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No.18 新しい会員さんをご紹介します。 

会費納入のご案内 

個人情報保護法の施行により、代表者
名・電話番号を割愛させて頂きます。 

県制度融資の融資利率が引き下げ 

坂戸市立中央図書館からのご案内 

新入職員紹介 

    ６月２６日（木）        第２回理事会 
                        時間：１６：００～ 
                            場所：商工会会議室 
     ７月   ４日（金）   女性部役員会 
                 時間：１３:３０～         
                 場所：商工会会議室 
            ７日（月）・８日（火）・９日（水） 
               源泉所得税個別指導会 
                 時間：９：００～１６：００   
                 場所：商工会会議室 
           １５日（火）    日本政策金融公庫 金融相談会 
                             時間：１０：００～１５：００ 
                               場所：商工会会議室 
   ８月２３日（土）・２４日（日） 
                第１４回坂戸よさこい 
                 時間：文化会館大駐車場 
                 場所：１１：００～２１：００ 
                                                       （日曜は２０：００） 
  ９月    ３日（水）   ビジネスマッチング交流会 
                時間：１４：００～１６：００ 

                場所：坂戸グランドホテルWIN   

    平成２６年４月より 埼玉県制度融資の融資利率が経営安定、経営

あんしん資金を除いた全資金について引き下げられました。 １年超３

年以内、３年超５年以内 の場合、 ５年超１０年以内返済の利率よりも、

さらに０．１％～０．２％減で、短い返済期間ほど低利となっています。 

 図書館では、地元企業様から雑誌の寄贈を頂く「寄贈サポート事
業」を実施しています。 

 この事業は、ＮＰＯ地域活性化プラザの協力により、企業様から
社会貢献・地域貢献活動の一環として、雑誌を寄贈していただき、
図書館の雑誌の充実を図るものです。 
 
＊寄贈期間 
  平成26年7月から平成27年6月まで 
＊寄贈内容 
  一口 年間6万円（月5,000円） 
 

お申込・お問合せは坂戸市立中央図書館（TEL:049-281-6369)まで 

 雑誌の寄贈をしていただける 
「サポート企業」を募集しています 

雑誌には、 

サポート企業
様の広告等を 
掲載します！ 

リフォームをお考えの方・リフォーム関連企業の方 

 昨年度に引き続き、リフォーム関連工事の需要
を喚起し、地域経済の活性化と市民の住環境の
質の向上を図るため、住宅・事業用建物のリフォ 

ーム工事の一部を補助する事業を実施いたしま
す。 
 また、会員の関連事業者様 
におかれましては、是非とも 
当制度をＰＲしていただき、 
取引先拡大につなげていた 
だきたいと考えております。 
 詳細につきましては同封の 
チラシをご覧下さい。 

