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個別経営相談のご案内

小規模事業者持続化補助金

「NIIZAあちこち」は、特徴のある技術・サービス等をお持ちの皆様を中心にご紹介しています。自薦他薦は問いません。どしどしご応募下さい。新座市商工会℡048-478-0055

2022年1月31日（月）～5月31日（火）

新座市商工会：℡ 048-478-0055

◎申請には事前確認が必要となります

　と　を満たす 中小法人・個人事業者が給付対象 となり得ます。
給付対象

●1
●1 ●2
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

●2 2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して
50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者

一時支援金または月次支援金を受給されてない方は、事前確認が必要に
なりますので、お問合せ下さい。事前確認の実施は5/26（木）までです。

⬅
事業復活支援金の詳細に
ついてはホームページを
ご覧ください。

　タイトルにある「フレキ」「ベローズ」ってなんのことだ
ろう？と思った方もいるかと思います。「フレキ」とは「フ
レキシブルチューブ」の略で、今回取材した㈱作田フレ
キ製作所さんでは主にステンレス製の耐久力・耐熱性
を備えた曲がるチューブを製造しています。
　また「ベローズ型伸縮継手」という製品も作っていて、

配管の温度差等
によって生じる伸
縮を吸収し、配管
の破損トラブルを
防ぐ重要な役目
を担っています。
　どちらも工場の
排水設備等の配
管で使用されて

おり、万一製品に欠陥が見
つかれば重大なトラブルを
引き起こす恐れもあります。
　2代目社長の作田政勝
さんは「今まで納品先から
一度もトラブルが起きたと
いう話は聞いていない。安
全で確実な製品を作り、そ
の信用の積み重ねで仕事
がもらえている」と話します。
　毎年1月に開催される彩
の国ビジネスアリーナには
ここ数年出展しており、優
れた技術の発信の場とし
て活用されています。

フレキ・ベローズ一筋60年
～安全・確実な製品をお届けします～

㈱作田フレキ製作所

▲作田政勝社長(右)と3代目の慎也さん

新座市中野１-４-８
☎048-478-7440

作田　政勝代表取締役

ホームページQR➡

▲ロール成形という
方法で加工します

ベローズ型伸縮管継手

フレキシブルチューブ

\申請期限が近づいています！/
申請期間

新規取扱い加盟店大募集！
加盟店登録・手続き等に関する
費用は一切かかりません！

☆登録は「つかえるお店」と「もらえるお店」（両方の登録も大歓迎です）☆

　加盟店としてご参加頂ける場合は、４月に発送させて
頂いた加盟店申込書に必要事項を記入の上、商工会ま
でＦＡＸを頂くか、ご連絡下さい。

「アトム通貨」は、地域コミュニティーを育み街を活性化する地域通貨です。
アトム通貨の理念にご賛同頂ける会員の皆様なら業種を問わずご参加頂けます。

「アトム通貨がつかえる」お店として登録していただいた店舗では、１
馬力＝１円として扱っていただくか、独自のサービスをご提供くださ
い（※お受け取りいただいた換金期限内のアトム通貨は、商工会で
換金いたします）

アトム通貨の理念に沿ったプロジェクト（サービス）であれば、事務局
よりアトム通貨を購入し、お客様に配布することができ、地域貢献店
舗としてＰＲできます（例：「レジ袋辞退の方に50馬力進呈」）

●過年度のアトム通貨【平成２２年(第7期)～令和3年(第18期)】については、使用・換金が出来ません。 新座市商工会 ＴＥＬ０４８‒４７８‒００５５／ＦＡＸ０４８‒４７８‒００４８

第19期
アトム通貨です♫

加盟店である菓人さん▶

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

　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。
※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。

経営の専門家が、　　　ご相談を承ります個別に

補助金を活用しました！補助金を活用しました！
『小規模事業者持続化補助金』を活用し、

小上がりを撤去し、テーブル椅子席へ改装工事 飛沫防止用ビニール
シート・アクリル板の
設置

事業所名 鮨diningあいざわ
代 表 者 相沢　尚明
住　　所 新座市東北2-26-11
 かきの木マンション101
電話番号 048-476-2223
事業内容 寿司屋

『小規模事業者持続化補助金』とは『小規模事業者持続化補助金』とは
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画
を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

