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No.20 

定期健康診断のご案内 

新しい会員さんをご紹介します。 

新春賀詞交歓会 
１２月 ４日（木） ≪さかど街バル≫ 
      ５日（金）  場所：坂戸駅・若葉駅・北坂戸駅周辺 
      ６日（土） 
 
１２月２６日（金） ≪仕事納め≫ 
 １月 ５日（月） ≪仕事始め≫ 
 
 １月 ７日（水） ≪年末調整相談会≫ 
      ９日（金）  時間：９：００～１６：００ 
         １３日（火）  場所：商工会会議室 
 
 １月１４日（水） ≪新春賀詞交歓会≫ 
           時間：１８：００～ 
           場所：坂戸市文化会館 
  
 １月２３日（金） ≪女性部新年研修会・懇親会≫ 
           時間：１５：００～ 
           場所：商工会会議室 
 
 １月２８日（水） ≪定期健康診断≫ 
    ～      ※詳細は表紙の記事をご覧ください 
 ２月１０日（火）     

      
申込期間：平成２７年１月７日（水）～１月２１日（水）まで 
     （１４：００～１６：００／日・祝日除く） 
 健 診 日：平成２７年１月２８日（水）・２９日（木）・３０日（金）・３１日（土） 
                               ２月２日（月）・４日（水）・５日（木）・６日（金） 
               ９日（月）・１０日（火） 
実施場所：申込み・実施はすべて坂戸中央健康管理センターで行います。 
健診内容：身長・体重・腹囲・視力・聴力・検尿・血圧・心電図 
                胃透視・眼底・血液検査・胸部レントゲン・内科診察 
 健 診 料：おひとり１０，０００円 
     ※検査オプションが増えました！ 
      （大腸がん検査・前立腺がん検査・マンモグラフィ・卵巣がん検査・ペプシノーゲン） 

 
  新年のご挨拶や名刺交換の場として、また 
 会員相互の交流と親睦を深める場として開催 
 します。  
  将来の取引を見越して、会員同士のネット 
 ワークづくりにお役立てください。 

 

 日 時：平成２７年１月１４日（水） 
     １８：００～               
 場 所：坂戸市文化会館「平成の間」 
 参加費：３，０００円 
 その他：案内通知は、 
     後日郵送致します。                 

   

  ※ご不明な点がございましたら、 
   商工会までお問い合せ下さい。 

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。 1,558事業所（平成26年11月14日現在） 

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です。 

第１１回さかど産業まつり開催 

～魅力あふれる「さかど」我が街再発見！～ 

 １１月１日（土）、２日（日）の２日間、坂戸市民総合運動公園駐車場およ
び大体育室におきまして「第１１回さかど産業まつり」を開催いたしました。 
 １日（土）は１１回目にして初の雨天での開催となり、予定されていた早食
い大会やステージでの発表が一部中止となるなど、大変な一日となってしまい
ました。しかし、翌日２日（日）は見違えるように晴れわたり、会場内は希望
の商品を求める多くの人で溢れかえって行列となっている店舗が多数出るなど、
初日とは異なる光景となりました。 
 ２日間で約３２，000人の方が来場され、商工会員や農業団体・福祉団体等
による出店ブース（飲食・販売・展示・ＰＲコーナー）やちびっ子達によるダ
ンスやバトン、市内団体のバンドやはしご乗り等のステージ発表を楽しんでお
られました。 
 大体育室内では今回より新たに市内工業団地の企業による産業展が開催され、
なかなか普段では見ることの出来ない本格的な鉄道模型やお菓子の新商品など
が展示されておりました。 
 来場者の方が一番ドキドキした抽選会では坂戸市や近隣市町村から９00通を
超える方からの応募があり、自分の名前が呼ばれるかドキドキの時間をおくっ
ておられました。  
 来年以降も来場される方に喜んで頂けるようなイベント等を検討していきた
いと思います。 
 
  