 6月13日(金)は商工会費の口座振替日です。前日まで

に預金残高の確認をお願い致します。口座振替をご利用

されていない方は、6月30日(月)までにお振込いただく

か、窓口までご持参くださいますようお願い致します。

お振込の場合、振込手数料は会員様のご負担となります

ので、口座振替にご協力をお願いいたします。 

 口座振替日   上期 6/13  下期 11/13 

 口座振替以外  上期 6/30  下期 11/28  

     姉崎 知朗 
（税務・青色申告部会担当） 

【抱負】 

 早く顔を覚えて頂ける
よう頑張ります。 

 よろしくお願い致しま
す。 

商工会会報は、６・９・１１・１月（カラー版）の年４回発行です。 

 掲載されていない事業の詳細は、随時ホームページに掲載致しますのでご確認下さい。http://www.sakado.or.jp 

７月から 

 住宅・事業用建物リフォーム補助制度 

   申請受付開始します！ 

  １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超１０年以内 

事業資金 一般 １．４％ １．５％ １．６％ 

小規模事業資金 １．３％ １．４％ １．５％ 

詳しくは埼玉県等のＨＰをご覧ください。 

～第54回総代会～ 

                  
                 平成２６年５月２３日 

                  （金）に第５４回通常 
                                                   総代会を開催いたしま       

した。議長に浅野栄二 
          氏 が選出され、審議が 

  行われました。 昨年度 
は、 直接消費者のとこ 

                  ろに伺う事業所を紹介    
する「こまったときのまごころお届け隊」という冊子を 

市内全戸配布いたしました。早速市民の方から反応
があったとうれしい連絡を参加者の方からいただきま
した。今後も続けてまいりますので、参加ご希望の方
は担当までご連絡ください。また、商工会に 新規加
入いただいた方は160件になり、脱退件数を除いた純
増数75件で県内1位となりました。今後も加入推進し
て ま い り ま す の で 、 ご 協 力 お 願 い い た し ま す 。 

 
 
  
 
  
 

 
 今年度は、市内の葉酸 
関連の取扱事業所、坂戸 
ＳＧ認定商品、特選グルメ 
情報（うめえもん）をまとめ 
たマップを6月に全戸配布 
いたしました。市内事業所 
に市民の方たちが目を向 
けるきっかけになれば幸 
いです。     

 また、役員の補充が決議され、新たに鹿ノ戸武司氏、
諸橋彰氏の2名が選出され 
ました。  
 今後商工業ビジョン関連 
の事業展開を行ってまいり 
ますので、皆様のご参加を 
お待ちしております。  
 
  
  
 

会 長 

議 長 

市 長 

事業所 住所 業種 事業所 住所 業種

トシノコーヒー 関間4-1-3 ｺｰﾋｰ飲食ｻｰﾋﾞｽ 松島建設 関間3-6-9 足場組立

中原印房　坂戸店 薬師町23-1-101 印章販売業 田中　いづみ にっさい花みず木6-12-4 臨床検査技師

㈱ヤマニ坂戸店 緑町5-6 不動産取引　他 ＥＣＡＬＯ 三光町4-17 美容室

㈲信光商事 横沼232-10 外構工事・ｴｸｽﾃﾘｱ ＰＣラ イ フセイ バー 溝端町19-10 中古ﾊﾟｿｺﾝ販売・修理他

㈲鶴見運送店 戸宮2-3 一般貨物運送 協和工業 本町13-33-201 土木

角家産業㈱ 西坂戸3-5-10 土地建物売買賃貸 Beech 仲町14-29 帽子・ｱｸｾｻﾘｰ他

㈱amo 関間4-5-35 宝飾品 ささき絵画教室 仲町3-45 絵画教室

㈱東京ﾌﾟﾘﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ 鶴ヶ島市下新田字羽折574-63 電気部品設計・販売 サロン ド モア 赤尾1505-3 美容

スパイ スキッチン 川越市松江町1-18-6 ｲﾝﾄﾞ・ｽﾘﾗﾝｶ料理他 セレモニーふじ 薬師町27-9-201 葬祭業

㈱大弘 石井2637-2 看板・外壁改修・内装工事 ㈱さいわ 鶴ヶ島市中新田1476-1 ｷﾞﾌﾄ販売

CSサービス㈱ 千代田2-6-45 人材派遣業 ㈱フォ ーサイ ス 仲町12-28 電子機器

㈲タケヤ工業 千代田3-9-56 縫製業　ペット用品 林　　秀之 狭山市広瀬1-32-4-203 電気工事業

Auto Garage K＆K坂戸 西坂戸3-4-9 ｵｰﾄﾊﾞｲ販売 ちゃおず 三光町21-5 餃子・ラ ーメン

食べﾁｬｲﾅMANPEI 薬師町29-9 台湾料理 移動型ﾄﾘﾐﾝｸﾞｻﾛﾝ　リリー 仲町14-13 移動ﾄﾘﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

㈱ベルク 寄居町大字用土5456番地 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八幡2丁目店 八幡2-761-2 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

