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               ～ 魅力あふれる「さかど」 我が街再発見！！～ 
                
                 日時 ： １１月  １日（土）、２日（日） 
                     ９：３０～１６：００（２日は１５時３０分まで） 

  

            場所 ： 坂戸市民総合運動公園駐車場周辺 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                        キッズダンス、よさこい、バンド演奏その他イベントや 
                                                                              おいしいグルメ！地域物産品も多数出店  
                                                    ※詳細は決定次第、チラシ・広報・ホームページ等に掲載致します。 
           
           11月2日(日) 1回目10:30～ 2回目13:30～     
    
 

 

1､550事業所（平成26年9月10日現在） 

                   

    主な行事予定 
 

  
 

１０月   ２日（木）   新入会員対象業務説明会・名刺交換会 
                  時間：１８：３０～ 
                  場所：坂戸グランドホテル 
 

        ２日（木）    女性部一泊研修旅行 
                                                 時間：７：００～                              
          ３日（金）       場所：宮城県本吉郡南三陸町       
 

       １７日（金）  女性部一斉美化清掃活動・役員会 
                 時間：１０：３０～ 
                                                 場所：商工会周辺   
 

       ２７日（月）    青色申告部会 清掃活動 
                 時間：１０：００～ 
                 場所：坂戸市民総合運動公園 
 

１１月    １日（土）    第11回さかど産業まつり 
                 時間：９：３０～１６：００ 
     ２日（日）         (２日は１５：３０まで） 
                   場所：坂戸市民総合運動公園 

 
  

    どきどきの大抽選会 ２日15時～ 

豪華賞品が当たる!! 
有名テーマパークペアチケット、さかどの名産品等々 

応募方法は折込チラシ・ホームページにて近日公開!! 

  

 
  

 １１月１日から１１月３０日まで、労働保険の 
適用促進強化期間となっております。 
  労働保険は、原則として労働者を一人でも 
雇用している事業主は、加入の手続きを行うこ 
とが義務付けられています。 
 まだ、加入されていない事業主の方は、加入 
の手続きを行うようお願い致します。 
 
 
       

 

詳しくは、労働基準監督署、公共職業安定所、 
埼玉労働局労働保険徴収課(048-600-6203) へお尋ね
下さい。 

お問い合わせ   ：  さかど産業まつり実行委員会（坂戸市商工会内） 
             ０４９－２８２－１３３１ 

         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 

Pick Up!! このコーナーでは会員事業所をご紹介します！ 

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。 

事業所 住 所 業 種 事業所 住 所 業 種 

 ㈲フジショウ  伊豆の山町32-5  コンビニエンスストアー  ㈱大内工業  北峰158-8  鳶・大工 

 鈴木 賀律  東和田76-3  住宅ﾘﾌｫｰﾑ  ケアタクシー プラス  薬師町2318-21  介護ﾀｸｼｰ 

 ㈱タクラマカン国際貿易  伊豆の山町21-24  中古車・食肉・食品  ㈱ＳＴＹＬＥ  厚川125-2  雑貨小売 

 ㈱フレーバハウス  千代田3-11-7  不動産賃貸管理等  ㈱サンワ  三光町42-10  屋根工事 

 ㈱和乃菓  にっさい花みず木3-11-4  和菓子・洋菓子  創杏香㈲  西坂戸3-2-11  縫製業（婦人服） 

 ㈱ベルク 坂戸八幡店  寄居町用土5456番地  総合食料品 
 オカダ・バイヤーズ・   
  エージェント  鳩山町鳩ヶ丘2-7-15  経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

 ビッグエコー坂戸店  泉町2-7-7  カラオケ  濱口 美穂  鳩山町鳩ヶ丘2-1-14  洋菓子 

 ㈱桜ルーフ  紺屋346  2F  屋根工事一式  高坂賃貸センター㈱  千代田3-18-6  不動産賃貸管理 

 坂戸ゼンラク  鶴舞3-11-10  健康器具卸・小売   松尾 将志  西坂戸3-24-17  左官業 

 税理士法人西澤会計  緑町2-5  会計業務  炭火焼肉弁当TAN-TAN  薬師町17-18  弁当販売  

 合同会社ラボリ 
               合同会社ラボリは埼玉県指定の障害福祉       
              サービス事業を行っています。障害をお持ち  
              の地域で暮らしている方が一緒に働き、一   
              緒に学び、一緒に遊び交流する場として、20

人を超える仲間たちが作業を行っています。もう一度一般就労した
いと熱い思いで頑張っている方もいます。 

 皆さんとても心優しく、仕事熱心な方たちばかりです。様々な仕事
の経験があり、パソコンなど専門的な能力を持っている方や力仕事
が得意な方、手作りが得意な方などいろいろな能力をお持ちの方が
います。有り余る力ややる気で地域に貢献できればと思っておりま
す。いろいろな仕事にチャレンジしたい思いで一杯です。 

 訓練も兼ねているので、格安で掃除や草取り、買い物、パソコン修
理や講習などなんでもご相談ください。職員付きで丁寧に対応させて
いただきます。ぜひ一度ご相談 
ください。 
  また、一緒に働く仲間や就職を 
目指している方も募集しています。一緒に夢を目指しましょう。 
ご連絡をお待ちしております。 
 
 