補助上限：［通常枠］50万円　
　　　　　［特別枠（新設）］100万円～200万円
補 助 率：２/３（特別枠のうち一部は３/４）
対象経費：機械装置の購入、チラシの作成・配布、ウェブサイト作成・更新、新商品の開発等
　　　　（上記以外にも対象となる経費がありますので、詳しくは公募要領をご覧ください）
申請受付締切：第8回：6月3日（金）　第9回：9月中旬　第10回：12月上旬　第11回：2023年2月下旬
お問合せ：新座市商工会 TEL 048-478-0055

➡

before after

テーブル椅子席にしたことで、
高齢者の方やファミリー層にも
気軽にお越しいただけるように
なりました！
コロナ対策もバッチリです！

1 2

それぞれの枠により
上限が異なります

公募要領等は
こちらから
ダウンロード
ください
⬅

かじん
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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】

会　　員　　の　　ひ　　ろ　　ば（2） 第 ２３９ 号 令和４年５月１日発行 会　　員　　の　　ひ　　ろ　　ば令和４年５月１日発行 第 ２３９ 号（3）

労務コーナー 青年部コーナー 女性部コーナー

新会員の
ご紹介

▼

（順不同・敬称略）

掲載を希望された
新会員の皆さんです。

3/31現在

商工会員数
2,659人

2022.1.1

2022.3.31

商
業
会
員

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種

工
業
会
員

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種

　去る4月12日（火）、新座市民会館において令和4年度通
常総会が開催され、議案がすべて承認されました。今年度
の正副部長、専務常任委員、監査委員の方は下記のとおり
です。

　令和4年度は「チャレンジ」をテーマに事業を展開し
てまいりますので、より一層のご協力をお願い致します。

部　長 並木　祐太（㈲丸並商会)
副部長 関根　裕之（裕建工業）
副部長 長谷川大造（㈱Soleil)
副部長 渡辺　真平（CARS’ 玉福)
専務常任委員 山田　寛樹（プルデンシャル生命保険㈱)
監査委員 天笠光一郎（天笠ボーリング)
監査委員 杉山　　洋（㈲タクシン電材)

青年部員随時募集中！ 女性部員随時募集中！

　令和４年度の通常総会を次の通り開催致します。当日は、
部員の皆様の過半数のご出席がありませんと、総会の開催
が出来ませんので、皆様方のご協力をよろしくお願い申し
上げます。

NPO法人新座子育てネットワークさんの
事業「春ひろば」に協力しました。令和４年３月・４月、春休みの期間、
子ども達が遊んだり学んだりする事業で、ボランティアとして、女
性部員が５日間、４名参加しました。

日　時　令和４年５月１２日（木）　開会：午後６時
場　所　新座市商工会館　３階 大会議室
議　題　第１号議案／令和３年度事業報告並びに収入支出

決算承認の件
　　　　第２号議案／令和４年度事業計画(案)並びに収入

支出予算書(案)承認の件
※総会終了後、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、懇親
会は開催いたしません。

通常総会開催のお知らせ
労働保険料並びに
一般拠出金の申告・納付について
　令和４年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年度更新及び石綿健康被
害救済法の一般拠出金の申告・納付は、６月１日から７月１１日までです。
　申告書・納付書は５月末に発送予定です。同封の記入例を参考に、期間
中お早めの手続きをお願い致します。

●コールセンター
　ＴＥＬ ０１２０‒１６５‒１８０

雇用保険料率改定の
お知らせについて
　令和４年度より、雇用保険料が改定されます。図の
とおり令和4年4月1日及び10月1日に２段階で変更と
なります。

事業承継・引継ぎ支援センターのご案内
事業承継・引継ぎ支援センターは、
事業承継に悩むすべての中小企業を

全力でサポートします！

お問合せ
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター
（さいたま商工会議所会館４階）
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂３-17-15
TEL 048-711-6326／FAX 048-711-6378
E-mail：hikitsugi@saitamacci.or.jp

