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KCCI News 1 ありがとう20周年〜記念式典盛大に開催〜

つながる心、ひろがる未来…
記念式典開催にあたり感謝と希望へのスタート

君津商工会議所創立 20 周年記念式典が、7 月 10 日 ( 金 ) 午前 11 時より、かずさアカデミアメインホー
ルにて開催。当日は天候にも恵まれ、240 名のご出席者のもと、君津市長をはじめ千葉県商工会議所連合
会石井会長、川名・石井両県議、その他大勢の来賓及び会員企業にご参加いただきました。
会頭は、
「多くの支援、協力の賜物と感謝するとともに、君津市の多様な歴史、文化、地域資源を背景に、
今後も地域創生の担い手として、なくてはならない商工会議所であり続けたい」と式辞を述べた。
また、日本商工会議所三村会頭代理栗原様より、役員永年表彰が授与され、秋元会頭より功労賞（会
議所運営貢献）が授与されました。※感謝状受賞者は次の通り （順不同・敬称略）

＜役員永年表彰＞
副 会 頭 田中 伸之介
常 議 員 北見 洋司
常 議 員 石﨑 實
常 議 員 野村 進一

監
事 三幣 薫久
常 議 員 柳井 範佳
常 議 員 白石 健二

＜功労表彰（会議所運営貢献）＞
元副会頭 鎌田 裕之
元副会頭 伊藤 加一
元副会頭 白石 綱吉
元副会頭 坂本 彬
専務理事 前田 秀一

KCCI News 2 お買物は君津市で！きみつプレミアム付商品券使用開始
きみつプレミアム商品券のご利用期間は９月１日から１２月３１日までとなります。
商品券が利用できるお店は「取扱店名簿」及び「君津商工会議所ホームページ」にて
ご覧ください。※各取扱店には右記のポスターを掲示（専用券・共通券用と専用券の２
種類ございます）
詳しくは商品券裏面、または取扱店名簿をご覧ください。
お問合せ：商品券専用ダイヤル0439（50）0072
君津の地域情報、お店情報を満載
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第４１回 通常議員総会開催

「まち・ひと・しごと創生〜主役は地方のチカラです！〜」
去る 6 月 25 日 ( 木 ) に開催された君津商工会議所第 41 回通常
議員総会において、平成 26 年度の事業報告ならびに収支決算書
の審議が行われ可決承認されました。
また常議員欠員による補充選任では、坂井宏通氏（㈱サカイ
ホテル千成）を新たに選任したほか、定款一部改正の件について
も原案通り承認されました。
この日の総会には、当商工会議所の議員 40 名が出席（委任状
63）、君津市より鈴木市長、経済部を来賓に迎えて開催されました。

平成26年度 収支決算書
退職給与
繰出預金
9,026

繰越金 1,133

繰入金
60,642

会費 35,440

積立金
9,200

収入合計

雑収入 503
賦課金収入
1,128

繰出金
7,862

195,121 交付金
手数料収入 事業収入
14,643
25,895

KCCI News 4

まちゼミ
って、
なに？

55,737

退職給与費
26,439

その他の支出
1,448
事業費
47,986

支出合計

195,121

退職引当金
9,000

管理費
84,160

単位:千円

得する街のゼミナール（まちゼミ）受講者募集！ 商業部会主催
君津市のお店の方が講師となって、専門知識やプロならではのコツ、使い
方、考え方などを無料で教えてくれる少人数制のミニ講座です。お客様のお
役に立つことで「お店」と「まち」のファンづくりを目指して参ります。

開催期間

2015年11月1日(日)〜11月30日(月)

参加店を募集しておりますので、詳細は10月のDMをご覧下さい。
お申込み受付 2015年10月1日(木)〜 TEL0439(52)2511鳥取迄

「お客様」
「お店」
「まち」が関わるみんなの幸せ事業です！
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)
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女性会通信
グリーンカーテンプロジェクト 2015

今年も市内７カ所の保育園にグリーンカーテ
ンを設置。かわいい園児達が見守る中、総勢 32
名で実施しました。

8 月 8 日（土）
、木更津イオン内にある「デジ
キュー」において、会員親睦事業「サマー BBQ」
が開催されました。
この事業は部員相互の親睦を図ると共に、日
頃青年部活動へのご理解・ご協力をいただいて
いる青年部員のご家族への感謝を込めて開催さ
れ、当日は 40 名を超える参加者を迎え大いに盛
り上がりをみせました。