坂戸市薬師町27-9-202 
営業時間：9:30～15:30 
定休日：土曜日､日曜日 
お問い合わせはこちら 

TEL 227-3115 
FAX 227-3114 
 

共済制度のご案内 
商工貯蓄共済：月額3000円で保障･貯蓄･融資を目的      
             としています。 

商工医療共済：災害･病気による死亡保障､入院や手   
             術の医療保障を目的としています。 

商工ガン共済 ： ガンによる入院や手術､先進医療の 
                                  治療費の負担軽減を目的としています。 
 

    くわしくは商工会へお問い合わせください。 

♪12月4日(木)～6日(土) 街バルマップを片手に食べて飲んで楽しむ3日間♪ 

「さかど街バルとは」・・・さかど市内のさまざまなお店を食べ歩き、飲み歩き、ショッピングをし
ながら楽しめるイベントです。詳しくは同封のチラシをご覧ください。 



 
 

 坂戸よさこいに出店し、坂戸産品の販売サイ
ト「坂戸sg」の商品販売および利用方法のＰＲ
協力をしました。坂戸よさこいにちなんだ「さ
かっちどら焼き」や葉酸たっぷりの「カムりん
とう」等を試食販売し、商品の特長や味を知っ
てもらい、今後の購入方法であるサイトについ
ての説明などを行い出品者の今後の売上げに繋
がるよう協力しました。 
 今後も地域商工業の発展の  
ために様々な場面で協力して 
いきたいと考えております。 
 

    ～リフォーム補助制度のお知らせ～ 
 

 坂戸市商工会の会員事業者が行う、住宅及び事業用建物のリフォーム工事代金の一部を補助する事

業を実施しております。本年度は坂戸市リフォーム補助金との併用をする事ができました。（３％となりま

す）現在１４件のお申込みを頂いていますがまだ余裕はございます！詳しくは商工会事務局までお問い

合わせください。 

 

                               

 

        
       
   今年も東日本大震災の復興応援イベントとして８月 
 ２３日(土)・２４日(日)に開催され、メイン会場の商工広 
 場と図書館駐車場会場に合わせて２９の商工会員出 
 店があり飲食販売や商品ＰＲをされ来場者を楽しませ 
 ていました。 
 

 
 

 

    
 
   税理士先生をお迎えして、消費税増税への対策をご説明致します。 
 

          日時 ： 平成26年10月7日（火）  午後2時～4時   先着４０名様！ 
    場所 ： 坂戸市商工会2階会議室             
    

        お申し込みは電話(049-282-1331)またはFAX(049-282-1302)で♪ 
 

 
 

 坂戸よさこいでは、坂戸産小麦粉ハナマンテン

で作った『坂戸おっぺパン』を試作販売しました。
プレーンのパンはやきそばをはさみ、すいおう入
りのパンは抹茶色なのであんバターにしました。
各日５０個は大好評で昼過ぎには完売してしまい
ました。石井の『ル・パニエ』さん、お忙しい中､
ご協力いただき､ありがとうございました。 
 また節電事業として、 
エコライフアンケートを 
実施し、ご協力頂いた方 
全員に冷たいジュースを 
配布しました。 

消費税転嫁対策講習会 

第１４回 坂戸よさこい ～元気を坂戸から！～ 

 

         ★ビジネスマッチング交流会★ 
 

  ９月３日（水）坂戸グランドホテルＷＩＮにて、坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・毛呂山町・越生町の５商工会の主

催による「ビジネスマッチング交流会」が開催されました。今回で５回目となりましたが、６２社・１０３名と多く

の方にご参加頂き盛大に開催されました。 

 また、参加者からは当日に商談が成立したというご報告も頂き驚いていますが、現在いくつかの商談が進

行中というお話も頂いています。今後も少しでも地域経済の活性化に貢献出来るよう、更に内容を改善し、

継続的な事業として実施し、企業同士が出会える機会を提供していきたいと考えております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

    坂戸のうまいものを教えて!! 「坂戸うまうま」で検索♪ 
 

 昨年より「坂戸うまうま通り商店街」というWEBサイトを開設し、味で勝負のおすすめグルメと、 
体においしい葉酸食品をご紹介しています。 
 そこで、そのサイトでご紹介する坂戸市 
のおいしいものの情報を皆様から大募集 
いたします。ご紹介頂いた方には、もれなく 
粗品を差し上げます♪ 

 誰かに教えたい！誰にも教えたくない？ 
とっておきの情報をお待ちしております!       
 詳しくは商工会事務局まで。 

 

   葉酸ブログのキャラクター 
「ロッコ＆ナッチ」 

うめえもんブログのキャラクター 
     「うめえもん」 

井上会長のあいさつ 
賑やかな会場 

 

～ 珠算競技大会で個人優勝 ～  
 

  
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     

女性部 

10万円限度 

工事費５％又は３％を助成!! 

   ８月１９日（火）大宮ソニックシティ市民ホー

ルで第４５回埼玉県商工会珠算競技大会が
行われました。日頃の鍛錬による個人の力を
存分に発揮し、小学５・６年生の部（参加人数
７０名）個人総合競技で、佐藤陽音さんが見
事に優勝しました。 Congratulations!! 

★ 佐藤陽音さん（写真左）小学５・６年生の部 

 個人総合競技１位、読上暗算競技１位 
★ 佐藤純奈さん（写真右）小学４年生以下の部 

 読上算競技２位、読上暗算競技３位 

青年部 

坂戸sg 検索 

石川市長のあいさつ 

アポイントが
とれた!! 

異業種の方との
交流が持てた!! 

住宅等 
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