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君津商工会議所創立20周年記念式典･祝賀会開催！！
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20 周年のあゆみ
君津商工会議所は、平成 7 年 4 月に全国で 513 番目、
県下で 20 番目の商工会議所として設立されました。

創立 20 周年記念式典･祝賀会
日時：平成 27 年 7 月10日（金）11 時より
会場：かずさアカデミアホール （式典）
オークラアカデミアパークホテル（祝賀会）

2015
2012年（平成 24 年）

きみコン（青年部）
グリーンカーテンプロジェクト（女性会）

2009年（平成 21 年）

君津元気企業、ポータルサイトきみなび

2005年（平成 17 年）
創立 10 周年記念式典

2003年（平成 15 年）

希満塾・産業フェアスタート
きみつ

2002年（平成 14 年）
秋元秀夫会頭就任

20 周年
お か げさまで
がる心、
な
つ
ひろがる未来

1995年（平成 7 年）
君津商工会議所発足
色部晋司会頭就任
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マイナンバーが始まります。事業者の皆様も準備が必要です！

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ 12 ケタの個人番号。
マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）は、複数の機関に存在する情報を同一人の情報であると
いうことの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利
便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）です。

制度が始まるまでに準備をお願いします
マイナンバーに対応した
人事・給与システム開発や改修

マイナンバーを適正に扱う為の
従業員研修や社内規程づくり

マイナンバーを含む個人情報の
安全管理措置の検討

●今後のスケジュール
平成２７年１０月から
お手元にマイナンバーを通知。
住民票の住所に通知が届く。

平成２８年１月から
社会保障、税、災害対策の行政
手続でマイナンバーが必須。

君津の地域情報、お店情報を満載

地域のポータルサイト

平成２９年１月から
マイポータル開始（予定）
自宅のＰＣから情報を取得。
きみなび

検索
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初夏のルビー。さくらんぼ狩り行ってきました！

6 月 14 日（日）・15 日（月）の 2 日間に渡り実施されました、福利厚生対策委員
会主催会員親睦旅行。毎年恒例となっているさくらんぼ狩りは今年で 8 回目！
参加者総勢 88 名で実施されました。
早朝文化ホールを出発し、一路さくらんぼ狩り（窪田農園）へ。太陽の光をいっぱいに浴び、ルビー色
に光り輝いたさくらんぼはとても肉厚、果汁もたっぷりでした。その後、2013 年甲府駅北口にできた新
名所『甲州夢小路』を散策。明治、大正、昭和初期の甲府城下を再現した建物に、甲州ワインや宝飾加工、
絹織物など地場産業の多い山梨県の魅力にたっぷり出会えることが出来ました。
ランチは、河口湖の地ビールレストランとハーブガーデンを併設したシルバンズにて優雅に堪能し、
旅の最後を締め括りました。
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第10回海外視察研修

〜国際交流委員会〜

豊かな郷土文化と美食、観光とビジネスの拠点。今注目の台湾（高雄・台北）
を視察！
国際交流委員会（谷市太郎委員長）は 5 月 14 日〜 5 月 17 日の 4 日間、台湾の高雄と台北を視察。4
４名の木更津商工会議所会員とともに総勢 15 名で催行。
高雄では寿山公園の忠烈祠から新高山を眺め、夜は六合夜市で舌鼓。2 日目からは台北に移動し、台
湾森永製菓の工場視察、台北市日本工商会へ表敬訪問。台湾の面積は九州ほどにも関わらず 2,300 万の
人口を誇り、人口密度は世
界 10 位。さらに街のあち
こちにコンビニが点在し、
コンビニ密集度は世界一と
の事。
九仇老街、故宮博物館等
の観光視察を終え、無事日
本に帰国。今回も有意義な
海外視察研修となる。
高雄 夜市
台湾日本人会 台北市日本工商会 表敬訪問

平成２７年４月１日、千葉県火災共済協同組合と
千葉県中小企業共済協同組合は合併いたしました。

千葉市中央区富士見２丁目22番２号
火災・生命・自動車共済
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TEL043-201-3033(代)
TEL043-221-8831(代)

君津の地域情報、お店情報を満載

地域のポータルサイト
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青年部通信

平成 27 年度青年部通常総会が 5 月 18 日 ( 月 )、
ホテル千成にて開催された。当日は秋元会頭を
はじめ多数の来賓を迎え、青年部員 30 名のもと
盛大に開かれた。役員選任の議案では、吉原裕
之会長より新会長に就任した野村友行氏へと
バッチの交換が行われ、「吉原会長が築いてくれ
た絆をもとに、個々の自己研磨に励み、絆を襷
として次世代に繋げて行きたい」と野村新会長
より力強い挨拶がなされた。

きみつ食なび
君津の美味しい時間。120店完全ガイド。
君 津 商 工 会 議 所 は『き
みつ食なび』を発行しま
した。これは和食、洋食、
中華、スイーツなど君津
市内の美味しいお店１２
０ 店 舗 が 一 目 で わ か り、
どこにいても行きたいお
店がすぐに見つかるお得
なグルメガイド。
発行部数は 1 万部となり、掲載店および市内公共
施設、君津商工会議所窓口などで無料配布しており
ます。「きみつ食なび発行ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」も実施中！
詳しくは下記までご連絡下さい。
問合せ先 君津商工会議所 きみなび事務局
TEL 52-2511 FAX 52-0177 URL: http://www.kiminavi.jp/
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女性会通信

