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商工会の下半期会費の自動振替は
１２月１０日（月）です
伊奈町商工会では、
「新春経済講演会」
、
「新春賀詞交歓会」を同日
開催致しますので、ご聴講、ご参加いただきますようご案内申し上
げます。
日

程 平成３１年１月９日（水）

新春経済講演会

午後２時～３時３０分

毎年２回に分けて（６/１０と１２/１０）請求して
おります商工会費ですが、金融機関の自動振替をご利
用されている会員様は、４、５日前に残高の確認をお
願いします。又自動振替で請求書及び領収書が必要な
場合は事務局までご連絡下さい。なお、振込していた
だく場合は請求先名で振込んで下さいますようお願
い致します。ご協力の程よろしくお願い致します。

会 場 伊奈町役場３階第一会議室
テーマ 「岐路に立つ日本」
講 師 山口 真由（やまぐち まゆ）氏

新春賀詞交歓会

午後４時～５時３０分

会 場 伊奈町商工会館２階会議室
会 費 ３，０００円（お一人様）
※申し込み・問い合わせ 商工会事務局まで ℡７２２－３７５１

源泉所得税の納期特例申請者の、平成３０年７月～１２月につい
ての納付期限は、平成３１年１月２１日（月）です。
専従者又は従業員に給料を支払っている場合、支払い金額により
源泉所得税を納付しなければなりません。また、支給額が低額のた
め源泉税がかからない場合でも、納付書の一部を税務署へ提出しな
ければなりません。
なお、
納付についての個別指導を下記により実施いたしますので、
ご不明の点等ありましたら、ご遠慮なくご来所下さいますようご案
内申し上げます。
１．日時
平成31年1月10日（木）
・平成31年1月11日（金）
午前9時30分～正午・午後1時30分～午後3時30分
２．場所
伊奈町商工会館（TEL 722－3751）
３．持参するもの
源泉徴収簿、納付書、支払報告書、国保、年
金、生命保険、地震保険等の控除証明書等

今後の指導会の予定
納税相談（確定申告）
2月28日（木）
、3月1日（金）
両日とも9：30～12：00・13：30～15：30
会場：伊奈町商工会

去る１０月３日（水）に幸手市ひばりヶ丘球場にて県青連野球大
会が行われ、
当会青年部が優勝致しました。
また、１０月２３日
（火）
に東京都江戸川区市川橋上流野球場にて関東ブロック野球大会が行
われ、埼玉県代表として出場を果たしました。
当日は、準決勝へ進出しましたが、準決勝以降の試合は、雨天に
より中止となり順不同で4チームが1位という結果となりました。

「年末のお買い物は伊奈町で！！〝ＢＵＹいな〟」をスローガ
ンに、伊奈町商工会歳末福引大売出しを実施いたします。売出期
間は１２月７日から１５日まで。抽選会は１２月１６日商工会館
前の会場で行います。景品内容は、ダイソンコードレス掃除機３
本、ディズニーリゾートペアパスポート３０本をはじめ多くの方
に当たるような内容となっています。
詳細につきましては商工会ホームページ等をご覧下さい。

伊奈町観光協会では、現在、レンタサイクルを利用されるお客
様に町内の店舗や飲食店をご利用いただけるようご協賛をお願い
しています。この度、
「伊奈レンタサイクルMAP」をリニューアル
いたします。これを機にさらに協賛店を拡大し、より多くの方に
町内店舗や飲食店をご利用していただけるよう、新たに協賛店を
募集します。ぜひ、ご協賛くださるようお願いします。
－協賛店募集－
募集条件：１．町内にあるお店
２．レンタサイクルを利用されたお客様に対し、
割引などのサービスを提供していただけるお店
協賛内容：割引などのサービス
募集期間：平成３０年１１月１日（木）～１２月２０日（木）
受付時間：９時～１２時 １３時～１６時
★レンタサイクルのお客様の証は、自転車の鍵（番号付き）にな
ります。
★申込店舗には「協賛店ステッカー」、リーフレットを作成し配布
します。
問い合わせ・申込み：伊奈町観光協会TEL：７２４－１０５５

－埼玉県最低賃金の改定について－
埼玉県最低賃金が平成３０年１０月１日から時間額８９８円に
改定されました。埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや
学生アルバイトなども含め、県内すべての労働者とその使用者に
適用されます。
（特定（産業別）最低賃金が定められているものが
あります）
詳しくは、埼玉労働局賃金室（TEL：０４８－６００－６２０
５）または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

１０月２８日（日）埼玉県県民活動総合センター（けんかつ）で、
商工フェスティバル実行委員会主催により標記フェスティバルを開
催いたしました。
会場では商工業者の出店（展示）やＢ級グルメの販売等多くの出
店があった他、重機によるボールすくい体験、新車の展示会、いな
ニューシャトル号の運行等が行われました。
また、けんかつ施設内小ホールでは、中学校や各団体による演奏
等が行われた他、伊奈町出身の中丸葵さんが所属するアイドルグル
ープ「スリジエ月組」によるライブが行われる等、賑わいを見せま
した。
当日は天候にも恵まれ多くの来場者が訪れました。ご来場頂きま
した皆様ありがとうございました。

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。

●「忙しくて経理業務に手が回らない｣

●「決算時に帳簿整理であわててしまう」

このようなお悩みを抱えている個人事業主の皆様には、当会の経
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。

▲当日の会場の様子

※手数料

月額 5,000 円（記帳代行のみ）

詳しくは、伊奈町商工会事務局まで（℡722-3751 担当：利根川）
（順不同・敬称略）

ＮＯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

企業名
有限会社進栄美装
株式会社河野製作所
株式会社商工葬祭
公益社団法人上尾法人会伊奈支部
武藤倫雄行政書士事務所
日生エンジニアリング株式会社
湯浅建材有限会社
株式会社エコー宣伝印刷
ニッソウ管理株式会社伊奈支店
町田ローソク株式会社
関東精工株式会社
伊奈町金融団
有限会社オートショップエフ
株式会社オオタニ
有限会社リスクマネジメント埼玉
株式会社昭和技研工業
株式会社美浜フーズ
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企業名
ＮＯ
企業名
株式会社アースダンボール 35 株式会社ヤマギシライフコーポレーション
有限会社小林製作所
36 カナモリ産業株式会社
株式会社エーアンドアイ
37 伊奈町管工事業協同組合
イナダイコー株式会社
38 株式会社中原工業
株式会社東邦工機製作所
39 株式会社東京企画
松坂電機株式会社
40 ほまれ鮨
今成医院
41 池原建設株式会社
株式会社イナベーカリー
42 株式会社アシスト
DIC株式会社 埼玉工場
43 鴻巣市商工会青年部
株式会社アクア・メンテナンス 44 八千代紡織株式会社
株式会社小坂商会
45 有限会社シルバーネットワーク
株式会社猪狩工務店
46 有限会社藤屋
猪心会
47 伊奈病院
内田クリニック
48 アクティオ株式会社伊奈町ふれあい活動センター
株式会社サンフレッセ
49 有限会社ボディショップヤマザキ
ウニクス伊奈
50 株式会社田口自動車
クリエホーム・ソラティア
51 株式会社ハイビー

ＮＯ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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62
63

企業名
有限会社鳥海総合保険事務所
有限会社矢部設備工業所
山口建築設計事務所
有限会社ジュンカン
カンエツ興業株式会社
株式会社カースポット
石くぼ医院
しらさき眼科医院
きりんじ整骨院
くりの木伊奈店
伊奈entクリニック
みやうち内科・消化器内科クリニック

