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　川越街道から1本細い道を入ったその先に、新座の
豊かな自然に囲まれ、のどかな雰囲気の中にお店を構
えているそば処柿屋さん。
　店内に入りメニューを開くと定番のもりそばや2種類
の麺とつゆが楽しめる二色そば、季節限定の肉汁きのこ、
ねぎ南ばん、冷やし丼そば等々…。常連さんを飽きさせ

ない豊富なメニ
ューが迎えてくれ
ます。自宅で採れ
た新鮮な野菜を
使った野菜天・か
き揚げや秋田か
ら取り寄せている
そば粉・まいたけ
もお店のこだわり

です。
　「コロナ対策で席数を減
らしたので店の外で待って
もらうことも多い。そんな中
でも来てくれるお客さんは
本当にありがたい」と代表
の小原さんは言います。
　コロナが収まったら外の
ウッドデッキで自然を感じ
ながら一杯やるのもまた乙
かもしれません。
　ちなみに、所沢にある柿
屋うどんは姉妹店なので、
美味しいうどんが食べた
い方はそちらも要チェック！

知る人ぞ知る新座の名店
～ペット連れも大歓迎～

そば処　柿屋

▲店舗の外観と代表の小原忠治さん
▲店外のウッドデッキ
　ペットと一緒にくつろげます

▲人気の海老天もりそば

新座市中野２-10-19
☎048-478-3118

小原　忠治代表

月曜定休・Pあり
Twitter @kakiya_soba　Instagram ＠_kakiya3

　本年６月より利用されていま
す新座市地域応援ぷらすクーポ
ンの有効期限は、本年8月３１日
（火）までとなっています。
　クーポンの取扱店の皆さんは、
令和３年９月３０日（木）までに

換金手続きをお願いします。本年８月16日現在で、約3千6百万円が
換金されました。換金期限を過ぎたクーポンは無効となりますので、
早めの換金手続きをお願いします。

換金は
9月30日まで

換金の方法
　使用済みクーポンの裏面の取
扱店確認印欄に店名を記入・押
印して下さい。

　使用済みクーポンと「換金請求書兼取次依頼書」
並びに「取扱店登録証明書兼換金資格証明書」を新
座市商工会に提出して下さい。登録時に指定した口
座に請求額が、新座市から振込まれます。

取扱店確認印

発行：新座市　新座市野火止１-１-１　TEL：０４８-４77-6346（経済振興課）

使用について 使用期限：令和３年８月３１日

●このクーポンは配布日から使用期限の間に限り
使用可能です。
●複写、第三者への譲渡、転売、現金とのお引換
えはできません。また、つり銭は支払われません。
●このクーポンの盗難、紛失、滅失、汚損、毀損
等に対しては、発行者はその責を負いません。
払い戻しや交換、再発行はいたしません。

●次の商品等には使用できません。
不動産、金融商品、たばこ、商品券・ギフト券、
電子マネーのチャージ、税金や公共料金の支払
い、その他特に指定するもの
●購入後の返品・返金はいたしません。
●新座市に登録された取扱店のみで使用可能です。

地域で頑張るお店とつながろう！
（お店への応援メッセージを書いてください）

取扱店
確認印期限を過ぎるとクーポンの

換金はできなくなります。
ご注意ください。

ＷＥＢセミナーを利用して
経営に役立てよう！！

\新座市商工会会員限定/

無料でセミナーをご覧いただけます！
視聴には、ＩＤとパスワードが必要です。
商工会までご連絡ください。

ＷＥＢセミナーのページには、
商工会HPのトップページのこちらの
バナー、またはこちらのＱＲコードより

【お問合せ】新座市商工会　TEL 048-478-0055

見本

新座市地域応援

ぷらすクーポン

新座市地域応援

ぷらすクーポン

相談無料 事前予約制

新型コロナウイルス感染症の拡大により、
各種事業者向け支援金・補助金等について、
専門家による個別相談会を実施致します。

1日(水)・2日(木)・6日(月)・8日(水)・
13日(月)・15日(水)・17日(金)・21日(火)
※9月は午前中（9：00～12：00）のみ開催。
※詳しい時間等はお電話（048-478-0055）にてお問い合
　わせください。

実施日新型コロナ関連
経営相談会のお知らせ 9月 

経営の専門家が、　　　ご相談を承ります個別に
個別経営相談のご案内

　新座市商工会では、高度な専門性が必要な時や、時間をかけて解
決しなければならない内容については、各分野の専門家を交えての
相談を無料で行っています。
　問題解決のための事業計画策定等のご相談については、まずはお
電話か新座市商工会窓口にてお気軽にお問い合わせください。

