

創業四十年あまり、釜めし

互 の 信 頼 関 係 や 親 睦 を 深 め 、 なる二〇二五年には認知症の

言うテーマに沿って、会員相

高齢者が七百万人に達し、六

コール消毒等でお客様には

援するボランティアです。

皆様の笑顔が溢れる１年間に

十五歳以上の五人に一人が認

ご協力をいただき、時には

【研修委員会の基本方針】

したいと思っております。

知症になると言われておりま
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〔本庄市駅南 2-26-7 TEL:21-1863〕

․‣

野外特別交流会
～スローでやさしい初夏の夜を～

順容

開催報告
交流委員長
高橋

になっているように感じてい
しなければいけないと思いま

う一工夫をして万全な状態に
す。

ました。
そこで、市内児玉町にある

本庄商工会議所青年部

のメンバーという共通点だけ

本庄市の未来を語る。青年部

に仕事を語り、人生を語り、

入会のご案内

で仕事も違う、年齢も違う、

当日は曇り空ではありまし

友情を育みました。

流会を開催し、団結力を高め

も、企画から当日の設営・準

なくこの例会が開催できたの

ように感じます。無事何事も

らに強い繋がりに変えられた

会員同士の相互研鑽により

ます。私たち青年部の目的は、 をしようではありませんか。

超えるメンバーが在籍してい

構成されており、現在 名を

び事業主の推薦する従業員で

ぜひとも、私たち青年部の

部ならではのメリットです。

最後になりますが、希薄と

考え方も違ういろいろな個性

たが、久保会長を始め、ＹＥ

備と協力してくれた交流委員

各々の企業の在り方を追求し、 ます。

「遊楽荘」を会場に、十分な

本庄商工会議所青年部は、

名にご参加いた

会のメンバーやご参加いただ

発展させることであり、企業

なっていたメンバー間の繋が

との交流ができることは青年

だきました。参加者みんなで

いたメンバー、さらに青年部

を通して地域社会の発展に貢

社会的距離を保ちながら感染

才から 才までの事業主及

焚火を囲んだり、用意したお

活動にご理解をいただいてい

献することであります。

りが、今回の交流会を経てさ

弁当を食べたり、アトラクシ

るメンバーの家族や関係各位

予防対策を徹底したうえで交

ョンとしてギターの弾き語り

の皆様のおかげだと思ってい

に、講師を招いて経営・税

その目的を達成させるため

て研修会や、先進地・優良商

ＹＥＧ）メンバーを対象に、

工会議所青年部（以下、本庄

夏の夜を～」と題し、本庄商

交流会～スローでやさしい初

２日間にわたり、「野外特別

まだまだ油断をしてはいけな

うに感じます。しかしながら、

との大切さに気付かされたよ

めて実際に会って交流するこ

らは大変好評をいただき、改

参加いただいたメンバーか

行えませんが、特に、会議の

ます。現在はコロナ禍のため

員同士のきずなが生まれてき

じ目標に向かう過程から、会

自
「自分たちでモノを考え ｣｢
分たちで行動する」そんな同

皆さまのご入会を歓迎いたし

メンバーとなり、新たな交流

を聴いたりとスローでやさし

ます。本当にありがとうござ

務・金融・労働問題等につい

Ｇメンバー

い時間を共有しました。

いました。

翌日は朝７時に起床後、会
場を片づけ、閉会となりまし

交流会を開催しました。

い状況に変わりはないので、

後の「ちょっと一杯」、この

工業等の見学、他団体との交

昨今の新型コロナウイルス

今後も今回のようにリアルで

時が一番大事ではないかと思

た。

の影響により、最近の交流会

交流会を開催する際には、状

流などを行っています。

は少人数や、オンライン上で

うほどです。アルコールの苦

＊年会費 30,000円（月額2,500円）
＊本庄商工会議所に未加入事業者は、本庄商工会議所に
ご加入いただく必要があります。
お問い合わせ
本庄商工会議所青年部事務局 担当：北野
住所 本庄市朝日町3-1-35 ℡ 0495-22-5241

