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久喜市商工会 平成25年度セミナー・相談会等予定表（４月〜９月）
講　習　会　名 日　　　　　時 内　　容　　等 募集人員 会　　場 受講料（税込）

人事戦略による企業発展の極意 ６月５日(水)、12日(水)
（午後1:30 ～午後4:00）【全２回】

企業の大切な財産となる優れた人材の見極め方や魅力的な企業と
思って頂けるために必要なこと等を、演習を行いながら学びます。 30名 久喜市商工会館 1,050円

平成25年度税制改正及び
その他の注意点について

6 月25 日(火)
（午後1:30 ～午後3:30） 平成25年度の税制改正の内容及び注意点について解説します。 30名 久喜市商工会館 無　料

一日公庫 ７月22日(月)
（午前10:00 ～午後4:00）

日本政策金融公庫の融資担当者が直接事業資金等に
ついてご相談をお受けします。

10名
(要予約) 久喜市商工会館 無　料

今からでも遅くない
facebook を使ってみよう

７月31日(水)
（午前10:00 ～午後4:00）昼休あり

多くの人が利用しているツールfacebook。使っていくなら今！ 
利用するなら覚えておきたい使い方や活用方法を学びます。 12名 久喜市商工会館 1,050円

未来を創造する経営革新塾
「ドリームワーク」
～夢は必ず実現する！～

７月２4 日(水)､ 31日(水)
８月７日(水)､ 21日(水)､ 28日(水)
９月４日(水)（午後6:30 ～午後9:30）全６回
※８月14日(水)は開催しません。

自社の現状分析を行いつつ、明るい未来に向けた経営計画の作
成を支援します。事業をもっと発展させたい方、新事業を立ち
上げたい方は是非ともご参加ください。

30名 久喜市商工会館 ５,250円

パソコンお悩み相談室 ９月25日(水)
（午前10:00 ～午後4:00）昼休あり

パソコンのココがわからない！ パソコンの動作が遅くなってし
まった！ パソコンを利用していると様々な悩みやトラブルが出
てきます。そんな悩みをスッキリ解決します。

12名 久喜市商工会館 1,050円
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無料法律相談会
毎月第３月曜日（午後2:00 ～午後５:00）
但し､ ５月は21日(火)、７月は16日(火)
９月は17日(火)、10月は15日(火)

トラブル等でお困りの方のご相談をお受けします。
毎月

３名まで
（要予約）

久喜市商工会館 無　料

日本政策金融公庫
定例相談会

毎月第２・４月曜日
（午前10:00 ～ 12:00）30分単位
但し、 ９月は９日(月)・24日(火)
12月は２日(月)・９日(月)
H26年１月は14日(火)・27日(月）

日本政策金融公庫の担当職員による定例相談会です。 
各回

４名程度
（要予約）

久喜市商工会館 無　料

会員ホームページ作成及び
ネットワークに関する
相談会

毎月第３水曜日
（午前10:00 ～午後５:00）２時間単位

ホームページの作成、活用法を知りたい方、パソコンに
ついてのお悩みのご相談をお受けします。

毎月
３名まで

（要予約）

久喜市商工会館
又は

会員事業所
無　料

※問い合わせ・お申し込み先　久喜市商工会（定員になり次第〆切）
久喜市久喜中央4-7-20　TEL 0480-21-1154

※日程・内容・会場は変更する場合があります。　　 　　 　　　

第25回久喜市れんげ祭り
日　時：４月28日（日）9：00 ～ 15：00
　　　　※小雨決行＜雨天の時は４月29日（月/祝）開催＞
場　所：久喜市所久喜377地外
主　催：久喜市れんげ祭り実行委員会
お問合せ：久喜市　農業振興課　農業振興係
　　　　☎0480–22–1111
れんげ祭り会場内で「ミスれんげコンテスト」
を開催します。
　　　ミスれんげコンテスト出場者募集!!
主　催：久喜市商工会観光対策委員会
応募資格：①16歳以上で、独身の方
　　　　②久喜市商工会観光対策委員会事業   
　　　　　などに１年間（年に数回）参加・協力
　　　　　をお願いすることがあります。
応募期間：平成25年４月19日まで
審　査：第１次審査、第２次審査
　　　　※ミス、準ミスに選ばれた方には賞金、   
　　　　豪華賞品があります！
　　　　また、第２次審査に出られた方にも賞
　　　　金、賞品をご用意致します。
申し込み：下記へお問合せ下さい。
問合せ先：〒346–0003　
　　　　埼玉県久喜市久喜中央4–7–20
　　　　久喜市商工会観光対策委員会　宛
メール　matsunaga@kuki-sci.or.jp
T E L　 0480–21–1154
　　　　久喜市商工会内　観光対策委員会担当まで

