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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。 

新入職員紹介 

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
質の向上を図る為、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15日(月)は商工会費上期分の口座振替日でした。

万が一引落出来なかった場合、２９日(月)に再引落をい

たします。口座振替をご利用されていない方は、6月

30日(火)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 6/1５   下期 11/13 

 口座振替以外  上期 6/30  下期 11/27 

丸山健彦（会計担当） 

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！ 

～第55回総代会～ 

               平成２７年５月２１日（木）に 
               第５５回通常総代会を、坂戸           
               市商工会会議室にて開催い 
               たしました。議長に玉川豊氏 
                 が選出され、第１号議案から 
                 第７号議案までの７議案が審 
                 議がされ原案通り可決されま 
                した。  
昨年度は、 「さかど街バル」を１２月に開催し７０店舗

にご参加頂き、チケットも目標の１千セット完売しご好
評を頂きました。又、恒例となっております産業まつり
は、１１月１日（土）・２日（日）の２日間坂戸市民総合
運動公園で開催し、初日は、あいにく雨天となりまし
たが翌日は、晴天に恵まれ２日間で３万２千人の方に
ご来場頂きました。平成２７年度は、地域経済の活性
化を目的とした坂戸市プレミアム付商品券を３億９千
万円発行すべく事業に取り組んでいるところです。１１
月には、昨年ご好評を頂いた「さかど街バル」事業を
実施し地域活性化を図ってまいりたいと考えています。
国の動向としては、「小規模基本」及び「小規模支援
法」を施行し今までの中小企業施策から「小規模事業
者」に的を絞った施策を新たに取組んで行く事となり、

商工会は、今までにも増した小規模事業者への支援
施策を計画に基づき実施して行く事となりました。平
成２７年度は、新経済センサスのデータ適用により坂
戸市は、小規模事業者数が減少した為、商工会の組
織率は向上しましたが、従来の加入率目標５５％を６
０％に上方修正し、中期計画の中で目標を達成して
参る所存です。 

 本年度は、任期満了に伴う役員改選の年にあたり、
新役員候補者も選任され新体制で商工会の運営をし
て参ります。     

 平成２７年度は、国の地域活性化施策により、今ま
でに例を見ないほどの大きな規模で、様々な事業に
取り組んで参りますが、役職員一丸となり関係機関と
連携しながら更なる地域経済の活性化に取り組んで 
参りますのでご支援の程宜しくお願い申し上げます。  
 
  
  
 
 
 
 

1,575事業所 

（平成27年6月15日現在） 

事業所 住 所 業 種 事業所 住 所 業 種 

 重光食品㈱  石井2824  社食､学食経営  スイーツガーデン コパン  南町7-7-103  洋菓子製造小売 

 ｶｰﾑ・ﾍｱﾄﾞﾚｯｻｰｽﾞ  日の出町13-13  美容  フジリュウ  にっさい花みず木4-14-6  内装工事 

 セイワロジスティクス㈱  石井2853-4  物流業  大川型枠工事  にっさい花みず木4-14-15  型枠工事 

 おうか整骨院  千代田3-5-5  接骨院  ｶﾗｵｹﾊｳｽ再会  千代田2-1-13  ｶﾗｵｹ喫茶・軽食等 

 みぞはた歯科ｸﾘﾆｯｸ  溝端町7-12  歯科医院  ｷｯｽﾞﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ ピーカブー  南町21-12  ﾊｳｽｽﾀｼﾞｵ・写真撮影 

 医療法人勇心会  泉町3-9-8  歯科医療ｻｰﾋﾞｽ  行政書士新井総合法務事務所  千代田1-1-10  官公署等書類作成代行 

 フォルネ・モンテ  千代田3-7-10  美容業  斉藤電設㈱  青木657-11  電気工事設備 

 ㈱llaborare ラボラーレ  鶴ヶ島市新町2-1-2  配車業務  若葉運転代行社  戸宮39-4  運転代行業 

 エム・スクエア㈱  芦山町17-1  中古車販売・輸出  ㈱ユーエムピー  青木889-11  食肉卸 

 ㈱システム  善能寺387-3  郵便運送業  POWER  薬師町22-8  酒類全般､ﾗｸﾚｯﾄﾁｰｽﾞ 

 和喜あいあい  泉町3-18-5  やきとり店  ｵｰﾄﾎﾞﾃﾞｨハザーズ  善能寺236  自動車販売修理 

 ダイヤ  堀込43-7  カラオケ  ﾋｰﾘﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽオルカ  千代田1-7-26  ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ・ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊｰﾌﾞ他 