 第15回坂戸よさこいは、平成27年10月9日（前夜祭）・
10日・11日（本祭）の3日間で開催することとなりました。 

会員企業様限定の
特別プランです！ 
詳細は後日郵送しま
すので、ぜひご検討
ください！ 

事業所 住所 業種 事業所 住所 業種

mana ｀olana 花影町25-29 ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ・耳つぼ (合)ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ　ゆうゆう 川越市広谷新町17-16 訪問介護事業

㈱フィルケアサービス 鶴ヶ島市高倉284-1 訪問介護 ㈱栄進工業 森戸1106-47 管工事業

SS-Field 多和目143-2 ｳｪﾌﾞｻｲﾄ運営 ㈱エムズリノベーション 欠ﾉ上341-2 ﾘﾌｫｰﾑ・建築工事

加藤　哲也 千代田2-16-30 給湯器取付 ㈱めーぷる 東松山市大字岩殿643-4 たこ焼き等

サンクス坂戸薬師町店 薬師町28-8 コンビニ ㈲カワヅラ産業 浅羽1193-8 梱包資材加工

高達　成功 塚越772 不動産貸付 琉球泡盛bar ＫukUruma 成願寺213-8 泡盛・沖縄料理

谷口総業 泉町16-21
ｹｱｾﾝﾀｰｺﾝｻﾙ・

保険代理店 田島興業 にっさい花みず木6-21-5 外壁工事

会費納入のご案内 

 下期会費の納入期限は１１月末日となっております。
口座振替をご利用されていない方は、１１月２８日(金)
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  

さかど街バルのご案内 
 １２月４日（木）～６日（土）「街バル」、１２月７日（日）～
２５日（木）「あとバル」を、若葉駅・坂戸駅・北坂戸駅周辺で開
催します。「街バル」は６４店舗にご参加頂くことになりました。
３枚綴りのチケットをご購入頂き、参加店舗でのバルメニューをお
楽しみ頂くイベントです。  是非ご購入下さい！  

 労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に
加入する必要があります。加入手続きを行い、労
働保険料を納めなければなりません。 

 より良い人材を確保し、労働者が安心して働け
る職場環境づくりを進めるうえでも、労働保険に加
入することは必要なことです。まだ加入されていな
い事業主の方は、是非加入手続きをお願いします。 
 労働基準監督署・公共職業安定所 
又は商工会へお問い合せ下さい。 

お知らせ 



坂戸グランドホテルＷＩＮ１Ｆラウンジをご活用ください 

ビジネスマナー研修会のご案内 
  従業員及び専従者に給与を支払っている方の、源泉所得税の納付期限は、平成２７年1月20日  
（火）までとなっております。   
   納付額のない方も「給与所得の所得税徴収高計算書」の提出が必要です。計算方法や納付書の  
 書き方等について、下記日程でご相談に応じさせて頂きます。ご予約お待ちしております。 

相談日の『午前の部』 
『午後の部』でご予約ください 

℡ 049-282-1331 

１．日時  平成2７年1月７日（水）､９日（金）､１３日（火）9時～16時 
２．場所  坂戸市商工会２階会議室 
３．持参して頂く物 
  ①税務署より郵送された書類一式 ※必ず持参してください。 
  ②給与台帳または一人別源泉徴収簿 
  ③平成2６年1～6月の源泉税納付領収書 
  ④国民年金・生命保険料等控除証明書 
  ⑤源泉税納付書（未使用のもの） 
  ⑥印鑑 
  ⑦各市町村指定総括表   

年末調整相談会のお知らせ 

・自店のＰ Ｒ、無料体験等であれば、会場費は無料でございます。  
・有料サービス・販売の場合は、売上の １ ０ ％ を頂戴いたします。  
・お時間はランチタイム  １ １ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ０ ０  です。  
 ＊詳し くは、お電話にてお問い合せください。  

