
 

 

 

 

 

第 174 号 平成 25 年 9 月 11 日 

伊 奈 町 商 工 会         

〒362-0806 

北足立郡伊奈町小室 9454-1 

TEL722-3751 FAX721-3366 

http://homepage3.nifty.com/inamachi/ 

 

 

 

 

 今年で４回目を迎える大人気の伊奈町Ｂ級グルメ王決定戦は 22

グルメが出場します。仮面ライダー鎧武／ガイムショーなど家族で

楽しめるイベントも盛りだくさんです。 

 あなたの１票で伊奈町Ｂ級グルメ王が決定します。 

と き 平成２５年１０月２０日（日）（雨天決行） 

    １０：００～１５：００（投票は１４：３０まで） 

ところ 伊奈町制施行記念公園 

  

 

 

商工会では、今まで以上に会員の皆さまのご要望を踏まえた事業

を展開していくため、会員の皆さまが直面する経営上の問題点や、

商工会に対するご意見、ご要望に関するアンケート調査を実施させ

ていただくことといたしました。 

皆さまにおかれましては、ご多忙の折、大変恐縮ではございます

が、同封のアンケートにご協力をお願いいたします。 

 商工会では、会員の皆様からご回答いただくご意見、ご要望を真

摯に受け止め、皆さまによりご満足いただけるよう商工会事業の実

施やサービスの向上に取り組んで参ります。 

 

 

 

 

 

経営情報委員会では、標記セミナーを開催します。スマートフォ

ンやタブレットの普及によって、ツイッターやフェイスブックとい

った SNS の利用も一般的になってきました。しかし利用が進むに

つれて、ビジネスとプライベートの切り分けに悩む

方が増えているのも事実です。本セミナーでは、小

さなコストで大きな成果を上げるビジネスでの活用

方法だけでなく、プライベートでも安心して楽しむ

ためのポイントを解説します。 

 

【日  時】 平成２５年１０月１６日（水） 

       午後４時～午後６時 講義・質疑応答 

【会  場】 伊奈町商工会館２階会議室 

【受 講 料】 無料 

【定  員】 ４０名 

【講  師】 株式会社オリファイ 山田進一 氏 

※詳細は同時配布の案内をご覧下さい。 

 

 

 

 

労務委員会では、しいたけ狩りを計画し、只今参加者を募集

しています。皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。詳細につい

ては同時配布のチラシをご覧ください。 

・日 程 １１月１６日（土） 

・行き先 埼玉県 秩父 

・負担金 お一人様 3,000 円 

※１事業所４名様まで 

 

 

 

 

 

 １１月１０日（日）恒例の商工フェアを開催いたしますので、出

展(店)者を募集いたします。 

・１出展者当たり１テント（3.6 ㍍×5.3 ㍍） 

・全体スペースは、テント１８張り程度 

※出展希望内容により調整させていただく場合があります。 

・出展料１コマ 5,000 円 

出展を希望される方は、出展要項をご確認の上お申し込み下さい

（出展要項・申込書は事務局にあります。） 

建設業会員の皆様へ ご活用下さい！ 

 

 

 

商工会では、町内経済の活性化を図るため、町内の建設業者にリ

フォーム等の工事を発注する町民に対し、施工代の一部を助成して

いますので営業にご活用下さい。 

 

対    象  町内に住所を有し、平成 25年 7月 1日以降に発注した方 

補助内容 次の基準による奨励金を伊奈町内共通「お買い物券」で

支給      

工事代金が 5万円以上 10万円未満の場合 …… 5,000円 

工事代金が 10万円以上の場合       …… 10,000円 

※工事代金は、消費税込みの金額 

受  付 平成 26年 1月 31日(金)まで 

※ 予算の範囲を超えた場合は、締め切る予定です。 

受付場所  町商工会事務局 

そ の 他  申請書類等詳しくは商工会ホームページまたは、事 

務局へお問い合せ下さい。（℡722-3751） 

 

 

 

