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定期健康診断のご案内 

新しい会員さんをご紹介します。 

賀詞交歓会のお知らせ 

申込期間： 平成２９年１月６日(金)・７日(土)・１０日(火)・１２日(木)・１３日（金） 
        １６日(月)～２０日(金）まで （受付時間 １４：００～１６：００） 
健  診 日： 平成２９年１月２５日(水)～２８日(土)・３０日（月） 
              ２月１日(水）～３日(金)・６日(月)～８日(水) 
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（別途オプション検査有り） 

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。 

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。 1,554事業所（平成28年11月20日現在） 

新たな販路拡大に大注目の補助金！！ 

第１３回さかど産業まつりを開催！！ 

    ～魅力あふれる「さかど」我が街再発見！～ 

 １１月５日（土）、６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１３回さかど産業まつり」を開催いたし
ました。 
 今年は、両日とも晴天に恵まれ、ステージイベントや魅力ある出店ブー
スなどのほか、大人気のヒーローショーや大抽選会を目当てに２日間で約
３８,000人の方にご来場頂きました。 
 商工会員や農業団体・福祉団体等による出店（飲食・販売・展示・ＰＲ
コーナー）が７５ブース、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イベントが１８団体参加されました。開
会式では井上商工会長のあいさつの後、石川市長初め多くのご来賓の方々
によるご祝辞で華を添えて頂き、その後坂戸市イメージキャラクター「さ
かっち」「さかろん」の紹介をしてまつりを盛り上げてもらいました。 
 大体育室内では昨年に引き続き、市内工業団地の企業による産業展並び
に環境展が開催され、各社自慢の商品などの展示や野生動物の写真や資料
の展示が行われました。 
 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９
００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。 

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！ 

会費納入のご案内 
 １１月１４日(月)は商工会費の口座振替日です。
口座振替を利用されていない方は、１１月３０日
が納入期限となっておりますので、お振込みいた
だくか、窓口にご持参くださいますようお願い申
し上げます。お振込みの場合、振込手数料は会員
様のご負担となります。 
 なお、領収書は原則として発行しておりません
（税務処理上、通帳記帳されることにより対応可
能です）。ご都合により発行を希望される場合は、
ご連絡ください。 
 
口座振替日  上期 6/13  下期 11/１４ 
口座振替以外 上期 6/30  下期 11/３０  

経営計画に基づく経営を推進するため、経営計画を作成し、
それに基づく販路開拓の取り組みを支援します。 
 
対象事業者：常時使用する従業員数が以下の条件を満たす 
        事業者 
        小・卸売業、サービス業（宿泊・娯楽業以外） 5名 
        その他の業種                                   20名 
補助率   ： 2 /  3 
補助上限  ： 50万円  
         《取組例》  チラシ作成、ホームページ作成、 
                 商談会への参加、店舗改装 等 
 
 申請書作成のためのセミナーを開催いたします。 
 詳しくは同封チラシを確認して下さい！！ 

笑いが招く商売繁盛 

 日  時 ： 平成２９年１月２４日（火） 
         １８：００～落語会 
         １９：１５～懇親会               
 場  所 ： 坂戸グランドホテルwin 
 講  師 ： 落語家 柳家小団治 
 参加費 ： ３，０００円 
 その他 ： 案内通知は、後日郵送致します。 

１２月 ４日（日） ≪青色申告部会税務研修旅行≫ 
   ～５日（月）  場所：養老渓谷・鴨川 
１２月  7日（水） ≪女性部工場見学≫ 
           時間：９:00～ 
           場所：㈱明治坂戸工場、弓削多醤油㈱ 
１２月１６日（金） ≪女性部新春寄せ植え講習会≫ 
           時間：1４:00～ 
           場所：商工会会議室 
          ≪女性部常任委員会・年末懇親会≫ 
           時間：17：00～ 
           場所：坂戸グランドホテルwin 
１２月１９日（月） ≪商工会理事会≫ 
           時間：1４:00～ 
           場所：商工会会議室 
１２月２８日（水） ≪仕事納め≫ 
 １月 ４日（水） ≪仕事始め≫ 
 １月 ５日（木） ≪年末調整相談会≫ 
      ６日（金）  時間：９：００～１５：００ 
         １０日（火）  場所：商工会会議室 
   １月１９日（木） ≪女性部新春懇親会≫ 
           時間：１７：００～ 
           場所：あおき 
 １月２４日（火） ≪賀詞交歓会≫ 
           時間：１８：００～ 
           場所：坂戸グランドホテルwin 
    