  ＴＥＬ ０４９－２８１－４１２２   ＨＰ http://www.sakadograndhotel.co.jp 

坂戸市商工会青色申告部会 
H26.11.9（日）～10（月） 税務研修旅行 

消費税転嫁対策講習会        
ブルーリターンＡ講習会 

 坂戸市商工会青色申告部会では、平成26年10月
7日（火）に消費税転嫁対策講習会を、11月11日

（火）にブルーリターンＡの操作講習会をそれぞれ開
催しました。 

 各講習会ともに専門の講師をお招きし、多様な質
問にもわかりやすい説明で回答して頂きました。 

 

 毎年、参加者・派遣事業所より大変好評を頂いております「ビジネスマナー研修
会」を平成２７年度も下記の通り開催致します。 
 「新入社員」や「若手社員」の方だけでなく、「ビジネスマナーをもう一度学びた
い」という方も対象としております。 
 詳しくは同封のチラシをご覧ください。  
■日 時  平成２７年４月８日（水） 
      午前９時３０分～午後４時（昼休憩１時間） 
■場 所  坂戸市商工会 会議室 
■内 容  ①ビジネスマナー（言葉遣い、電話応対、名刺交換等） 
      ②社会人としての心構え 
      ③報告・連絡・相談の方法・手段 
      ④実践（ロールプレイング） 
      ※内容については一部変更になる場合もあります。 

講師 オフィス・プリムラ代表 
   西田 奈保子 氏 

一泊研修旅行 
 10月1日～2日、                 
宮城県南三陸町へ行って来ました。震災から3

年半も経つと言うのに復興はまだまだ進んで
いない状況でした。語り部さんから聞いた当時
の様子はテレビで見た以上に凄まじいものでし
た。ぜひ現地へ出向き、周辺のお店を利用す
るなど、少しでも復興の力になりませんか。 

産業まつり出店 

 長野県松本市の『大正池・河童橋』、岐阜県
高山市、白川村の『白川郷』などを、１泊２日に
わたり散策しました。 

坂戸駅南口徒歩１分 

 琉球泡盛bar KukUruma 

～会員事業所を紹介致します～ 

【住所・電話番号】 
 〒350-0233 
 坂戸市南町１５ｰ２ 
 第３増尾ビル１Ｆ 
 Tel:080-4072-9960 

【営業時間】 

  17：００～２３：３０ 

【定休日】 

  日曜日 
 

 坂戸駅南口に沖縄をいつでも感じて頂け

るお店をＯＰＥＮしました。 

 沖縄の方言で「くくる」は「心」、「うるま」は

「遙か彼方のサンゴの島」を意味し、その二

つを足して「ＫｕｋＵｒｕｍａ」と名付けました。 

 当店は６００年の歴史を持つ、沖縄の宝

物「琉球泡盛」が中心のお店です。 

 泡盛マイスターがお客様のお好みに合っ

た泡盛をご提案致します。 

 大人気！！ 
 フワフワトランポリン 

 第１１回さかど産業まつりにて毎年恒例のフ
ワフワトランポリンの運営を行い、２日間で延
べ５００人以上のちびっ子に楽しんでもらいま
した（＾＿＾）ｖ 初日は悪天候の中での運営とな

りましたが、雨にも負けないちびっ子達の元
気な姿に運営していた部員達も元気づけられ
ました。 
 来年もぜひ遊びに来て下さい。 
  
第２ブロック青年部ゴルフ大会 
～個人戦・団体戦ともに準優勝～ 

 １０月３日（金）に鳩山町の石坂ゴルフ倶楽
部において近隣市町１５商工会青年部の６４
名によるチャリティーゴルフ大会が開催され、
個人戦・団体戦ともに準優勝と健闘しました。 
 

 今年は「すいとん」に挑戦しました。具材は
豚ﾊﾞﾗ肉・ｺﾞﾎﾞｳ・長ﾈｷﾞ・小麦粉だけですが、
あっさり味に仕上がり大評判でした。他に綿
菓子・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄも大行列となりました。商工
会名物になるかもしれない？ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shirakawa-go_houses_1.jpg
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