◆初詣
令和3年1月4日㈪に︑新型
コロナウイルス感染症防止のた
め︑密にならないように会長・
副会長と事務局の少人数で岡崎
神社へ参拝してまいりました︒
1年の感謝を捧げ︑会員のみな
さまと地域のみなさま︑商工会
役職員の一年間の無病息災と商
工会事業により一層邁進いたし
ます事をお誓い申し上げるとと
もに︑沼田町の益々の発展と繁
栄を祈願いたしました︒今年も
引き続き︑新型コロナウイルス
感染症防止対策を徹底しながら︑
商工会事業に取組んで参ります
ので︑本年もよろしくお願い申
し上げます︒

コーナー

令和２年12月末

世帯数 15,462世帯

2,000万円
融資限度額

1.21％
利 率

38,371人
口
人

今年度の申告代行受付は事前予約制です！
◆確定申告事務︑受付中！
個人事業の確定申告の時期が
到来しました︒この時期は例
年︑事務所内が大変混雑しま
す︒今年度は新型コロナウイル
ス感染症防止の一環として︑事
前予約制にてご来所をお願いし
ます︒ご希望の方は早めに帳簿
作成等ご準備いただき︑電話等
でご予約の上︑受付期限２月
日㈮までに次の必要書類をご持
参ください︒
※パソコンはこちらで準備いたします。ご自身のパソコン持込みもOKです。

商工会の特典!!

無担保！
無保証人！
低金利！

マル経融資

◆ 事業継続力強化支援計画のご案内
平成 年7月に起きた豪雨災
害をはじめ︑近年︑全国各地で
自然災害が頻発し︑小規模事業
者等の事業活動の継続に支障を
きたす事態が生じています︒こ
うした中︑当会では広島市と共
同で︑﹁小規模事業者の事業継
続力強化を支援する事業に関す
る計画﹂を作成し︑広島県知事
の認定を受けるため︑現在その
申請を行っております︒
この支援計画により︑ハザー
ドマップ等を活用した自然災害
リスクの把握や人員確保︑建
物・設備の保護︑資金繰り対策
等における事前対策︑そして発
災時の初動対応手順など︑日頃
から災害に対する対処方法を︑
事業者として事前に検討し取り
組んでいただけるよう当会が一
緒に考えてまいります︒
県から認定を受けた後︑新年
度︵4月︶からスタートする予
定です︒その際は再度案内させ
ていただきますので︑是非とも
ご活用ください︒

【設備資金】
10年以内
（据置2年以内）

監事と女性部では山下部長が選
ばれ︑代表して田村副会長が表
彰されました︒受賞おめでとう
ございます︒

月の主な行事予定

女性部役員会

615名
◆商工会法施行 周年
役員功労者・女性部功労者表彰
令和2年 月 日㈫の役員会
において︑商
工会法施行
周年役員功労
者・女性部功
労者表彰が行
われました︒
今回︑沼田町
商工会の役員
では︑田村副
会長・木河理事・瀬川理事・西
本理事・濱本理事・原本理事・
益原理事・宮本理事・保田理
事・山崎理事・石田監事・田中

19日㈮労務管理研修

●商工会会員数

◆駐車場についてお知らせ
2月より沼田町商工会駐車場
の出入り口にある︑﹃旧広島市
安佐南消防署沼田出張所﹄の解
体工事が始り︑2月中旬から3
月末まで現在の駐車場が使用不
可となります︒旧沼田出張所の
消防駐車スペースに2台だけが
沼田町商工会の仮駐車場となり
ますので︑お車で来られる場合
はご注意ください︒
工事期間中は安全のため︑可
能であれば最寄りの公共交通機
関のご活用をお願い致します︒
※不明な点があれば︑沼田町
商工会︵848 ︱2869︶まで
ご連絡ください︒

車両通行禁止
人は通れます︒
※

17日㈬事業推進委員会

コロナ対策のご相談は商工会へ
中小企業大学校研修費補助制度ご活用ください

【運転資金】
7年以内
返済期間 （据置1年以内）

※コロナ対策マル経もあります

住
所／広島市安佐北区久地日の奥3520-80
電
話／090-7892-3966
営業時間／9:00〜18:00
（時間外は要相談）
定 休 日／不定休
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（令和3年1月4日現在）

