商工会は、行きます

産業フェスタ２０１８
第 回三郷市商工まつりの
開催にあたって

ます︒
さて ︑三 郷 市 商工 会 は
﹁行きます 聞きます 提案
します﹂のスローガンのも
と︑会長テーマとして﹁開
かれた楽しい商工会﹂を提
唱しております︒地元商工
業者や事業者の皆様の創業
から育成︑繁栄︑発展に至
るまで︑どのようなご相談
でも承っており適切なご提
案やご支援を行っておりま
す︒どうぞお気軽にご利用
いただきますようお願い申
し上げます︒
結びに第 回三郷市商工
まつり︑産業フェスタ２０
１８が︑本年も開催できま
す事に︑深く感謝を申し上
げ御礼の挨拶といたします︒

信田貴久夫

三郷市商工会会長

三郷市商工まつりが︑本
年も農業祭と共に﹁産業フ
ェスタ２０１８﹂として開
催できます事に心から御礼
を申し上げます︒
開催にあたり︑三郷市︑
さいかつ農業協同組合︑そ
して関係者の皆様には格別
なご支援とご協力を賜り︑
厚く御礼を申し上げます︒
商工まつりと農業祭の同
時開催も本年で 回目を迎
え︑多くの市民の皆様にお
楽しみいただけるよう準備
をしております︒また参加
出店する商工会会員には︑
それぞれの事業内容につい
て市民の皆様により深く知
っていただき︑ご理解が得
られるよう努力をしており

商工会と商工会議所の違い

商工会？実際何をしているとこ
ろなのかよくわからないという人
も多いのではないでしょうか︒
商工会は︑事業の内容や規模に
かかわらず︑経営者をサポートし
てくれる公的団体ですが︑意外と
知られていません︒
今回は︑そんな商工会について
簡単にご紹介します︒

❶

窓口相談や専門家派遣

商工会は主に町村部に設立され
た公的団体︑商工会議所は原則と
して市の区域に設立された公的団
体です︒
どちらも会員である小規模事業
者や中小企業の発展︑地域活性化︑
経済活性化に繋がるような総合的
な活動を行っていることは共通し
ています︒商工会議所は国際的な
活動を含めた幅広い事業も行って
います︒
三郷市の場合は︑〝商工会〟にな
ります︒

❷

立ち上げ前の個人事業から︑長
年事業を行っているベテラン企業
まで︑どんな状況においても経営
に関するあらゆる問題が出てきま
す︒商工会では︑経営にかかわる
あらゆる課題に︑経営指導員を中
心とした職員が相談に乗ってくれ
ます︒時には︑弁護士︑税理士︑
社労士︑各種コンサルタントなど
の専門家を利用することもできま
す︒
中小企業診断士による経営診断
は︑経営全体から特定の課題まで
幅広く診断し︑問題解決のための
指導をしてもらえます︒適切な専
門家を事業所に派遣する﹁エキス

加入するには？

パートバンク﹂というサービスも
展開しています︒年間３回までと
いう制限はあるものの︑事業者が
負担する費用は無料で受けること
ができます︒その他に︑様々な経
営課題解決のためのセミナーなど
も定期的に開催されています︒
また︑融資の相談ができること
も︑商工会を利用するメリットの
一つです︒
特に︑日本政策金融公庫の﹁マ
ル経融資︵小規模事業者経営改善
資金 ︶﹂と呼ばれる融資制度は︑
経営改善に必要な資金を低利・無
担保・無保証人で最大２０００万
円までの融資が受けられます︒商
工会員で︑商工会の経営指導を受
けている小規模企業者が利用でき
る制度です︒

❸

開業前であっても︑事業相談は
可能ですが︑商工会の会員となる
ためには︑現に事業を始めている
こと︑事業実態があることが条件
となります︒一部芸能関係︑風俗 ︑
消費者金融 ︑政治団体︑政党 ︑宗教
団体などの業種の場合は会員にな
れませんが︑それ以外の業種では
幅広く会員がいらっしゃいます︒
年会費は︑一般的に従業者数に
応じて金額が異なります︒三郷市
商工会の場合︑従業者お一人の場
合︑年会費８４００円となってい
ます︒

新規入会すると特典があります
商工会は︑身近な場所にあって
気軽に相談できる公的団体なので︑
ぜひ活用してみてください︒

⼊会・その他
お困りのことがござい
ましたら︑お気軽にご
相談ください︕

ご加入について

お問合わせ

住
所：〒341-0041 三郷市花和田 650-4（市役所隣）
電話番号： 048-952-1231
FAX 番号：048-952-3432
営業時間： 平日 AM 8 時 30 分から PM 5 時15 分まで

函館研修旅行

商工業者の奥様及び経営者の
方々が集まって、「楽しくな
ければ女性部ではない」を合
言葉に市内産業の活性化を目
指して頑張っております。
ぜひお仲間になりませんか？
主な活動
・一泊研修会
・女性のための
講習会
・観劇会
・クリーン作戦

女性部

花火大会の運営

青年部とは
商工会の内部組織で 歳以下
の経営者又は後継者が部員と
なり、次世代を背負って立つ
若者の集まりです。
様々な業種のメンバーが在籍
していますので、「 同世代の
異業種の人達と交流を図る 」
「 青年部活動を通じて自己の
資質向上になる」など、多く
のメリットがあります。
主な活動
・サマーフェスティバル花火大会
・青年部塾
・家族親睦事業
・視察研修事業
・桜並木清掃