令和４年度役員と事業計画が決まる
～青年部通常総会が開催されました～

最近の活動について

2022年度　各種検定日程
〈全国商工会珠算検定〉 〈簿記検定〉

2022年６月19日 
2022年９月11日 
2023年２月19日 

2022年４月７日
2022年７月７日
2022年12月８日

2022年５月13日
2022年８月12日
2023年１月13日

■珠算検定 受験料／１級：2,140円　２級：1,600円　３級：1,380 円

1～3級
１～３級
１～３級
２・３級

2022年６月12日
2022年11月20日
2023年２月26日

新型コロナ感染防止対策のため、
各商工会議所ホームページより
ネット申込のみとなります。

※料金は全て消費税を含みます。新座市商工会 048-478-0055

※新型コロナウイルス感染防止のため、下記日程は変更になることがあります。予めご了承ください。

クラス 試験日 クラス 試験日応募締切日受付開始

レストラン＆バー Rit'z
ＳＳＳ
サプール
Exchange Island
SOU建築設計室
little kitchen &moss×2
太田運送
㈱SxJAPAN
FEEDINGLOBAL
㈲孝栄プロパン
アイビー訪問看護ステーション
㈱BMS
合同会社セイコウ社
カタニデベーカリー
Dream Share Atelier
居酒屋スナック四季
ＦＴＩいしん塾
クリーンジョイサポート
KCサービス佐藤 譲
アドバンス設計事務所
㈱ワイズ経営研究所
ライト経営コンサルタント

東北２丁目23-8
中野1丁目3-30
大和田1丁目13-4
大和田5丁目3-5
大和田1丁目3-21
野火止6丁目6-7
野火止6丁目15-3
野火止7丁目10-55
馬場1丁目3-16
池田3丁目3-12
栄3丁目2-17
栄3丁目4-8
片山1丁目2-11
片山2丁目11-24
片山1丁目12-17
あたご3丁目13-21
野寺1丁目7-13
栗原5丁目4-6-204
栗原6丁目1-32
西堀2丁目17-27-41
新堀2丁目8-21
新堀2丁目13-32

レストラン（洋食）
経営コンサルタント
美容材料販売

建築設計業
喫茶店
運送業
清掃業
ミートパイ専門店
燃料小売業（LPガス）
訪問介護
教育関連コンサルタント
ハウスクリーニング業
パン製造販売

居酒屋
学習塾

経営コンサルタント
中小企業診断士

柳　　守幸
三浦　康誠
井上　勝成
菊地　貴道
中川　明子
西里　美実
太田　宏樹
曽根原太輝

並木　　優
小出　洋美
高橋　一明
坪井　正光
土屋　克広
船津　美佳
庄司佐喜子
城守　昌道
田中　真人
佐藤　　譲
寺田　博文
稲見　勇一
五十嵐　晃

㈱美翔
小向ルーム・デザイン
光通信システム㈲
山下塗装店
㈲須藤瓦店
㈱伊藤総業

中野2丁目8-25
馬場3丁目1-12
池田3丁目3-8
石神1丁目9-28
栗原3丁目11-31
栗原1丁目1-17

解体業
内装工事業
通信設備設置業（電話）
塗装工事業
屋根工事業（屋根・雨樋）
土木・コンクリート業

日浦　　稔
小向　利美
福田　直則
山下　　滋
須藤　隆一
伊藤　　実

ネット通販
（香水・各種中古品）

ジュエリー製造販売
（カフェ・レンタルスペース）

ハウスクリーニング業
（エアコンクリーニング）
清掃業
（ハウスクリーニング）
機械設計業
（プレス金型設計）

ＪＡＣＯＢＤＥＳＭＯＮＤＩＫＥ

セザール新座ガーデン402

マーシーズアベニューD-201

スカイラークコーポ104

ロイヤルシティ清瀬707

メゾンドチェリー101

あらゆる事業承継について、
お気軽にご相談ください。

経営者保証が
ネックに
なっている

後継者がいない
事業承継の
進め方が
わからない etc...

問合せ先

(開設期間5月30日～7月22日)

●埼玉労働局労働保険徴収課
　ＴＥＬ 048‒600‒6203

区分 保険率
事業主 被保険者

負担割合

一般の事業

農 林 水 産

建設の事業

9/1000
11/1000
12/1000

6/1000
7/1000
8/1000

3/1000
4/1000
4/1000

令和3年度

区分 保険率
事業主 被保険者

負担割合

一般の事業

農 林 水 産

建設の事業

13.5/1000

15.5/1000

16.5/1000

8.5/1000

9.5/1000

10.5/1000

5/1000

6/1000

6/1000

令和４年10月１日～令和５年３月31日まで

区分 保険率
事業主 被保険者

負担割合

一般の事業

農 林 水 産

建設の事業

9.5/1000

11.5/1000

12.5/1000

6.5/1000

7.5/1000

8.5/1000

3/1000

4/1000

4/1000

令和４年４月１日～令和４年９月30日まで ⬅

➡

令和４年度「にいざ建設業事業所一覧表」作成中！！
参加希望者は先月郵送物をFAXか郵送にて。（昨年度参加者も改めてお申し込みください）
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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
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事　業　所　名 代表者名 住　　所業種

