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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。 

下期会費納入のお願い 

新春賀詞交歓会 
１２月 ５日（木）       ≪坂戸地区会議≫ 
             時間：１８：３０～ 
                  場所：商工会会議室 
１２月２７日（金）       ≪仕事納め≫ 
 １月 ６日（月）       ≪仕事始め≫ 
 １月 ８日（水）、１０日（金）、１４日（火） 
             ≪年末調整相談会≫ 
             時間：９：００～１６：００ 
                  場所：商工会会議室 
 １月１０日（金）       ≪新春賀詞交歓会≫ 
             時間：１８：００～ 
                  場所：坂戸市文化会館 
 １月２４日（金）～２月８日（土） 
                  ≪定期健康診断≫ 
                            ※詳細は表紙の記事をご覧ください 
 １月３０日（木）        ≪女性部新年研修会・懇親会≫ 
             時間：１５：００～ 
                  場所：商工会会議室 
 

     今年度も坂戸市商工会会員を対象とした健康診断を実施いたします。 
     従業員の方はもちろん、ご家族の方の受診も可能です！日程等は以下のとおりです。 
 
申込期間：平成２６年１月１０日（金）～１月２１日（火）まで 
     （１４：００～１６：３０／日・祝日除く） 
健診期間：平成２６年１月２４日（金）・２７日（月）・２９日（水）・３０日（木）・３１日（金） 
                              ２月３日（月）・５日（水）・６日（木）・７日（金）・８日（土） 
 
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９，８００円 
     ※大腸がん検査・前立腺がん検査・乳がん検査のオプションもございます。 

詳細・申込書につきましては後日送付いたします！ 

 
納入期限 ： １１月２９日（金） 
職員の集金は１２月頃より順次伺いますので、 
よろしくお願い致します。 

 
 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２６年１月１０日（金） 
       午後６時～               
 場 所 ： 坂戸市文化会館「平成の間」 
 参加費 ： ３，０００円                 
 その他 ： 別添チラシにてお申込をお願い 
       いたします。 

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。 1,504事業所（平成25年11月6日現在） 

事業所 住所 業種 事業所 住所 業種

ｶｰﾒｲﾄ　ﾎﾟｴﾑ 今西67-1 自動車販売・保険 圓山　壽和 川越市仙波町2-19-7 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

横田税務会計事務所 鶴ヶ島市脚折1377-68-102 税理士 Ｋａｒａｔｓ（ｶﾗｯﾂ） 青木937-3 ﾈｲﾙｻﾛﾝ

ﾄｰﾀﾙ　ｲﾝﾃﾘｱ　NERO 北峰6-30 ｲﾝﾃﾘｱ全般・ﾘﾌｫｰﾑ ㈲志英館 日の出町11-6 学習塾・予備校

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ　Ｆｏｒｅｓｔ 川越市脇田町5-1 食事・酒類 NTTﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ㈱営業本部埼玉支店 戸田市本町2-8-15 ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ・ｉﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ

岡　　　雄地 関間4-2-8 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ製造 司法書士石田勝政事務所 清水町46-40-303 不動産､会社登記等

野崎徹税理士事務所 日高市高麗川3-10-7 税務・経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 合同会社ｾﾘｰﾅﾎｰﾑ 八幡2-3-13 建設業

聖天宮 塚越51-1 神社 ㈲泉ﾙｰﾌ工業 北大塚847-5 一般住宅外装工事

㈱Ｇ－Ｈｅａｒｔｓ 中小坂551-11 接骨院 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾊｳｽPOPO　坂戸駅前店 日の出町14-8 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽいつき 末広町12-3-302 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 高谷電業 赤尾1374-1 ﾍﾞｲｼｱ電器専属

くはら設備 鶴ヶ島市五味ヶ谷110-5 水道設備工事 らーめん専門店横綱　㈲横綱 中富町73-27 ﾗｰﾒﾝ

ｷﾝｹｲ　ﾌﾗｽﾀｼﾞｵ 薬師町16-20 ﾌﾗｽﾀｼﾞｵ ㈲ｼﾙﾊﾞｰﾎﾟｰﾄ 紺屋491-2 建設

ﾆｬﾝかＣＯＣＯツイてる！ 南町23-1 猫ｶﾌｪ・健康食品等 ㈱ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 青木28-5 自動車部品取付・ｶｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ｶｯﾄﾊｳｽJUN 芦山町25-11 美容業 東武ﾄﾗﾍﾞﾙ㈱川越支店 川越市脇田町24-9 旅行業