経営革新計画
を取りたい

どんな補助金が
あるのか聞きたい

もっとうちの
商品・サービスを
売りたい

経営革新計画
承認企業

　経営革新計画とは：中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相
当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
 計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待で
きるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象と
なります。

製造業版

超小型CMOSセンサーカメラの開発
経営革新テーマ

株式会社 ベルノ技研
代表取締役 井坪  雅和
新座市中野2-1-28
℡.０４８-480-3851

着実に開発は進んでおり、
年内には完成予定です

工事用波高管理システム
の開発・販売

経営革新テーマ

株式会社 クリオテクノス
代表取締役 栗林  祐一
新座市栗原6-3-11
℡.042-439-4624

家庭用浄水蛇口の商品拡充と生産性向上による
競争力強化および海外市場開拓

経営革新テーマ

株式会社 根木製作所
代表取締役 根木  善之
新座市石神3-1-9
℡.042-477-7971

自社の現状を見直すきっかけに
なりました

視聴期間
令和４年
３月３１日
まで
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TMG
サテライトクリニック朝霞台

℡048（452）7700㈹
〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

外来診療

訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所 療養通所介護

外来透析

人間ドック

巡回健診

内科・腎臓内科・婦人科

協会けんぽ（全国健康保険協会）生活習慣病予防健診等指定
各健康保険組合指定・四市人間ドック指定（新座市・朝霞市・志木市・和光市）

在宅診療、相談受付中　個別がん検診・特定健康診査実施医療機関

28床・透析送迎あり

お問い合わせ▷℡048（466）8066

お問い合わせ▷℡048（423）6936

お問い合わせ▷℡048（466）8066

【併設事業所】

商工会員数
2,610人

青年部・女性部コーナー

（順不同・敬称略）掲載を希望された新会員の皆さんです。2021.6.1  〉〉〉 2021.6.30新会員の
ご紹介

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種
商業会員

廣野華澄税理士事務所
旅の恵

東北2丁目27-2-503
西堀2丁目13-9

税理士事務所 廣 野 華 澄
SUPRATMAN LUSIANA6/30現在 旅行業（インバウンド

ツアーガイド・通訳）

問合せ先    目的 名称
事業発表会＆家族親睦
ボウリング大会
　6/27㈰に事業発表会＆家族親睦ボウ
リング大会がCKスクエア会議室・CKボ
ウルで開催されました。青年部が普段ど
ういった活動をしているのかを知ること
ができ、家族の理解が深まった事業とな
りました。

　7/2㈮に「愛されるキホンを学ぼう」勉強
会が開催されました。コミュニケーションと
は？愛される自分とは？等について勉強し、
仕事にもプライベートにも活かせる勉強
会となりました。

「愛されるキホンを学ぼう」
勉強会開催

青年部、女性部では、
部員を募集していま
す。詳しくは商工会
の担当までご連絡く
ださい。

【問合せ】
新座市商工会 TEL 048-478-0055

ⓒ新座市2010

随時募集中！

青年部の活動については、
「新座市商工会青年部ホ
ームページ」、「新座市商
工会青年部フェイスブッ
ク」をご覧ください。

※令和3年7月発行の会員のひろば234号2ページ目下段の新座市商工会事務局職員の名前に誤りがありました。
　お詫びして訂正いたします。　　誤）金子昌史 → 正）金丸昌史お詫びと訂正

新座市商工会福利厚生について
西武園ゆうえんちの
フリーパス券について

新座駅前 ＣＫボウルの
割引クーポン券について
貸靴とプレー料金が割引になる
クーポン券を配布しています。
ご希望の方は商工会までお申し出ください。

STRIKE!