12日㈮広報委員会

沼田町・人の動き

●期
間…令和3年3月5日
（金）
まで ※土日・祝日除く 予約制です込。み
お申し
事前に さい。
●時
間…９時〜１６時の間でご都合の良い時間
くだ
●会
場…沼田町商工会
●講習内容…ネットde記帳を利用されている方の決算に向けた入力指導等
●申込み・お問い合わせ…沼田町商工会 TEL 082-848-2869
60

ネットde記帳による確定申告作成指導
（相談）
のお知らせ

2020年6月、安佐北区久地にオープンした
「GIFT」
は、
トリミング
歴20年以上の古川千草さんが営むトリミングサロン。
「 自然の中で
リラックスしながら施術を受けてほしい」。そんな飼い主の想いに応
えるサロンとして遠方からも人気を集めています。
「大きな病院やサロンでは、時間に追われた状態でトリミングする
ことがほとんど。時間を気にせず、一匹のわんちゃんとしっかり向き
合える環境がほしかったんです」
と古川さん。顔や足を触られる嫌な
子など、無理やり施術せず時間をかけてトリミングを行うのが古川
さんのスタイルです。
「飼い主さんともしっかりコミュニケーションが取れるのも当店の
魅力」
と古川さん。聞くこと、伝えることがしっかりでき、信頼関係も
築きやすいと言います。動物病院に勤めていた経験を活かし、わん
ちゃんの異変にいち早く気づいてアドバイ
スすることも。
外に大型犬や密閉した空間が苦手な犬
用の洗い場も設置。愛犬にできるだけスト
レスをかけずにトリミングしたいという飼
い主さんにおすすめです。
伴北にも店舗があるとのことで、そちら
でのご利用を希望の方はお気軽にお電話
ください。

12

ネットde記帳ご利用中のみなさまへ
Private
trimming salon
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【業種別内訳】
製 造 業
53
建 設 業
210
卸 小 売 業
82
サ ービス業
150
そ の 他
93
定
款
12
特
別
15

事業所紹介

県連商談会

令和３年１月20日現在
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※医療費控除は、集計を済ませたものをご持参ください。

※期間中、商工会前の駐車場は使用できません。

２ 8日㈪いきいきショップ会役員会

E-mail：numata@hint.or.jp
https://www.web-numata.jp
消 防 署1台
サポートセンター1台

商工会2台

駐車場 沼田町
商工会

3日㈬確定申告セミナー

伴東四丁目186
TEL 8 4 8  2 8 6 9
FAX 8 4 8  2 8 9 5
サポート
センター

◆定例会 Zoom開催
1月 日㈫︑青年部の定例会
を開催しました︒昨今のコロナ
禍によりしばらく行事や会議を
控えておりましたが︑今後の部
運営のことも鑑み︑初のオンラ
イン開催︵Zoom使用︶を行
いました︒最初は勝手がわから
ず戸惑っておりましたが︑なん
とか最後まで
会議を行うこ
とが出来まし
た︒今後もコ
ロナ禍に対応
した部の運営
を行っていこ
うと思います︒

安川通り
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沼田町商工会
広報委員会
仮沼田町商工会駐車場

新
仮駐車場 安佐南消防署
沼田出張所

女性部コーナー
◆べっぴん座事業今後の予定
新型コロナウイルス感染症拡
大に伴い︑部員の方々の安全の
為に２月はお休みさせていただ
く事になりました︒3月は 日
㈬と 日㈪に沼田公民館で行う
予定です︒会場の予約の都合上︑
普段と異なる日程となっており
ます︒今後も日程を変更させて
いただく場合もありますが︑ご
協力宜しくお願い致します︒体
力維持の為にも︑３月からは積
極的なご参加をお待ちしており
ます︒
10

■帳簿・決算準備票
■昨年の申告書・決算書
■生保・地震保険料等控除証明書
■小規模企業共済等の控除証明書
■国民年金・国民年金基金控除証明書
■国保・介護保険等領収書
■扶養家族について詳細がわかるもの（メモ書きで可）
■マイナンバー確認書類
（一式）
■その他
至新細阪➡
⬅至伴交番
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令和３年２月１日①

り
よ
だ
会
工
商
町
田
沼
② 令和３年２月１日