合同会社ｵｸﾄﾊﾟｽ 千代田3-18-6-308号 健康食品・通信機器他 石川溶接工業 関間3-7-15 自動車部品溶接

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 

第１０回さかど産業まつり開催 
～祝１０周年 さらなる魅力再発見～ 

 １１月９日（土）、１０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１０回さかど産業まつり」が開催され 
ました。 
 寒空のなか２日間で約40,000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。出店された方々は自社の商品のＰＲや 
販売にとても力を入れられて今後の商売につながる活動をされていました。 
 また今年は第１０回目の記念大会で、１０日（日）には会員企業から提 
供頂いた商品や電動自転車、有名テーマパークペアチケットなどを賞品と 
した大抽選会を開催致しました。応募された方は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。坂戸市や近隣市町村から1,000 
通を超える方からの応募があり、１等の電動自転車は市内在住の９才の女 
の子が当選致しました。 
 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。 
 
  

商品をご提供頂いた会員企業先 
 

 鮮魚居酒屋たかちゃん 
 株式会社ぎょうざの満洲 
 エフ＆シー株式会社 
 有限会社森田米菓 
 天然温泉ふるさとの湯 
 株式会社セレモア埼玉本社 
 麺屋 我龍 
 榎本商会 



消費税転嫁対策講習会を実施しました 

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２６年1月20日  
（月）までです。   
   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26年1月８日（水）､１０日（金）､１４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徴収簿 
  ③平成25年1～6月の源泉税納付領収書 
  ④国民年金保険料等控除証明書 
  ⑤源泉納付書（未使用のもの） 
  ⑥印鑑 
  ⑦各市町村指定総括表   

年末調整指導会のお知らせ 

 平成25年10月8日（火）に、埼玉県商工会連合会・
坂戸市商工会・坂戸市商工会青色申告部会の共催
にて、消費税転嫁対策講習会を実施しました。 
 講師に栁原税理士先生をお迎えして、消費税率が
8%に増税されることに伴う価格転嫁対策など     
について解説して頂きました。 

坂戸市商工会青色申告部会 

税務研修日帰り旅行 

ブルーリターンA講習会        
    開催♪ 

 坂戸市商工会青色申告部会では、平成25年9月
18日（水）に、ブルーリターンA講習会を開催しました。 
 会計ソフト『ブルーリターンA』の操作を学び、パソ
コンに不慣れな方にもわかりやすい説明で、参加者
の方々は熱心に取り組んでおられました。 

 
 電話の受け方やお客様への対応により会社の印象は大きく変わり、顧客の拡大につな
がることもあれば、逆のケースにもなりかねません。当会では前回大変好評であった
「ビジネスマナー研修会」を「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、下記のとおり開催します。       
 詳しくは同封のチラシをご覧ください。 
 
■日 時  平成２６年４月９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 

手作り講習会を開催 

 10月23日(水)会議室において手作り講習会
を開催しました。手ぬぐいで簡単に出来る帽子
を作成しました。終了後、お茶を飲みながら親
睦も深めました。今後の企画募集中です。 

産業まつり出店 

   新潟県南魚沼郡湯沢町にある『苗場ドラゴン
ドラ』、群馬県沼田市の『原田農園』、群馬県川
場村の『吉祥寺 青龍山』などを散策しました。 

坂戸駅南口徒歩３０秒 

 So bar 

～会員事業所を紹介いたします～ 

【お店へのアクセス】 
 〒350-0233 
 坂戸市南町2-5 
 Tel:049-299-5882 

【営業時間】 
 Ｌｕｎｃｈ 
  ＡＭ  １１：００～ＰＭ ５：００ 
 （水、日曜日 定休） 
 Ｄｉｎｎｅｒ 
  ＰＭ ５：００～ＡＭ５：００ 
 （定休無） 
【メニュー】 
 Ｆｏｏｄ ￥３００～ 
 Ｄｒｉｎｋ アルコール ￥５００ 
  ソフトドリンク ￥２８０ 
  ※Ｃｈａｒｇｅ ￥５００ 

 今年９月坂戸駅南口にＯＰＥＮ 『Ｓｏｂａｒ』！！ 

 おひとり様、カップル、女性同士でも楽しくのめ

るアットホームな空間で時間を忘れてくつろいで

いただけます。 

 当店の従業員は、年齢層が若いですが、皆様

からご鞭撻いただいたお言葉と思いを考えて、よ

り良いお店にしていきたいと思っております。 

 お客様の好みに合わせたカクテルをおつくりま

すので、お酒に詳しくない方でもお気軽にご利用

ください。 

大人気！！フワフワトランポリン 
 第１０回さかど産業まつりにてフワフワトラ
ンポリンの運営を行い、２日間で約６００人
のちびっ子に楽しんでもらいました(^_^) 
 毎年大人気の企画で、今後も継続してい
ければと思っております。 

第２ブロック青年部ゴルフ大会 
  ～団体戦５位健闘～ 

 １０月２２日（火）に吉見町の富貴ゴルフ倶
楽部において近隣市町１５商工会青年部に
よるゴルフ大会が開催され坂戸市商工会青
年部は団体戦５位と健闘しました。 

 今年も助六寿司とフランクフルト、葉酸ゆで
玉子、綿菓子の販売をしました。楽しみにして
くれた方もいて早めの売り切れとなりました。
天気予報がはずれてホッとしています。 