　去る4月12日（火）、新座市民会館において令和4年度通
常総会が開催され、議案がすべて承認されました。今年度
の正副部長、専務常任委員、監査委員の方は下記のとおり
です。

　令和4年度は「チャレンジ」をテーマに事業を展開し
てまいりますので、より一層のご協力をお願い致します。

部　長 並木　祐太（㈲丸並商会)
副部長 関根　裕之（裕建工業）
副部長 長谷川大造（㈱Soleil)
副部長 渡辺　真平（CARS’ 玉福)
専務常任委員 山田　寛樹（プルデンシャル生命保険㈱)
監査委員 天笠光一郎（天笠ボーリング)
監査委員 杉山　　洋（㈲タクシン電材)

青年部員随時募集中！ 女性部員随時募集中！

　令和４年度の通常総会を次の通り開催致します。当日は、
部員の皆様の過半数のご出席がありませんと、総会の開催
が出来ませんので、皆様方のご協力をよろしくお願い申し
上げます。

NPO法人新座子育てネットワークさんの
事業「春ひろば」に協力しました。令和４年３月・４月、春休みの期間、
子ども達が遊んだり学んだりする事業で、ボランティアとして、女
性部員が５日間、４名参加しました。

日　時　令和４年５月１２日（木）　開会：午後６時
場　所　新座市商工会館　３階 大会議室
議　題　第１号議案／令和３年度事業報告並びに収入支出

決算承認の件
　　　　第２号議案／令和４年度事業計画(案)並びに収入

支出予算書(案)承認の件
※総会終了後、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、懇親
会は開催いたしません。

通常総会開催のお知らせ
労働保険料並びに
一般拠出金の申告・納付について
　令和４年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年度更新及び石綿健康被
害救済法の一般拠出金の申告・納付は、６月１日から７月１１日までです。
　申告書・納付書は５月末に発送予定です。同封の記入例を参考に、期間
中お早めの手続きをお願い致します。

●コールセンター
　ＴＥＬ ０１２０‒１６５‒１８０

雇用保険料率改定の
お知らせについて
　令和４年度より、雇用保険料が改定されます。図の
とおり令和4年4月1日及び10月1日に２段階で変更と
なります。

事業承継・引継ぎ支援センターのご案内
事業承継・引継ぎ支援センターは、
事業承継に悩むすべての中小企業を

全力でサポートします！

お問合せ
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター
（さいたま商工会議所会館４階）
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂３-17-15
TEL 048-711-6326／FAX 048-711-6378
E-mail：hikitsugi@saitamacci.or.jp

令和４年度役員と事業計画が決まる
～青年部通常総会が開催されました～

最近の活動について

2022年度　各種検定日程
〈全国商工会珠算検定〉 〈簿記検定〉

2022年６月19日 
2022年９月11日 
2023年２月19日 

2022年４月７日
2022年７月７日
2022年12月８日

2022年５月13日
2022年８月12日
2023年１月13日

■珠算検定 受験料／１級：2,140円　２級：1,600円　３級：1,380 円

1～3級
１～３級
１～３級
２・３級

2022年６月12日
2022年11月20日
2023年２月26日

新型コロナ感染防止対策のため、
各商工会議所ホームページより
ネット申込のみとなります。

※料金は全て消費税を含みます。新座市商工会 048-478-0055

※新型コロナウイルス感染防止のため、下記日程は変更になることがあります。予めご了承ください。

クラス 試験日 クラス 試験日応募締切日受付開始

レストラン＆バー Rit'z
ＳＳＳ
サプール
Exchange Island
SOU建築設計室
little kitchen &moss×2
太田運送
㈱SxJAPAN
FEEDINGLOBAL
㈲孝栄プロパン
アイビー訪問看護ステーション
㈱BMS
合同会社セイコウ社
カタニデベーカリー
Dream Share Atelier
居酒屋スナック四季
ＦＴＩいしん塾
クリーンジョイサポート
KCサービス佐藤 譲
アドバンス設計事務所
㈱ワイズ経営研究所
ライト経営コンサルタント