 東洋電子研究所  溝端町9-4-107  電子機器設計製作  ㈱街づくり工房  日の出町6-24  建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 トリミングサロン エル  鶴舞2-8-1  ﾍﾟｯﾄの美容及び保管  あんちゃん  芦山町5-16  居酒屋 

 M＆W㈱  薬師町10-20  OEM酵素販売  ㈱ビーエヌビー  芦山町2-5  訪問介護事業 

 石の店 サラ  日の出町10-2  石製品    にっさい花みず木6-11-4  ゆるきゃら（なるぼう） 

 スウィートホーム㈱  末広町21-2  不動産  砂岡美装  山田町4-21-405  ﾘﾌｫｰﾑ・各種清掃 

 喫茶＆居酒屋 姉妹花  薬師町12-4  食事・ｱﾙｺｰﾙ(ｶﾗｵｹ喫茶)  タイヤ館 坂戸  八幡2-5-31  自動車用品(ﾀｲﾔ)販売 

   浅羽野3-10-1  ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  DOOR-S㈱  薬師町23-4  美容(ｴｽﾃ)・飲食 

 ㈱住天不動産リアルティ  薬師町2-6  不動産  ゆのき社会保険労務士事務所  川越市川鶴2-4-2  労働・年金・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談 

井上商工会長 

玉川議長 石川市長 

おもてなし(サービス)の基本（１） 
         マルイ経営企画（中小企業診断士事務所）代表 井内堅太郎 

現在はオーバーストアの時代です。商品の安さや品質以外で他店と差別化
するためには「おもてなし」のサービスで顧客満足を高める努力が欠かせま
せん。 
[好感の持てない店・店員とは] 
①入り口やガラスドアが汚い、ごみが散らかっていて不潔 
②経営者の理念が低く、スタッフに意欲が感じられない 
③スタッフ間の連絡ミスが多く、作業基準が不徹底 
④店員に質問しても一方的に説明して終わり、という態度 
⑤無表情で機械的。質問に対して誠実に答えずごまかす 
⑥清潔感のない身だしなみ。だらしないルーズな感じ 
[好感の持てる店・店員とは] 
①店は古くとも清潔感があり、店内はきれいに片付いている 
②店主とスタッフに笑顔があり、和やかである 
③掲示板に新しく、役に立つ情報が掲示してある 
④込み具合に応じて臨機応変に対応してくれる 
⑤顧客の質問に即答できないときは速やかに調べる 
⑥要望を察してプラスアルファのサービスをしてくれる 
⑦こちら言いたいことへ的確な質問をしてくれる 
⑧商品知識が豊富 
[接客の基本姿勢] 
・背筋、腰をまっすぐ伸ばし正面を向いて自然にあごを引く 
・両手は身体の側面に合わせる。両手を組む時は、右手を左 
手で包む） 
・かかとをつけて、つま先を30度くらい開く 
・スマイル（親しみ）と礼儀のある応対 
・服装は販売商品にふさわしいセンスとイメージがある 
＜お問合せ先＞℡：080-5535-9500 email：iuchi@tcat.ne.jp 

長野県出身、１女の父、趣味
はサッカーです。 
 
よろしくお願いいたします！ 
 

第１５回坂戸よさこい出店者募集のお知らせ 
 
 
 
 

 本年も「第１５回坂戸よさこい」が開催されます。詳しい出店募 
集要項、申込書は商工会にございます。 
 出店希望の会員の方は商工会事務局にてお申し込み下さい。 
 場内の個々の出店場所は抽選で決定します。(説明会時に行い
ます) 

  開催日          １０月１０日（土）・１１日（日）の２日間(雨天決行) 

               午前１１時～午後９時(日曜日は午後８時まで） 
  会  場     坂戸市文化会館大駐車場（坂戸小学校裏） 
  募集期間   ７月１日（水）  ～  募集数に達するまで 
  募集数     ２７団体程度 
   テントサイズ  間口 ２．７ｍ × 奥行き ３．６ｍ   
   出店参加費  テント  ３５,０００円 テーブル ２,０００円 
              イ ス     ５００円 電   源 １,０００円～ 