現在、チケットの取扱いはしておりません。
ご了承ください。

建設事業者・各分野の
専門家を紹介します！

　新座市商工会には、数多くの建設事業者や各分野の専門家（税
理士・弁護士等）が在籍しています。この度、新座市商工会のホ
ームページにて新座のプロフェッショナル達をご紹介すること
となりました。

商工会
ホームページ

で

ここを
クリック

家を建て替えたい

これって詐欺かも…

相続・事業承継の
相談がしたい

シャッターが
壊れてしまった

等々、事業に関することから家
庭の問題まで、何かお困りごと
がございましたら安心の会員事
業所へご相談ください。

　小規模事業者の販路
拡大等のための取り組
みを支援（販促用チラ
シの作成・自社ホーム
ページの新設・新商品
の開発など）

　小規模事業者のポストコロナを踏まえた新たな
ビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関
する取組を支援（対人接触機会の減少等の要件を
満たす必要があります）

●補助限度額：原則50万円　  
●補助率：2/3
●受付締切：第6回 10月1日（金）
　　　　　　第7回 2022年2月4日（金）

▲詳しくは埼玉県商工会連合会のホームページ
(http://www.syokoukai.or.jp/index.html)より
公募要領をダウンロードして下さい
お問い合わせ：新座市商工会（048-478-0055）

●補助限度額：100万円
●補助率：3/4
●受付締切：第3回  9月8日（水）
　　　　　　第4回 11月10日（水）
　　　　　　第5回  2022年1月12日（水）
●申請方法：電子申請（jGrants）

▲詳しくは持続化補助金低感染リスク型コールセンター
（03-6731-9325）
もしくは専用サイト（https://www.jizokuka-post-
corona.jp/）をご覧ください。

資金繰りのための融資を受けたい

➡

➡

➡

➡

月次支援金

埼玉県感染防止対策協力金

事業再構築補助金

雇用調整助成金

月次支援金事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-211-240

埼玉県中小企業等支援相談窓口 ・・・・0570-000-678

事業再構築補助金コールセンター ・・0570-012-088

ハローワーク朝霞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-463-2233

新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向けの主な支援策

小規模事業者持続化補助金
（一般型）

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 ・・048-830-3960
https://www.pref.saitama.lg.jp/telework/index.html

日本政策金融公庫浦和支店 ・・・・・・・・・・048-822-7171
埼玉県金融課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-830-3801
新座市経済振興課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-477-6346

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の
影響を受けた

テレワークについて相談したい

埼玉県の営業時間の短縮要請（飲食店）に
協力した
新分野展開や業態転換、事業再編等に
挑戦したい

従業員を休業させたい

➡

➡
埼玉県テレワーク
ポータルサイト

各種融資制度
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（03-6731-9325）
もしくは専用サイト（https://www.jizokuka-post-
corona.jp/）をご覧ください。

資金繰りのための融資を受けたい

➡

➡

➡

➡

月次支援金

埼玉県感染防止対策協力金

事業再構築補助金

雇用調整助成金

月次支援金事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-211-240

埼玉県中小企業等支援相談窓口 ・・・・0570-000-678

事業再構築補助金コールセンター ・・0570-012-088

ハローワーク朝霞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-463-2233

新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向けの主な支援策

小規模事業者持続化補助金
（一般型）

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 ・・048-830-3960
https://www.pref.saitama.lg.jp/telework/index.html

日本政策金融公庫浦和支店 ・・・・・・・・・・048-822-7171
埼玉県金融課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-830-3801
新座市経済振興課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-477-6346

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の
影響を受けた

テレワークについて相談したい

埼玉県の営業時間の短縮要請（飲食店）に
協力した
新分野展開や業態転換、事業再編等に
挑戦したい

従業員を休業させたい

➡

➡
埼玉県テレワーク
ポータルサイト

各種融資制度
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　川越街道から1本細い道を入ったその先に、新座の
豊かな自然に囲まれ、のどかな雰囲気の中にお店を構
えているそば処柿屋さん。
　店内に入りメニューを開くと定番のもりそばや2種類
の麺とつゆが楽しめる二色そば、季節限定の肉汁きのこ、
ねぎ南ばん、冷やし丼そば等々…。常連さんを飽きさせ

ない豊富なメニ
ューが迎えてくれ
ます。自宅で採れ
た新鮮な野菜を
使った野菜天・か
き揚げや秋田か
ら取り寄せている
そば粉・まいたけ
もお店のこだわり

です。
　「コロナ対策で席数を減
らしたので店の外で待って
もらうことも多い。そんな中
でも来てくれるお客さんは
本当にありがたい」と代表
の小原さんは言います。
　コロナが収まったら外の
ウッドデッキで自然を感じ
ながら一杯やるのもまた乙
かもしれません。
　ちなみに、所沢にある柿
屋うどんは姉妹店なので、
美味しいうどんが食べた
い方はそちらも要チェック！