東北２丁目23-8
中野1丁目3-30
大和田1丁目13-4
大和田5丁目3-5
大和田1丁目3-21
野火止6丁目6-7
野火止6丁目15-3
野火止7丁目10-55
馬場1丁目3-16
池田3丁目3-12
栄3丁目2-17
栄3丁目4-8
片山1丁目2-11
片山2丁目11-24
片山1丁目12-17
あたご3丁目13-21
野寺1丁目7-13
栗原5丁目4-6-204
栗原6丁目1-32
西堀2丁目17-27-41
新堀2丁目8-21
新堀2丁目13-32

レストラン（洋食）
経営コンサルタント
美容材料販売

建築設計業
喫茶店
運送業
清掃業
ミートパイ専門店
燃料小売業（LPガス）
訪問介護
教育関連コンサルタント
ハウスクリーニング業
パン製造販売

居酒屋
学習塾

経営コンサルタント
中小企業診断士

柳　　守幸
三浦　康誠
井上　勝成
菊地　貴道
中川　明子
西里　美実
太田　宏樹
曽根原太輝

並木　　優
小出　洋美
高橋　一明
坪井　正光
土屋　克広
船津　美佳
庄司佐喜子
城守　昌道
田中　真人
佐藤　　譲
寺田　博文
稲見　勇一
五十嵐　晃

㈱美翔
小向ルーム・デザイン
光通信システム㈲
山下塗装店
㈲須藤瓦店
㈱伊藤総業

中野2丁目8-25
馬場3丁目1-12
池田3丁目3-8
石神1丁目9-28
栗原3丁目11-31
栗原1丁目1-17

解体業
内装工事業
通信設備設置業（電話）
塗装工事業
屋根工事業（屋根・雨樋）
土木・コンクリート業

日浦　　稔
小向　利美
福田　直則
山下　　滋
須藤　隆一
伊藤　　実

ネット通販
（香水・各種中古品）

ジュエリー製造販売
（カフェ・レンタルスペース）

ハウスクリーニング業
（エアコンクリーニング）
清掃業
（ハウスクリーニング）
機械設計業
（プレス金型設計）

ＪＡＣＯＢＤＥＳＭＯＮＤＩＫＥ

セザール新座ガーデン402

マーシーズアベニューD-201

スカイラークコーポ104

ロイヤルシティ清瀬707

メゾンドチェリー101

あらゆる事業承継について、
お気軽にご相談ください。

経営者保証が
ネックに
なっている

後継者がいない
事業承継の
進め方が
わからない etc...

問合せ先

(開設期間5月30日～7月22日)

●埼玉労働局労働保険徴収課
　ＴＥＬ 048‒600‒6203

区分 保険率
事業主 被保険者

負担割合

一般の事業

農 林 水 産

建設の事業

9/1000
11/1000
12/1000

6/1000
7/1000
8/1000

3/1000
4/1000
4/1000

令和3年度

区分 保険率
事業主 被保険者

負担割合

一般の事業

農 林 水 産

建設の事業

13.5/1000

15.5/1000

16.5/1000

8.5/1000

9.5/1000

10.5/1000

5/1000

6/1000

6/1000

令和４年10月１日～令和５年３月31日まで

区分 保険率
事業主 被保険者

負担割合

一般の事業

農 林 水 産

建設の事業

9.5/1000

11.5/1000

12.5/1000

6.5/1000

7.5/1000

8.5/1000

3/1000

4/1000

4/1000

令和４年４月１日～令和４年９月30日まで ⬅

➡

令和４年度「にいざ建設業事業所一覧表」作成中！！
参加希望者は先月郵送物をFAXか郵送にて。（昨年度参加者も改めてお申し込みください）
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個別経営相談のご案内

小規模事業者持続化補助金

「NIIZAあちこち」は、特徴のある技術・サービス等をお持ちの皆様を中心にご紹介しています。自薦他薦は問いません。どしどしご応募下さい。新座市商工会℡048-478-0055

2022年1月31日（月）～5月31日（火）

新座市商工会：℡ 048-478-0055

◎申請には事前確認が必要となります

　と　を満たす 中小法人・個人事業者が給付対象 となり得ます。
給付対象

●1
●1 ●2
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

●2 2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して
50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者