青年部

ランチクルーズ
で親睦会

主な業種は不動産業、理・美
容業、運送業、自動車修理業、
清掃業、士業等様々な業種の
方々です。
主な活動
・講演会
・視察研修事業
・異業種交流会
・親睦事業
・理容美容講習会

会員活動を紹介します。

工業部会

工業部会とは
工業者（製造業者）の集ま
りです。
主な活動
・埼玉東部工業展
・優良工場
視察研修会
・新春講演会
・近隣高校進路担
当者との懇談会
・親睦事業

近隣高校進路
担当者との懇談会

商業部会

商業部会とは
商業者の集まりです。
主な業種は小売業、卸売業、
飲食業の方々です。
主な活動
・商業振興
研究事業
・視察研修事業
・親睦事業
・講演会
・商業者懇談会

親睦事業で
大雄寺に

建設部会

建設部会とは
建設業者の集まりです。
主な活動
・みさと経営大学
・パソコン講習会
・視察研修事業
・技能講習会
・ゴルフ大会

経営セミナー
開催

サービス部会

サービス部会とは
サービス業者の集まりです。

２０１８
みさとサマーフェスティバル
花火大会

産業フェスタ２０１８
第 回三郷市商工まつりの
開催にあたって

木津雅晟

に１
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※従業者数が２１人以上の場合はご相談ください。

て何

従業者数

会

っ

三郷市観光協会
ＪＲ三郷駅
早稲田中央共栄会
三郷駅南商店会

●加入資格：三郷市内で営業されている商工業の方なら
個人商店から大企業まで規模・業種や本支
店を問わずご入会頂けます。
●年 会 費：従業者数に応じて定めます。

商工

16

三郷市長
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８月 日︵土︶今年で 回目
を迎えた三郷市商工会青年部主
催﹁２０１８みさとサマーフェ
スティバル花火大会﹂が三郷市
早稲田の江戸川運動公園にて開
催されました︒
今年は天候にも恵まれ︑無事
に花火を打ち上げることができ
ました︒たくさんの花火が夜空
を彩り︑夏の終わりが近づいて
きた一夜を花火で楽しんで頂け
たのではないでしょうか︒
商工会会員の皆様をはじめ︑
多数の方々からご協賛や各団体
のご協力を頂き﹁２０１８みさ
とサマーフェスティバル花火大
会﹂が実施できましたことを青
年部一同心より感謝申し上げま
す︒
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発行人 信田貴久夫 e-mail info@3310.biz

聞きます 提案します

盛り上げます。どうぞお楽しみに！！

42

ーに︑長野県安曇野市・奈
良県三郷町からの出店のほ
か︑災害時相互応援協定締
結先である福島県広野町・
西会津町に加え︑新たに葛
飾区からもご出店いただき
ます︒各地の特産品・グル
メをお楽しみいただきなが
ら︑三郷市の産業への理解
を深めていただくとともに︑
地域交流が図られますこと
を期待しております︒
今後におきましても︑本
市の魅力の創出と発信に努
めてまいりますので︑皆様
の一層のご支援︑ご協力を
お願い申し上げます︒
結びに︑商工会並びに市
内商工業・農業者の皆様の
ご繁栄を心より祈念申し上
げ︑挨拶といたします︒

?!
三郷市商工会による三郷のイメージアッ
プ事業としてこの時期恒例となりました
「みさとイルミネーション」を今年も開催
します。三郷駅北口前、南口前のロータリー
の時計台を中心にイルミネーションを施
し、クリスマスや年末年始の市内を明るく

15
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﹁三 郷 市 産 業 フ ェ ス タ ２
０１８﹂が︑市内商工業や
農業者の皆様のご協力のも
とに開催できますことを誠
に喜ばしく存じます︒
また︑市民の皆様には︑
日頃より市政に対し︑ご支
援とご協力を賜り︑深く感
謝申し上げます︒
商工まつり︑農業祭の同
時開催となり︑今年で 回
目を迎えます︒
イベント会場内では︑多
くの皆様に楽しんでいただ
ける様々な催しが用意され
ており︑開催にご尽力いた
だきました商工会並びにさ
いかつ農業協同組合をはじ
め︑関係各位に深く敬意を
表します︒
今回の産業フェスタでは︑
友好都市・ 交流都市コーナ

みさとイルミネーション２０１８

商工会では
新会員を
募集しています
点灯期間
11 月 24 日
（土）
〜 3 月 15 日
（金）
17 : 0 0 から 0 : 3 0 まで

?!

点灯式典
１１月２４日（土）１７：００〜
三郷駅北口前にて野外ＪＡＺＺ
ライブもあります。三郷駅をは
さんで、 三 郷 駅 南 商 店 会 で は
“お客様感謝セール”、早稲田
中央共栄会では “福引き抽選会”
が予定されています。
点灯場所
ＪＲ武蔵野線三郷駅
南口・北口時計台付近

2018

１人 年会費 ８,４００円
２〜３人
１０,０００円
４〜５人
１２,０００円
６〜１０人
１５,０００円
１１〜２０人
２０,０００円

後援
協力

http://www.3310.biz/
!!
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