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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。

新春講演会・賀詞交歓会

生活習慣病予防健診

受 付：平成30年2月1日～9日
健診日：2月中旬より
基本料：￥10,000（別途オプション検査有り）
その他：詳細は後日郵送

来春、講演会を兼ねて賀詞交歓会
を予定しております。会員のみなさま
の顔合わせや名刺交換の場を設け
させていただきました。

後日、ご案内を郵送致しますので、
みなさま奮ってご参加ください。

日 時 ： 平成３０年１月２５日（木）
15:30～新春講演会
17:00～賀詞交歓会

場 所 ： 坂戸グランドホテルwin
講 師 ： 角上魚類ホールディングス

株式会社
代表取締役 栁下 浩三 氏

テ ー マ ： 【美味い魚を売る「魚屋の
基本」とは】

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。 １，５６１事業所（平成２９年１１月１５日）

大好評！さかど街バル開催！！

第１４回さかど産業まつりを開催！！

１１月４日（土）、５日（日）の２日間、坂戸市民総合運動公園駐車場及び
大体育室にて「第１４回さかど産業まつり」を開催しました。
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西入間警察署によるパトカーの展示や子
ども警察官制服着用体験、坂戸自動車教習所の子ども運転免許証発行等大人気
のイベントの他恒例の大抽選会を催し２日間で約４４，０００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６８ブース、ちびっ子たちによるダンスやバトン、フラダンス・バン
ド演奏や地域文化芸能の太鼓演奏やお囃子、よさこい踊り、鳶組合・消防記念
会によるはしご乗り等２２団体が参加されました。又、埼玉西武ライオンズチ
アリーディングの皆様にオープニングステージを飾って頂いた後、開会式では
井上商工会長のあいさつ、石川清市長はじめ多くのご来賓の方々に祝辞で華を
飾って頂きました。
大体育室では、昨年に引続き、市内工業団地企業による産業展並びに環境展

が開催され、各社自慢の製品の展示や野生動物の写真や資料が展示が行われま
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８７０

通を超える応募があり、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。

会費納入のご案内
１１月１３日（月）は商工会費の口座振替日でした。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。お支払がお済みでない方は、お早めに納入くださいますようよろしくお願いし
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 11/１３

口座振替以外 上期 6/30 下期 11/３０

坂戸市内のお店で期間限定のお得なチケットが使える「さかど街バル」が今年も開催されまし
た。現在、あとバル開催中です！

街バル・・・１１月２０日（月）～１１月２６日（日）
あとバル・・・１１月２７日（月）～１２月１１日（日）

今年は昨年同様プレミアムを付けて販売しました。５００円券５枚つづり２５００円のところ２０００
円で販売し、２０００セット用意しましたが、お陰さまで１１月１３日に２０００セット完売しました。

「新規顧客獲得」「お客さまへの店舗ＰＲ」等々事業参加目的は様々だと思いますが事業をご
活用頂ければ幸いです。

１２月 ４日（月） ≪女性部寄せ植え講習会≫
時間：１４：３０～
場所：商工会会議室

１２月 ４日（月） ≪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 ６日（水） ≪商工会会員坂戸地区会議≫
時間：１８：００～２０：００
場所：商工会会議室