一時支援金または月次支援金を受給されてない方は、事前確認が必要に
なりますので、お問合せ下さい。事前確認の実施は5/26（木）までです。

⬅
事業復活支援金の詳細に
ついてはホームページを
ご覧ください。

　タイトルにある「フレキ」「ベローズ」ってなんのことだ
ろう？と思った方もいるかと思います。「フレキ」とは「フ
レキシブルチューブ」の略で、今回取材した㈱作田フレ
キ製作所さんでは主にステンレス製の耐久力・耐熱性
を備えた曲がるチューブを製造しています。
　また「ベローズ型伸縮継手」という製品も作っていて、

配管の温度差等
によって生じる伸
縮を吸収し、配管
の破損トラブルを
防ぐ重要な役目
を担っています。
　どちらも工場の
排水設備等の配
管で使用されて

おり、万一製品に欠陥が見
つかれば重大なトラブルを
引き起こす恐れもあります。
　2代目社長の作田政勝
さんは「今まで納品先から
一度もトラブルが起きたと
いう話は聞いていない。安
全で確実な製品を作り、そ
の信用の積み重ねで仕事
がもらえている」と話します。
　毎年1月に開催される彩
の国ビジネスアリーナには
ここ数年出展しており、優
れた技術の発信の場とし
て活用されています。

フレキ・ベローズ一筋60年
～安全・確実な製品をお届けします～

㈱作田フレキ製作所

▲作田政勝社長(右)と3代目の慎也さん

新座市中野１-４-８
☎048-478-7440

作田　政勝代表取締役

ホームページQR➡

▲ロール成形という
方法で加工します

ベローズ型伸縮管継手

フレキシブルチューブ

\申請期限が近づいています！/
申請期間

新規取扱い加盟店大募集！
加盟店登録・手続き等に関する
費用は一切かかりません！

☆登録は「つかえるお店」と「もらえるお店」（両方の登録も大歓迎です）☆

　加盟店としてご参加頂ける場合は、４月に発送させて
頂いた加盟店申込書に必要事項を記入の上、商工会ま
でＦＡＸを頂くか、ご連絡下さい。

「アトム通貨」は、地域コミュニティーを育み街を活性化する地域通貨です。
アトム通貨の理念にご賛同頂ける会員の皆様なら業種を問わずご参加頂けます。

「アトム通貨がつかえる」お店として登録していただいた店舗では、１
馬力＝１円として扱っていただくか、独自のサービスをご提供くださ
い（※お受け取りいただいた換金期限内のアトム通貨は、商工会で
換金いたします）

アトム通貨の理念に沿ったプロジェクト（サービス）であれば、事務局
よりアトム通貨を購入し、お客様に配布することができ、地域貢献店
舗としてＰＲできます（例：「レジ袋辞退の方に50馬力進呈」）

●過年度のアトム通貨【平成２２年(第7期)～令和3年(第18期)】については、使用・換金が出来ません。 新座市商工会 ＴＥＬ０４８‒４７８‒００５５／ＦＡＸ０４８‒４７８‒００４８

第19期
アトム通貨です♫

加盟店である菓人さん▶

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

　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。
※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。

経営の専門家が、　　　ご相談を承ります個別に

補助金を活用しました！補助金を活用しました！
『小規模事業者持続化補助金』を活用し、

小上がりを撤去し、テーブル椅子席へ改装工事 飛沫防止用ビニール
シート・アクリル板の
設置

事業所名 鮨diningあいざわ
代 表 者 相沢　尚明
住　　所 新座市東北2-26-11
 かきの木マンション101
電話番号 048-476-2223
事業内容 寿司屋

『小規模事業者持続化補助金』とは『小規模事業者持続化補助金』とは
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画
を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

補助上限：［通常枠］50万円　
　　　　　［特別枠（新設）］100万円～200万円
補 助 率：２/３（特別枠のうち一部は３/４）
対象経費：機械装置の購入、チラシの作成・配布、ウェブサイト作成・更新、新商品の開発等
　　　　（上記以外にも対象となる経費がありますので、詳しくは公募要領をご覧ください）
申請受付締切：第8回：6月3日（金）　第9回：9月中旬　第10回：12月上旬　第11回：2023年2月下旬
お問合せ：新座市商工会 TEL 048-478-0055

➡

before after

テーブル椅子席にしたことで、
高齢者の方やファミリー層にも
気軽にお越しいただけるように
なりました！
コロナ対策もバッチリです！

1 2

それぞれの枠により
上限が異なります

公募要領等は
こちらから
ダウンロード
ください
⬅

かじん