80

の開催に代わり、少しばかり、 況を把握し、感染対策を徹底

令和３年７月３日～４日の

50

手なメンバーも和気あいあい

13

20

するのはもちろん、さらにも

メンバー間の仲間意識が希薄

本庄商工会議所青年部

18

こだま
青年会議所

日に深谷市で公益社

きました。
その後、深谷ＪＣさんと交

入会案内

行っていくのか、こんな時だ

議所としてどのような運動を

コロナ禍の中、こだま青年会

き上げる」ために運動を展開

立し「明るい豊かな社会を築

５番目の青年会議所として設

き青年たちが集い、全国４１

１９６９年６月 日に志高

からこだま青年会議所だから
してまいりました。

歳までの「品格

ある青年」であれば、人種・

歳から

でどうぞよろしくお願いいた

国籍・性別・職業・宗教を問
わず、自由な個人の意思によ

会議所も近隣ＬＯＭ、何より

期となりました。こだま青年

スの影響により９月４日に延

ざいましたが、コロナウイル

大会が開催される予定ではご

っているのか、またどの様な

ＬＯＭはどのような事業を行

きず、このような状況下で他

向け中々思うような事業がで

いました。コロナ禍で対外に

と情報交換を兼ね交流会を行

所と（一社）藤岡青年会議所

して（公社）伊勢崎青年会議

この度、７月例会と致しま

展開しています。

めに様々な事業をこの地域で

町・上里町）の街づくりのた

域（本庄市・美里町・神川

くは仕事をしているこだま地

私たち会員が生まれ、もし

り入会することができます。

親ＬＯＭでもあられる深谷青

事業を行う予定なのか、今後

回埼玉ブロック大会深谷

月と今後のこだま青年会議所

第

埼玉ブロック協議会

年会議所が行う埼玉ブロック

の青年会議所運動の糧となれ

赴き各名所を回り、深谷青年

の事業を大いに盛り上げる例

主な取り組み
2018年
こだま芸術祭 開催
2019年
第二回こだま芸術祭 開催
2020年
ドローンフィルムコミッション
in kodama開催

地区

大会の副主幹として、深谷の

会議所のメンバーに向けてエ

会となりました。今後ともこ

、

ールと愛とそして笑顔になれ

だま青年会議所をよろしくお

、

るような情報交換の場を設え

７月例会のご報告

します。

後事業を行ってまいりますの

創始の精神を今一度確認し今

流 を さ せ て い た だ き ま し た。
15

地に赴く予定でしたが、延期

関東

40

ました。８、９、

るような動画を撮影し深谷青

12
願いいたします。

11

わからないところからはじめる!

生徒募集!

新学期

20

という事で当日は深谷の地に

団法人日本青年会議所

６月

６月例会のご報告

公益社団法人
26

年会議所に贈呈させていただ

10

51

メンチ・コロッケ・とんカツ・国産鶏のからあげ など25種類

すべてアツアツでお持ち帰り!!
すべてアツ
ツアツで

注文を受けてから
揚げています!!

日曜日、月曜日
定休日

営業時間
午後3:３０〜６:３０
TEL 21-1204

わからないところがそのままになっていませんか？斉ゼミでは個人の
実力に合わせてスタートします。手元を見ながら授業し、わからない
ところをその場で解決します。
※１教科からでもＯＫ 無料体験もやってます。お電話ください。