～小規模事業者持続化補助金～ 

事業所 住所 業種 事業所 住所 業種

株式会社住天住宅 坂戸市薬師町２-６ 建設業 株式会社Ange 坂戸市千代田１-１６-３ １F 理美容業・出張理美容

ＡＲＡＩ 坂戸市にっさい花みず木4-14-22 建設機械組立解体 加部美装 坂戸市赤尾1927-4 塗装業

ＭＩＺＵＨＯ　ＢＡＬＬＥＴ　ＳＴＵＤＩＯ 坂戸市芦山町2-7-201 クラシックバレエスタジオ 日本料理　旬坊 坂戸市薬師町23-4 飲食（日本料理）

近藤　正幸 坂戸市赤尾2024-1 軽貨物・運送業 株式会社パートナー住宅流通 坂戸市関間4-1-4 建設業・ 不動産業

オオノ商会 坂戸市にっさい花みず木3-19-5 建設業 ㈱かのや運送 坂戸市千代田4-7-28-1401 運送業

ＴＯＢＢＹ’Ｓ　ＣＡＦＥ 鶴ヶ島市脚折町1-9-15 移動販売（クレープ等） 石亭 坂戸市中富町56-21 飲食（洋食）



１．日時  平成29年1月5日（木）､6日（金）､10日（火）9時～12時・1時～3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 ※必ずご持参ください。 
  ②給与台帳または一人別源泉徴収簿、扶養家族の氏名、生年月日 
  ③平成2８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       ご予約の際は各相談日の     
  ⑤源泉税納付書（未使用のもの）        『午前の部』 『午後の部』 
  ⑥印鑑、電卓、筆記用具              でご予約ください   
  ⑦各市町村指定総括表（届いている場合のみ）   ℡ 049-282-1331 
 

 
事業者をターゲットとしたヤミ金融にご注意ください！ 

 
FAXやダイレクトメールで事業資金の融資案内が送付される事例が発生しています。信用
できそうな文面で、低金利などの好条件が記載されていますが、そのほとんどはヤミ金融
業者が送っているものです。ご注意ください。 
 
＜対策＞ 
① 貸金業登録のない業者はヤミ金融業者です。絶対に借りないでください。 
   登録番号を詐称している業者もいます。下記問合せ先、または金融庁の「登録貸金業 
  情報検索サービス」で本当に登録されているか確認できます。 
② すでに借りてしまった場合はすぐに相談を。 
   下記問合せ先に連絡いただければ、相談窓口をご案内します。 
 

      問合せ先：埼玉県産業労働部金融課 ０４８－８３０－３７９４ 
 
 

－平成２８年分確定申告について－ 
 平成２８年分の申告書は、申告書に代えて「確定申告のお知らせ」ハガキが
送付されます。 
 申告書類は商工会に予備がございますので、必要な方はどうぞご利用ください。 
ただし、予備にも限りがございますので、お早めにどうぞ。 

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２9年1月20日  
（金）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。 

年末調整相談会のお知らせ 
 

 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２９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２９年４月７日（金） 
      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 

さかど産業まつり出店 

  

さかど産業まつりに出店 

  

 １１月５日、６日第１３回さかど産業ま
つりが開催され、女性部では模擬店の
出店を行いました。毎年子供たちに大
人気の「綿菓子」をはじめとして、採れ
たて柚子のすりおろしを添えた「みそお
でん」など、たくさんの来場者にご利用
いただきました。 

今後の予定 
12月7日（水） 
 市内工場見学 
12月16日（金） 
 新春寄せ植え講習 
 

 11月５日、６日のさかど産業まつりで毎年
ちびっ子達に大人気のフワフワトランポリンの
運営を行いました。 
 ２日間で５００人を超えるちびっ子達が遊び
に来てくれ、順番待ちの長蛇の列が出来ました。
運営にたずさわった青年部員たちが休憩する間
もないぐらいの盛況ぶりでしたが、ちびっ子達
から多くの元気をもらいなんとか２日間運営す
ることが出来ました！！ 
 また来年も企画したい 
と考えていますので皆様 
のご来場をお待ちしてい 
ます。 m(_ _)m 
 また、青年部員も絶賛 
募集中です。詳しくは事 

務局まで！  

地域フォーラムに参加しませんか！ 

 高齢者 の方が 住み慣 れた地 域で安 心して 暮らす ために 、地域 包括ケ ア
シ ステム の充実 がかか げられ 、さま ざまな 取組が 行われ ていま す。  
 地域の 皆さん と住み よい地 域づく りにつ いて考 えるフ ォーラ ムを開 催
し ますの で、高 齢者の 方の生 活を支 える商 工会会 員の皆 様も是 非ご参 加

く ださい 。                            

埼玉県」金融課からのお知らせ 

予約者優先制です！ 
また、28年分確定申告の申告期限は29年 
3月15日です！早目のご準備をお願いします 

H29年1月14日（土）13：00～  坂戸市文化会館     前厚生労働省老健局振興課課長補佐 吉田氏 
H29年1月21日（土）13：30～  坂戸フラワープラザ    城西国際大学 石田教授 
H29年1月29日（日）13：30～  坂戸グランドホテル    仙台白百合女子大学 大坂教授 
H29年2月 4日（土）13：30～   入西地域交流センター 城西国際大学 石田教授 

【申込み】    お申込み先は「広報さかど１月号」でお知らせします。 
【お問合せ】 坂戸市役所高齢者福祉課 地域包括ケア担当 ☎２８３－１３３１内線４３６ 