フォークリフト運転技能講習会開催について  
 

 労働安全衛生法に基づくフォークリフト運転技能
講習（３１Ｈコース）を以下内容で開催する運びとな
りました。詳細については別添チラシにてご確認下
さい。 
 
学 科→７月１３日（月）9：00～18：30 
       坂戸市文化会館第３会議室 
実 技→７月２７日（月）～２９日（水）8：00～17：40 
      石井水処理センター駐車場 
対象者→受講日において満１８歳以上で普通以上   
      の自動車運転免許証をお持ちの方 
負担金→３７，３６８円（税込み） 
定  員→２０名 
申込み→6/29（月）午前９時～ＦＡＸにて受付開始。  
      先着順とし定員になり次第終了します。 
 



源泉徴収所得税個別指導会のお知らせ 

坂戸市プレミアム付商品券 絶好調！ 

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 

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。本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２７年９月７日（月） 

          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、プレゼンテーション、 

          ビジネストークシート、 

          商品・パンフレット展示 

◆参 加 費    商工会会員    無料 

           商工会非会員 １，５００円 

◆募集人数   １５０人程度    

平成２７年７月４日から 

 平成２７年度坂戸市商工会重点事業の１つの「坂戸市商工会プレミアム付商品券」は、 
４月から取扱店舗募集を開始し、６月号市報や新聞折込等で商品券ＰＲをしているところ
です。お陰様で取扱店舗は４２０件を超え現在でも追加登録受付中です。 
 商品券は、ハガキでご応募頂き１人５万円を限度とさせて頂きましたが、６月１５日現在 
１万２千件を超え１日１５００～２０００通のペースでハガキを頂いている状況です。販売
に関しては抽選必至という状況となっております。 
 商品券は、何といっても多くの取扱店舗が多くないと魅力ある商品券とはなりません。
今回は４２０件を超える申し出を頂き魅力ある商品券とする事ができました。 
 ご協力ありがとうございました。 

◆第３１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（金）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２７年７月７日（火）、８日（水）、９日（木） 
       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） 

【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１９日(火)商工会会議室において第３１
回通常総会が無事終了いたしました。今年は
任期満了に伴う役員改選の年となり、新部長
には勝呂地区より近藤とし子さんが選出され
ました。二期部長をお勤めいただいた冨澤君
代さん、役員の皆さん、お疲れ様でした。長い
間ありがとうございました。 
 今年度は、新部長・新役員さんと共に坂戸
よさこい出店や視察研修旅行、清掃活動、産
業まつり出店などの事業を進めて行き、その
他に講習会事業の充実も検討したいと思いま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。 
  

 ５月２０日（水）に薬師町「中国料理 龍
馬」にて第４３回通常総会を開催致しまし
た。総会では平成２６年度事業報告・収
支決算、平成２７年度事業計画（案）・収
支予算（案）のほか、任期満了に伴う役
員改選、部員資格の変更が承認されまし
た。役員改選では新部長に木下克宏氏
が新部長として選出されました。また部員
資格の変更では、青年部部員の資格が 
４０歳男子から４５歳までの男女へと変更
されました。    
 平成２７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。 

                 第４回目となるビジネスマナー研修会を４月８日（水）に開催致 
                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１５社２９名の方が参加されました。回数を重ねるごとに参加 
                  者数が増えていき、派遣元の企業も製造業から接客業に至る 
                                               まで幅広く、バラエティに富んだ研修会になっています。 
 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。 
 毎年、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。 

７月   ２日（木）  女性部役員会 
              時間：１３:３０～         
              場所：商工会会議室 
          ６日（月）      第２回理事会 
                     時間：１５：００～ 
                   場所：商工会会議室 
        ７日（火）・８日（水）・９日（木） 
             源泉所得税個別指導会 
                時間：９：００～１６：００   
                場所：商工会会議室 
     ２１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 
   ２３日（木）   マイナンバー制度説明会 
              時間：１３：３０～ 
              場所：オルモ情報研修室 
    ４日（金）   女性部日帰り研修旅行 
                      場所：東京方面 
 ９月  ７日（月）     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   