刈払機の作業を従業員に行わせるには、労働安全衛生法により、

事業者は安全衛生教育を行わなければなりません。工業部会（川田

金造部会長）では、事業者に代わって特別教育を実施しますのでこ

の機会に受講されるようご案内します。 

 

講習日時 平成 25年 10月 5日（土）9:00～17:00         

会  場 伊奈町商工会館 

募集人員 25名 

受 講 料  1人 10,000円（テキスト代・修了証代・昼食代含む） 

講習内容 学科教育・実技教育 

教習機関 林業・木材製造業労働災害防止協会埼玉県支部 

※ 詳しくは、伊奈町商工会事務局（担当：毒島 ℡722-3751）ま  

でご連絡ください。 

 

 

 

伊奈町商工会では、商工業をはじめあらゆる業

種で地元購買と町内企業間同志での受発注取引の

拡大を目指し只今推進しています。会員の皆様の

ご協力をよろしくお願いします。 



 

 

ニューシャトル羽貫駅構内に企業のＰＲ用看板を設置してい

ます。Ａ－４サイズ横置きで、募集枠は５枠です。一ヶ月単位で

広告掲載いたします

（掲載料一ヶ月 1,000

円）。更新もＯＫです。

掲載ご希望の事業所

は、月末までに原稿を

お持ちになり商工会

にお申し込みくださ

い。 

 

 

新入会員のご紹介（敬称略） 

事業所名 代表者名 業 種 住 所 

(株)昇栄電機 

（まごころ弁当蓮田、伊奈店）  
原伸治 

電気、空調工事業 

飲食業（配食サービス） 
上尾市 

原市 2760 

 

 

 

 

 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢帳簿をきちんとやりたいが時間のない方｣「決算時に帳簿整理で

あわててしまう方」当会のコンピュータによる経理サポートサービ

スをお勧めします。所定の用紙に毎日の取引をご記入のうえ、一ヶ

月毎にまとめて商工会にお持ちいただければコンピュータで分析し

て経営データを作成します。税務申告の資料

として活用できますし、金融機関からの融資

を受ける際にも役に立ちます。 

※月額 5,000 円の費用負担でご利用いただけ

るこの経理サポートサービスをご活用下さい。 

お問い合わせ  

商工会事務局まで ℡ 722－3751 

ご利用下さい！！ 

「お買い物券」 
 町内のお店８５店舗で利用できるお買い物券です。 

 ☆お祝いやご贈答に 

 ☆イベントなどの景品に 

 是非ご利用下さい。 

 伊奈町商工会で販売しています。 

※また、只今「取扱店」を募集しています。お申込は、事務局まで。 

 

 

 

No 企 業 名 No 企 業 名 No 企 業 名 No 企 業 名
1 医療法人 一心会　伊奈病院 41 (株)菊池ハウジング 81 島村電業(株) 121 (有)鳥海総合保険事務所
2 ＤＩＣ（株）埼玉工場 42 (株)コーセツコンサルタント 関東支店 82 公益社団法人　伊奈町シルバー人材センター 122 (有)野川石油
3 ＤＩＣモールディング(株) 43 (株)小坂商会 83 写真屋さん４５ 123 (有)東成
4 あだち野農業協同組合 44 (株)埼玉りそな銀行 伊奈支店 84 シャンティ洋菓子店 124 (有)藤屋
5 ＹＫＫスナップファスナー(株)上尾工場 45 (株)サイドー 県央支店 85 シンテイ警備(株) 125 (有)矢部設備工業所
6 公益社団法人 上尾法人会伊奈支部 46 (株)栄工業 86 末吉工業(株) 126 (有)ヤマカワ商会
7 亜細亜プロパン瓦斯(株) 47 三菱食品(株) 87 (株)セキチュー 上尾店 127 (有)リスクマネジメント埼玉