平成 27 年度女性会通常総会が 5 月 28 日 ( 火 )、
君津商工会議所にて開かれ、会員 43 名をはじめ
秋元会頭、鈴木市長など多数来賓を迎え開催。
総会で坂本会長は「女性ならではの感性を活か
したイノベーションを創出し、10 月 8 日の 20 周
年記念式典成功に向けて女性の力を結集して行
きたい」
と決意の挨拶を行った。総会終了後は
「受
動喫煙から身を守る」をテーマに勝見行雄氏（中
野歯科クリニック）による講演会を行った。

Information

情報コーナー

①会議所ホームページリニューアル！
平成 27 年 7 月 1 日より

君津商工会議所ホームページが更に見やすくリ
ニューアル致します！様々なコンテンツと最新で豊
富な情報！この機会に是非ご覧頂きご活用下さい。

URL http://www.kimitsucci.or.jp
②きみなびＩＤ使用料振替のご案内

日頃は地域ポータルサイト「きみなび」にご理解・
ご協力頂き誠にありがとうございます。きみなび
ＩＤ使用料は、７月２７日（月）に振替させて頂
きますので、前日までにご確認の上ご入金をお願
い致します。
※年間ＩＤ使用料：ベーシックプラン 2,590 円（税込）
プレミアムプラン 5,400 円（税込）

自動車共済
対人・対物

車両・搭乗者

人身傷害

●専門担当者が解決まで示談交渉を行います。
●夜間や祝祭日の緊急事故受付を実施、万一に備えます。
●自動車共済掛金が割安です。
●連合会組織により、全国サービスネットが整備されています。
経済産業省認可 関東自動車共済協同組合千葉支部
〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-22-2 千葉中央駅前ビル６階
TEL043-224-5222（代表） FAX043-224-3164

２４時間／３６５日受付！安心の無料ロードサービス

君津の地域情報、お店情報を満載

地域のポータルサイト
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お店の紹介
せんばん
今年の 2 月にオープンした地酒と活貝『鮮繁』
地酒は全国各地から仕入れ、田酒や十四代などめずらしいお
地酒と活貝 鮮繁
酒も沢山取り揃えております。
新鮮な魚介と地酒が楽しめます！ 食材はホタテやサザエ、ハマグリ、ツブ貝にホヤ貝など築地
市場から直接仕入れているので鮮度抜群！コリコリとした歯
ごたえがたまらなくお酒がすすみます。
代表者の声
珍しい食材を新鮮なままお客様へご提供致します。魚介はも
ちろん、豊富な種類のお酒など本物の味が堪能できるアット
ホームなお店です。ご来店お待ちしております！

会員紹介

Sen
Ban

●代表者：浜名 麻衣子（はまな まいこ）
●営業時間：18：00 〜 1：00（LO AM0：00）
●定休日：月曜日
●住所：〒299-1117 君津市宮下 2-9-22
●TEL：0439-27-1919
●FAX：0439-27-1919

君津元気企業紹介

〜極めた「理容・美容技術」をご家族で！
(2014年認定)

美容室ヘアモードＫ

美容室ヘアーモード K の K は Kind( 親切、優しさ、思いやり ) の頭文字で、
この理念のもと心のこもった技術を目指し当地にて開業致しおかげさまで本年
創立 36 年目を迎えました。当店は S マークの美容室です。S マークとは厚生労働大臣が
認可した営業約款をきちんと守っている美容室だけが掲げることのできるマークです。
安全・安心・清潔なサービスを適正な美容料金にて提供させて頂いております。
また、これからの時代はお店を大きくするのではなく、美容という技術を深く研究し
ていくことが必要と思われますので、今後も「髪と身体と心」の健康をテーマにした尚
一層お客様に喜ばれる技術と各種新メニューを取り揃えていき「お客様を大切に、そし
て美しく」をモットーに社員一丸となって日々努力してまいります。
ぜひシンプルな行き届いた空間でゆったりとリラックスした時間をご家族でお過ごし
ください。
事業所名 ◇美容室ヘアモードＫ◇所在地久保 1-12-1( アピタ君津店そば )
◇ＴＥＬ0439-55-4433◇営業時間 8:45 〜 17:30◇定休日 火曜日◇駐車場 有 (9 台 )

まちかど見聞録

『第15回きみつ七夕まつり』
7月5日
（日）
：坂田駅前公園周辺

地元商店会が地域活性化のためにと、今年も様々
なイベントが繰り広げられます。君津駅北口周
辺が色鮮やかな七夕飾りで埋め尽くされます。
君津市が光り輝く街となりますように・・・
お問合せ：TEL 0439(52)2511
4
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平成２７年度春の叙勲

『瑞宝単光章（消防功労）』受賞！鳥井正俊氏
各分野で多年にわたり
活躍し、社会に貢献した
功労者へ送られる「春の
叙勲」。君津地域 4 市で
日消ホールにて（奥様のまり子氏と） は 8 名が受賞し、君津商
工会議所議員の鳥井正俊
氏がこの度めでたく受賞されました。鳥井氏は昭和
48 年 4 月君津市消防団入団、その後第 29 分団団長、
副本部長、副団長、平成 9 年〜 13 年君津市消防団
長を歴任。現在は君津市消防委員、県消防協会顧問
として広い視野で防災力強化などの提言も行う。更
に君津副次核推進対策協議会会長、久留里商店街振
興組合理事長として郷土の発展・賑わいづくりに力
を注ぐ。

君津の地域情報、お店情報を満載
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