KCCI News 5

君津商工会議所女性会
創立20周年記念式典

日時
会場

平成 27 年 10 月 8 日（木）
ハミルトンホテル上総

第204回 珠算能力検定試験合格発表
得する街のゼミナール（まちゼミ）受講者募集！

日本商工会議所主催 第２０４回珠算能力検定試験が６月２８日（日）君津商工会議所にて
開催されました。受験者数４６名で合格者は下記の通りです。おめでとうございます。
１級合格者

高橋

真璃美（八重原珠算塾）

２級合格者

石塚

冴夢（太陽珠算塾）

江本

咲心（太陽珠算塾）

小野

結羅（太陽珠算塾）

新田

彩人

西川

夏鈴（森山珠算教室）

大熊

菜月（森山珠算教室）

中村

和 （森山珠算教室）

友廣

未那（森山珠算教室）

財前

慶士朗（太陽珠算塾） 河西

樹 （太陽珠算塾）

鈴木

美紅（太陽珠算塾）

佐藤

凪紗（太陽珠算塾）

彩葉（黒川塾）

齋藤

理久（八重原珠算塾）

飯妻

大翔（八重原珠算塾） 巖

彩果（八重原珠算塾）

石渡

凪咲（八重原珠算塾）

今野

愛加（八重原珠算塾） 石井

舞（森山珠算教室）

宇渡

悠人（森山珠算教室）

四戸

陽介（森山珠算教室） 平野

結喜（森山珠算教室）

開田

望花（森山珠算教室）

４級合格者

中山

芽依（黒川塾）

里桜（黒川塾）

陶

５級合格者

該当者なし

３級合格者

中山

須藤

彩葉（黒川塾）

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
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会員紹介
癒される庭・安心できる庭づくりのパートナー

株式会社

カクイチ

●営業時間：8：30 〜 20：00
●定休日：不定休
●住所：〒299-1131 君津市下湯江 1125-2
●TEL：0439-71-1800
●FAX：0439-55-1835
●HP ：http://www.kakuichi-stamp.com/

お店の紹介
当社は 2010 年 9 月に外構部門として分社し、㈱カクイチを設
立致しました。
君津・木更津・袖ヶ浦・富津の近隣 4 市を中心に千葉県全域
で各種外構、エクステリア、金物工事を承っております。ご
予算に合わせたプランをご提案しておりますので、お気軽に
お問い合わせください。
代表者の声
当社㈱カクイチは創業以来、「癒される庭・安心できる庭づく
りのパートナー」として信頼していただけるよう技術とサー
ビスを磨いてまいりました。
これからもより一層のサービ
スの充実と癒しと安心の空間
作りを目指し努力いたします
のでどうぞよろしくお願いい
たします。

君津元気企業紹介〜手造りの良き伝統地酒「峯の精」宮崎酒造店
(2014年認定)

◇株式会社宮崎酒造店
◇所在地戸崎 1780
◇ＴＥＬ0439-35-3131

慶応２年 (1866 年 ) 創業と江戸時代より
昔ながらの手造りの良き伝統を守りつつ、
地酒「峯の精」を譲出しています。所在地
の小字が「峯」であることから「峯で生まれたまじり
けのない優れたもの」の意味で、銘柄を「峯の精」と
しました。また、「精」には、米をついて白くしたも
の と の 異 義 も あ り、実 際 原 料 米 の 平 均 精 米 歩 合 は
50％代ときわめて白く、純粋で清らかなお酒に仕上
がっています。
中でも大吟醸しぼりたてはフルーティーな香りとま
ろやかな口あたり、爽快なのどごしです。ぜひご家族、
お仲間と地酒「峯の精」で乾杯 ! ご堪能ください。

まちかど見聞録

Information

情報コーナー

◎商工会議所会費振替のご案内
９月は商工会議所会費及び特別会費第２期分の振替
月です。会費及び特別会費は 9 月 25 日（金）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。
※会員数 1,776（平成 27 年 6 月 2 日現在）

『第 20 回きみつ市民ふれあい祭り』
今年のテーマはＷｅ Ｌｏｖｅ きみつ！
〜盛り上げよう！まち・ひと・祭り〜
今年の夏も君津市が大いににぎわいました！
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◎はかりの定期検査について
計量器
（はかり）
を取引や証明に使用している方は、
その計量器の精度維持のため 2 年に 1 回の定期検査
を受けることが義務付けられています。はかりを持
参の上、お近くの検査会場で検査を受けてください。
※検査会場などの詳細は、市ホームページまたは広
報きみつ９月号をご覧ください。
●検査期日＝9 月 8 日（火）から 9 月 15（火）
※土日除く
●問合先＝君津市役所経済振興課 電話（56）1277
地域のポータルサイト
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