8 伊奈巨峰組合 48 (株)サンフレッセ 88 そば処　砂場（六道） 128 リンテック(株)伊奈テクノロジーセンター

9 伊奈寿郵便局 49 (株)シーエム企画 89 大同生命(株)埼玉支社 上尾営業所 129 レントオール上尾
10 伊奈梨出荷組合 50 (株)島村工業 90 埼玉県電気工事工業組合 伊奈ブロック 130 アンザワ住建(株)
11 伊奈花組合 51 (株)商工葬祭 91 東和アークス(株) 伊奈工場 131 (有)ジュンカン
12 伊奈備前太鼓保存会 52 (株)昭和技研工業 92 トヨタカローラ埼玉(株) 伊奈店 132 丸山秀夫
13 伊奈町管工事業協同組合 53 (株)ショーライト 93 長島鋳物(株) 133 (株)日本ウオーターテックス

14 伊奈町商工会 54 (株)鈴木総合設備 94 中原建設(株) 伊奈営業所 134 和興機電(株)
15 伊奈町商工会青年部 55 (株)高野設計工房 95 日本グラファイト工業(株) 135 菊池久美雄
16 伊奈まちづくり(株) 56 (株)田口自動車 96 野本会計事務所 136 (株)武田エンジニアリング
17 岩崎電設工業(有) 57 (株)タスク 97 ほまれ鮨 137 (株)アドバンス
18 内田クリニック 58 (株)電商社 98 マグコット企画 138 (株)新日本エグザ
19 (株)ウニクス　ウニクス伊奈 59 (株)東栄 99 町田ローソク(株) 139 (株)水研
20 榎本会計事務所 60 (株)中野製作所 100 松坂電機(株) 140 池原建設(株)
21 (株)オカマツエンヂニアリング 61 (株)パスコ さいたま支店 101 マルエツ 伊奈店 141 (株)池田工業
22 小川工業(株)　小川貢三郎 62 (株)八廣園 伊奈支店 102 三国コカ・コーラ ボトリング(株) 142 (有)オオクマ設備
23 オリエンタル火工(株) 63 (株)早田工務店 103 モナ生花 143 昭和(株)埼玉支社
24 カースポット　【(株)シーエスプランナー】 64 (株)富士住建 104 ヤオコー伊奈店 144 アクティオ(株)
25 カナモリ産業(株) 65 (株)古川製作所 105 八千代紡織（株） 145 (株)図書館流通センター
26 ケータリングサービス(株)ＤＣＦ 66 (株)ベストワンセキュリティサービス 106 山口建築設計事務所 146 (株)美浜フーズ
27 (株)アクアメンテナンス 67 (株)丸広百貨店 上尾店 107 ヤマト防災設備(有) 147 二和測量設計(株)
28 (株)アゲオ 68 (株)美多加堂 108 湯浅建材(有) 148 コスモ工機(株)
29 (株)イナ・ベーカリー 69 (株)武蔵野銀行 伊奈支店 109 (有)アトリエ・アッシュ 149 社会福祉法人　大樹会
30 (株)上田重機工業 70 (株)森田染工場 110 (有)伊奈精工所 150 社会福祉法人　光彩会
31 (株)上野電気工業 71 川田富美子 111 (有)エムエム 151 テクノジム・ジャパン(株)
32 (株)内田組 72 カンエツ興業(株) 112 (有)オートショップエフ 152 銀河急送(株)
33 (株)内田屋 73 関東いすゞ自動車(株) 伊奈支店 113 (有)加藤設備 153 くりの木　伊奈店
34 (株)エーアンドアイ 74 喜久寿司 114 (有)金子土建 154 クレイン伊奈
35 (株)エコー宣伝印刷 75 北関東ペプシコーラ販売(株) 上尾支店 115 (有)北沢設備工業 155 砂場・小室
36 (株)オオタニ 76 共栄建機リース(株) 116 (有)紺屋 156 細田食堂
37 (株)オートテクニカ 77 クボタ環境サービス(株) 117 (有)斎藤モータース 157 のぞみ病院
38 (株)金子花火 78 埼玉縣信用金庫 伊奈支店 118 (有)シルバーネットワーク
39 (株)関東工業 79 埼玉新都市交通(株) 119 (有)出野洋品店
40 (株)菊池組 80 埼京東和薬品(株)中央営業所 120 (有)東宝エステート