１２月１２日（火） ≪青色申告部会常任委員会・年末懇親会≫
時間：１７：３0～
場所：安よし（安野商店）

１２月１４日（木） ≪商工会理事会≫
時間：１４：００～
場所：商工会会議室

１２月２８日（木） ≪仕事納め≫
１月 ４日（木） ≪仕事始め≫
１月 ５日（金） ≪年末調整相談会≫

９日（火） 時間：９：００～１６：００
１１日（木） 場所：商工会会議室

１月２５日（木） ≪新春講演会・賀詞交歓会≫
時間：１５：３０～
場所：坂戸グランドホテルwin

事業所 住所 業種 事業所 住所 業種

㈲ＭＫトラスト 坂戸市片柳1812 保険代理店 合同会社クローバー 坂戸市元町８番１-８０３ パンの製造販売及び喫茶店経営

コンテントクリエイション 坂戸市鎌倉町2-28 デザイン・印刷 雄翔 坂戸市芦山町２-７-１０２ そば

ＩＳＰアカデミー若葉駅前校 鶴ヶ島市富士見1-1-8
教育関連事業
（ＰＣ、ＩＴ関連、簿記等）

オキタインターナショナル
株式会社

坂戸市大字青木１７９番地７
中古フォークリフト・ユンボ
・トラクター等買い取り販売

わかば接骨・整骨院
坂戸市石井2853-4
アメニティ小林105

柔道整復業
有限会社２１・ビジネスパー
トナーズクリエイト

坂戸市にっさい花みず木
４丁目１５-５２

不動産（古家、空き家）の再生賃貸

カラオケ　ひまり
坂戸市薬師町27-9
ラ・ショッパーズ101

カラオケ、飲食 ルアナ鍼灸整骨院 坂戸市関間４-１４-１６ 鍼灸整骨

株式会社レジック
ぺんぎん薬局緑町店

坂戸市緑町3-5
コーポ小見野101号室

医薬品、調剤薬局
セブンイレブン
北坂戸駅東口店

坂戸市末広町１-２ コンビニエンスストア 食品、日用品等

森塗装 坂戸市末広町13-48-2 塗装業 ファンヴィ 坂戸市三光町２２-１７ 婦人服・小物

ホームナビ㈱ 坂戸市日の出町６番３号 不動産仲介業 株式会社氷川建設 坂戸市小沼489-2 土木建築工事

Comy
コンサルティングオフィス

坂戸市関間2-7-2
アネックス共栄１０１号室

経営コンサルティング 埼玉クレーン㈱ 坂戸市西坂戸5-18-23 ｵﾍﾟ付ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ車ﾘｰｽ業

古谷　光弘 鶴ヶ島市羽折町11-31 電気工事業 IKSユニット 坂戸市石井2749 水栓

第一商事 坂戸市石井2409-4 浄化槽清掃 ユニバーサルホーム 坂戸市山田町１３－１５ 土地分業、建物注文住宅



１．日時 平成３０年1月5日（金）､９日（火）､1１日（木）
9時～12時・1時～４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２９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等 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

坂戸市では、商店等のＰＲの機会及び坂戸市の活気と賑わいを創出するた
め、また、坂戸駅利用者の利便性の向上を図ることなどを目的とし、坂戸駅南
北自由通路において物産販売を行う方を募集します！是非ご検討ください！

お問合せ先 坂戸市役所施設管理課 直通 ０４９－２８３－１２４１

－平成２９年分確定申告について－
平成２９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３０年１月２２日
（月）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３０年度も下記の
とおり開催致します。

「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30年４月６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

また来年も実施してい
きますので、ぜひご来場
ください。また、青年部
員も絶賛募集中です！
詳しくは商工会ま
で！！

11月4日、5日第14回さかど産業まつりが
開催されました。

女性部では例年好評の綿菓子をはじめ、
今年は新しい試みとして「ごぼうすいとん」
「ポップコーン」を販売しました。
肌寒く感じられた2日間でしたが、
たくさんの来場者にご利用いただきました。

１１月４日、５日のさかど産業まつりで毎年ちびっ
子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７００人を超える子ども達が遊びに来てく
れ、順番待ちの長蛇の列が出来ました。運営に携
わった青年部員たちが休憩する間もないくらいの大
盛況の中、天候にも恵まれ無事に２日間の運営を
終えることが出来ました。

カラオケ ひまり

坂戸市役所からのお知らせ

年末調整相談会は予約者優先制です！
また、２９年分確定申告の申告期限は３０年
３月１５日です！早目のご準備をお願いします。

住所：坂戸市薬師町27-9ラ・ショッパーズ101
ＴＥＬ：049‐280‐1777
営業時間：昼の部 12：00～17：00

夜の部 18：00～22：00
定休日 今年は定休日なし、平成30年より水曜定休

（予定）
☆昼の部☆ 1,000円！！
歌い放題！お通し三品付き！ソフトドリンク飲み放題！
☆夜の部☆ 1,000円！！
歌い放題！お通し1品付き！ソフトドリンク各1品 200円！
その他、お酒、食べ物をお安く提供致しております。
お友達をお誘い、又お１人様でも気楽にご来店いただけます。
（ステージも有ります）

「労働保険」に加入されています
か？

～１１月は「労働保険適用促進強化期間」で
す～

労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府
が管理運営している強制加入の保険制度です。

労働者が業務上負傷した場合、労働者が失業し
た場合等に必要な保険給付を行っています。

労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用し
ていれば、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。

まだ、加入されていない事業主の方は、速やか
に加入の手続きを行うようお願いいたします。

なお、手続指導及び加入勧奨によっても、自主的
な加入手続きを行わない事業主に対しては、強制
的な加入を含めた対策を実施していきます。

詳しくは、最寄りの労働基準監督署又は公共職
業安定所又は埼玉労働局労働保険徴収課（電話０
４８－６００－６２０３）におたずねください。