http://saizemi.her.jp/

まずは、来て、見て、知って下さい！
！

14

こめ吉商店（千代田）・河本

台）・酒舗アライ（中央）・

ン・モール赤かんばん（東

㈲福田屋呉服店（銀座）・ア

本庄夢カードの会加盟店一覧

（千代田）・㈲米の郷サイベ

原商店（堀田）・田辺米穀店

㈲マメヤ文具店（銀座）・前

央）・㈲薬の太田（中央）・

（銀座）・㈱すや薬局（中

野商店（牧西）・倉林履物店

四季の里店（四季の里）・細

大黒園（中央）・茂木園茶舗

員はマスク、フェイスシール

感染予防対策として、販売

心に再開いたしました。

移動販売を６月から施設を中

ではないかと思い、ローソン

からこそ移動販売が必要なの

きないかと考え、コロナ禍だ

さまの想いを少しでも解決で

ってしまった昨今、そんな皆

ƞǕǇƠƨŵ

地域買物弱者サポート事業

お 知 ら せ
【ローソン移動販売事業再開！】

新型コロナウイルス感染拡
大を踏まえ、また、買物にお
越しいただく皆さまの健康被
害等に考慮し、これまで移動
販売を自粛してまいりました。
しかし、コロナ禍で買物を
控えたり、人と人とのコミュ

屋酒店（小島）・山田酒店

イ（本庄）・㈲寺井商店（銀

れる方にはビニール手袋やア

è࢘ᛆяƸіޅȷȏȭȸȯȸǯưƸӕǓৢƬƯƓǓǇƤǜŵ

ニケーションも取りづらくな

（牧西）・㈲米のこぐれ（銀

座） ６(月 日現在 )
※加盟店リストは、本庄商工

ルコールスプレーの準備など

ǍƢƘ

夢カード短信

座）・小林肉店（銀座）・松

にてみることができ

- ５-２４１
飯島まで

記までご連絡ください。

や施設などありましたら、左

移動販売をご希望の自治体

てご利用いただけます。

徹底していますので、安心し

ド、手袋を着用し、買物をさ

村肉店（本庄）・山本肉店

会議所
ます。

（銀座）・千田米穀店（本
庄）・くりたストアー（小
島）・森島屋（牧西）・早乙
女青果店（千代田）・赤城屋
本店（本庄）・総合食品㈲ふ
じや・（千代田）・松林堂分

電話：０４９５
本庄商工会議所

15

店（中央）・㈲御菓子司せき
ね（中央 ・)金子園 中
(央）・

22

HP

30

地域情報
↓
本庄夢カード加盟店

新入会員紹介コーナー
令和３年５月13日～令和３年７月28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３年７月28日現在）

名

所 在 地

（掲載希望者のみ・順不同）

業 種 名

1 合同会社ソイル

〒367-0026 本庄市朝日町3-1-7

コンサルティング業(企業戦略の立案他)

2 M’s

〒367-0055 本庄市若泉3-20-14

綿菓子他

3 Kajitsu

〒367-0048 本庄市南1-1-15

フルーツサンド専門店

4 蛸一

〒371-0857 前橋市高井町1-2-8

飲食・キッチンカー

キャンディー

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。

令和3年8月16日(月)・23日(月)・30日(月)
午後2時〜午後5時（予約制）
※お申込等については、下記へお問合せください。

本庄商工会議所会館・貸会議室

｢予約開始日」変更のご案内

◎令和４年４月１日ご利用分から｢予約開始日｣が変わります。 【予約・申込期限】原則、利用日の１週間前まで
変更後は､｢利用する日の月の６か月前の初日｣からになります。
（該当日が､土日祝の場合は､前営業日まで)
なお、貸会議室のご予約方法は、下記のとおりになります。 【申込手続き】申込期限までに窓口で、所定の申込用紙を
ご記入のうえ、使用料をお支払いください。
【受付時間】午前９時～午後４時30分（土日祝を除く）

【予約開始日】利用する日の月の６か月前の初日
（土日祝の場合は、翌営業日）

【空室状況の照会・仮予約】

受付時間内に窓口または、電話にてお問い合わせください。

【お問合せ】0495-22-5241

★会議室・料金など詳細は、本庄商工会議所
ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染防止対策の為、ご利用人数を
制限しています。
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