知る人ぞ知る新座の名店
～ペット連れも大歓迎～

そば処　柿屋

▲店舗の外観と代表の小原忠治さん
▲店外のウッドデッキ
　ペットと一緒にくつろげます

▲人気の海老天もりそば

新座市中野２-10-19
☎048-478-3118

小原　忠治代表

月曜定休・Pあり
Twitter @kakiya_soba　Instagram ＠_kakiya3

　本年６月より利用されていま
す新座市地域応援ぷらすクーポ
ンの有効期限は、本年8月３１日
（火）までとなっています。
　クーポンの取扱店の皆さんは、
令和３年９月３０日（木）までに

換金手続きをお願いします。本年８月16日現在で、約3千6百万円が
換金されました。換金期限を過ぎたクーポンは無効となりますので、
早めの換金手続きをお願いします。

換金は
9月30日まで

換金の方法
　使用済みクーポンの裏面の取
扱店確認印欄に店名を記入・押
印して下さい。

　使用済みクーポンと「換金請求書兼取次依頼書」
並びに「取扱店登録証明書兼換金資格証明書」を新
座市商工会に提出して下さい。登録時に指定した口
座に請求額が、新座市から振込まれます。

取扱店確認印

発行：新座市　新座市野火止１-１-１　TEL：０４８-４77-6346（経済振興課）

使用について 使用期限：令和３年８月３１日

●このクーポンは配布日から使用期限の間に限り
使用可能です。

●複写、第三者への譲渡、転売、現金とのお引換
えはできません。また、つり銭は支払われません。
●このクーポンの盗難、紛失、滅失、汚損、毀損
等に対しては、発行者はその責を負いません。
払い戻しや交換、再発行はいたしません。

●次の商品等には使用できません。
不動産、金融商品、たばこ、商品券・ギフト券、
電子マネーのチャージ、税金や公共料金の支払
い、その他特に指定するもの
●購入後の返品・返金はいたしません。
●新座市に登録された取扱店のみで使用可能です。

地域で頑張るお店とつながろう！
（お店への応援メッセージを書いてください）

取扱店
確認印期限を過ぎるとクーポンの

換金はできなくなります。
ご注意ください。

ＷＥＢセミナーを利用して
経営に役立てよう！！

\新座市商工会会員限定/

無料でセミナーをご覧いただけます！
視聴には、ＩＤとパスワードが必要です。
商工会までご連絡ください。

ＷＥＢセミナーのページには、
商工会HPのトップページのこちらの
バナー、またはこちらのＱＲコードより

【お問合せ】新座市商工会　TEL 048-478-0055

見本

新座市地域応援

ぷらすクーポン

新座市地域応援

ぷらすクーポン

相談無料 事前予約制

新型コロナウイルス感染症の拡大により、
各種事業者向け支援金・補助金等について、
専門家による個別相談会を実施致します。

1日(水)・2日(木)・6日(月)・8日(水)・
13日(月)・15日(水)・17日(金)・21日(火)
※9月は午前中（9：00～12：00）のみ開催。
※詳しい時間等はお電話（048-478-0055）にてお問い合
　わせください。

実施日新型コロナ関連
経営相談会のお知らせ 9月 

経営の専門家が、　　　ご相談を承ります個別に
個別経営相談のご案内

　新座市商工会では、高度な専門性が必要な時や、時間をかけて解
決しなければならない内容については、各分野の専門家を交えての
相談を無料で行っています。
　問題解決のための事業計画策定等のご相談については、まずはお
電話か新座市商工会窓口にてお気軽にお問い合わせください。

経営革新計画
を取りたい

どんな補助金が
あるのか聞きたい

もっとうちの
商品・サービスを
売りたい

経営革新計画
承認企業

　経営革新計画とは：中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相
当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
 計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待で
きるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象と
なります。

製造業版

超小型CMOSセンサーカメラの開発
経営革新テーマ

株式会社 ベルノ技研
代表取締役 井坪  雅和
新座市中野2-1-28
℡.０４８-480-3851

着実に開発は進んでおり、
年内には完成予定です

工事用波高管理システム
の開発・販売

経営革新テーマ

株式会社 クリオテクノス
代表取締役 栗林  祐一
新座市栗原6-3-11
℡.042-439-4624

家庭用浄水蛇口の商品拡充と生産性向上による
競争力強化および海外市場開拓

経営革新テーマ

株式会社 根木製作所
代表取締役 根木  善之
新座市石神3-1-9
℡.042-477-7971

自社の現状を見直すきっかけに
なりました

視聴期間
令和４年
３月３１日
まで