ﾗﾋﾞｯﾄ　ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 浅羽野3-6-7 ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ やきとり　まいど 千代田4-6-31 やきとり

ﾈｲﾙｻﾛﾝ　マイドロワー 南町21-12 ﾈｲﾙｻﾛﾝ 山田町接骨院 山田町11-18 接骨院

Media　Stream にっさい花みず木2-4-15 Webｻｲﾄ製作 セブンイレブン坂戸鎌倉町店 鎌倉町3-26 コンビニ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ　エクセレンス 毛呂山町南台2-32-14 ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 松風商事㈱ 柳町45-23 輸入品等の検品、出荷

竹内　神奈子 清水町9-4 太極拳・気功ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ ㈱プロスパー 紺屋82-5 建物外壁､内外の洗浄

（合同）ラ ボリ 薬師町27-9 雑貨・ｱｸｾｻﾘｰ他 居酒屋　美乃家 千代田3-8-11 居酒屋

Le Panier　(ル・パニエ） 石井2853-4 ﾊﾟﾝ・ﾗｽｸ・焼き菓子 恵山 仲町23-6 衣料品卸

㈲大嵩 吉見町北吉見80-2 墓石・天然石 シノテクス㈱ 坂戸市千代田2-14-5 福祉用具・医療機器

1,544事業所 

（平成26年5月30日現在） 



源泉徴収所得税個別指導会のお知らせ 

印紙税の非課税範囲が拡大されています！ 

ビジネスマナー研修会を開催しました！ 

各 種 助 成 金 の ご 案 内 

PICK UP! ビジネスマッチング交流会 
 
 参加企業の皆様から大変ご好評頂いております
「ビジネスマッチング交流会」を、本年度も坂戸・鶴ヶ
島・日高・毛呂山・越生の５商工会の広域連携により
開催いたします。昨年度も新規取引先獲得へつな
がるようなコーナーなどを企画したいと考えておりま
す。企業ＰＲや販路拡大の機会として是非ともご参
加ください。 
 詳細につきましては、決定次第ご案内させていた
だきます。 

◆日  時   平成２６年９月３日（水） 

          午後２時から午後４時（予定） 

◆場  所   坂戸グランドホテルWIN 

◆内  容   交流会、商談コーナー、 

          商品・パンフレット展示 

◆参 加 費    坂戸市商工会会員   無料 

           一般の方     １，５００円 

◆募集人数   １５０人程度    

平成26年4月1日から 

領収書等の印紙税の非課税範囲 

平成26年3月31日まで 平成26年4月1日から 

３万円未満 ５万円未満 

領収書等を作成する際には、受取金額を確認の上、印紙税額に誤りのないようご注
意ください！詳しくは国税庁ＨＰ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。 

◆第３０回通常総会開催◆ 

 商工会会員の方を対象に、源泉所得税個別指導会を開催します。 
 従業員（青色専従者、パート、アルバイトを含む）に給与を支払っている方で、納期の特例の承認申請
をされている方は、源泉所得税を７月１０日（木）までに納付する義務があります。納付額がない方も、期
日までに納付書を税務署に提出しなければなりません。 
 計算方法や納付書の書き方等について、下記の日程で指導会を開催致しますので、電話（282-1331）
もしくは事務所にてご予約下さい。 
 ※予約のない方につきましては、予約者の相談後の対応となりますのであらかじめご承知おき下さい。 

日  程 ： 平成２６年７月７日（月）、８日（火）、９日（水） 
       午前の部   ９：００ ～ １２：００ 
       午後の部  １３：００   ～ １６：００ 
場  所 ： 坂戸市商工会２階会議室 
持ち物 ： 給与支給額のわかるもの 
       所得税源泉徴収簿 
       未使用の納付書（税務署から郵送されたもの） 

 
 