あなたもギターをひきませんか？

関口ギター教室
生徒募集生徒募集

関口ギター教室

４才からの幼児クラスから、60才
からのシニアクラスまで、年齢を
問わず、ていねいな個人指導を
しております。

〇問い合わせ 　TEL  0480-21-2173
出張レッスンもあります

久喜野久喜教室　久喜市野久喜545-4
久喜下清久教室　久喜市下清久211-1
久喜野久喜教室　久喜市野久喜545-4
久喜下清久教室　久喜市下清久211-1

　労働保険（労災保険と雇用保険）は、従業員（労働者）
の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。労働者

（パート含む）を１人でも雇用していると加入しなければ
ならないことになっています。
☆事務組合に委託することにより、通常では労災保険に加  
　入することのできない事業主や役員の方も労災保険へと
　加入することができます。この機会に一度見直しをして
　みてはいかがですか？
◎ 詳しくは、久喜市商工会まで
　〒346– 0003 久喜市久喜中央4－7－20
　TEL：0480－21－1154（平日9:00 ～ 17:15）

　久喜市商工会会員の皆様、ふれあい共済にご加入しませ
んか。
　また、ふれあい共済ご加入の皆様、給付金・お祝金（成人・
結婚・出産｛出産のみ配偶者も可｝）の請求もれはございま
せんか。
　ふれあい共済では、給付金・お祝金の他に商工会で実施
する生活習慣病健診への助成もしております。詳しくは、
商工会までお問合せください。今後も共済事業の充実に努
力してまいりますので、ご加入者の方々のご支援とご協力
をお願い申し上げます。
　お問合せ先　久喜市商工会　TEL 21－1154
　引受保険会社　アクサ生命保険（株）　浦和営業所久喜分室 
　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL 24－4355

ふれあい共済からのお知らせ労働保険の加入手続きはお済みですか？
労働保険の事務処理は
　　久喜市商工会労働保険事務組合へ！
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採用・人事・教育セミナー

良い人材を確実に採用し
　　　　　　　　　企業発展に繋げたい!
経営者の方のための人事戦略の
　　　　　　　　　  極意を学習します!!

企業の大切な財産となる優れた人材の見極め方、
魅力的な企業と思って頂けるために必要なこと等
を、演習を行いながら学びます。

・日　時　　６月 ５日（水）・12日（水）　
　　　　　  各日13:30 ～ 16:00
・場　所　　久喜市商工会２階会議室
・定　員　　30名 （商工会会員の方）
・参加費　　1,050 円 （税込み）
・講　師　　中小企業診断士 羽田良治 氏
・問合せ／申込先
　　　　　　久喜市商工会　産業支援課
　　　　　　住所：久喜市久喜中央４－７－20
　　　　　　TEL： 0480－21－1154　
　　　　　　FAX： 0480－21－2337
　　　　　　Ｅ-mail  tonegawa@kuki-sci.or.jp

「人事戦略による企業発展の極意」

▲第２回合同企業説明会　会場風景

　久喜市商工会では、地域の雇用の創出と地
域企業の将来の発展のため、第２回目となる

『合同企業説明会』を３月５日㈫に久喜市総
合体育館にて実施致しました。
　当日は、新たな採用を考えている企業58社が集まり、
訪れた就職希望者180名に自社の事業説明等を行い、マッ
チングを図ることができました。
　この事業を通じて、地域の多くの方々が地域企業に採
用できることを御祈願いたします。
　なお、本会では、平成25年７月頃に第３回目となる合
同企業説明会を他団体との連携を図りながら開催する予
定です。本事業が、地域の雇用創出の礎となれるよう引
き続き推進をしてまいりますので、皆様のご協力を、ど
うぞよろしくお願い致します。詳細は、広報『さわやか』・
チラシ・ホームページ等でお知らせいたします。