カフェレストラン 

  ホット・ベリー 
坂戸市溝端町4-12 
営業時間：午前11:00～午後9:00 
（卵がなくなり次第終了） 
定休日：火曜日 ℡：049-281-6071 
 

 ネット上でも人気のお店で遠方からもお客様が見えるとい
う、オムライス専門店「カフェレストランホット・ベリー」
さん。なんといっても当店のこだわりはオムライスの命！
「卵」です。当店は狭山市のある特定の農場のものを使用し 
         ています。店主の吉田さんは数々の養鶏 
                  場を回って色々な卵を試し「これしか 
         ない！」と選んだのがこの卵。その卵を 
         朝に採れた分だけ仕入れ調理しているの
で        で、まさに自然の美味しさそのまま！ 
          店内はとても 
お洒落で落ち着いた雰囲気。皆様の 
お越しを笑顔でお待ちしております。 
 なお、当店も掲載されている「坂 
戸うまうま通り商店街ｍａｐ」を、 
当会及び坂戸市役所商工労政課にて 
現在配布中！是非ともご覧下さい。  大人気の「ホタテと 

      紅ズワイガニのオムライス」 

【展示会参加費用助成金】 
   １事業所あたり １０，０００円限度 
   （非会員の場合     ３，０００円限度） 
＜申請期間＞ 
第１期：８月３１日まで   第２期：１月３１日まで 

【研修会参加費用助成金】 
   １事業所あたり ５，０００円限度 
   （非会員の場合  ２，０００円限度） 
＜申請期間＞ 
第１期：８月３１日まで  第２期：１月３１日まで 

※ 坂戸市商工会主催の事業については、対象となりません。 
※ 限度額に至るまでは年度内複数回利用が可能です。 

 展示会等に参加する場合、また、事業運営に必要なノウハウ習得する事を目的とした研修
会等を受講する場合、費用の一部を負担させて頂く制度がございます。是非ご利用下さい。 

 5月21日(水)総会が無事終 
了しました。今年は創立30周 
年記念として部員さんへ粗品 
を配布いたします。 
 7月頃にはお届けする予定ですのでご活
用ください。 

ゴーヤで節電 
 節電と緑化事業として6月3日(火)恒例と
なりました「ｺﾞｰﾔの苗」を配布いたしました。        
            窓口や電話での問い合 
            わせも多く、皆さんの節 
            電意識の高さがうかが    
            えました。 

 ５月１６日（金）に薬師町「中国料理 
龍馬」にて第４２回通常総会を開催致
しました。総会では平成２５年度事業
報告・収支決算、平成２６年度事業計
画（案）・収支予算（案）が承認されま
した。平成２５年度は青年部の全 
国大会を埼玉県で開催など様々 
な事業を実施して参 り ま し た 。 
 平成２６年度についても研修事業や
地域貢献活動などを実施し若手経営
者・後継者の育成や部員間での親睦
を図っていきたい と思います 。 

                 平成２６年４月９日（水）本年で第３回目となるビジネスマナー研 
               修会を開催致しました。講師には第１回より講師を務めて頂い 
                ているビジネスマナーのエキスパート、オフィス・プリムラの西田 
                奈保子氏をお迎えして１３社２６名の方が参加されました。回数 
                を重ねるごとに参加者が増えていき、参加者・派遣企業ともに大 
                  変好評を頂いている事業となっております。 
 参加者は新入社員のみならず、ビジネスマナーをもう一度学び直したいという中堅・ベテラ
ン社員に至るまで意欲ある方々が多数参加され、研修内容の勉強だけでなく様々な年代の
方との交流の場ともなっており、人との接し方の勉強にもなったと 
思います。 
 研修方法は体でビジネスマナーを覚える実践形式を採っており、 
参加者は不慣れなビジネスマナーに四苦八苦しながら受講する姿 
があちらこちらで見られました。 
 次年度以降も継続して開催していこうと考えていますので、興味 
のある方は是非ご参加下さい。 

会員事業所を紹介します 


