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青年部主催『第5回きみコン』＆
『屋台村ハロウィンStyle』開催！

（坂田駅前公園にて集合）

（飲食店での懇親風景）

10 月 9 日（日）、青年部主催『第 5 回きみコン』（小野慶太イベン
ト委員長）が開催されました。当日は雨天の中ではありましたが 20
歳〜 45 歳までの男女各 100 名が君津市内外から集まり、2 時間かけ
て君津駅周辺の飲食店 5 店舗を回りながら懇親を深めました。今年
は新企画『お見合い回転寿司』（回転寿司形式で男女が交互にめぐり
会う）やフリータイムの時間を設け、新しい出会いの機会をより一
層演出しました。さらに、きみつ秋花火実行委員会（川名正志実行
委員長）様より当日成立したカップルには「きみつ秋花火」（10 月
22 日（土）開催）の「協賛観覧席」ペアチケットのご協賛をいただき、
なんと７組のカップルに差し上げる事ができました。
また、『屋台村ハロウィン Style』も同会場で行われ、ハロウィン
衣装をまとった青年部員達が子供向けイベントやきみつの屋台村（市
内飲食店など 10 店舗が出店）を催し、メイン会場である坂田駅前公
園は大勢の人で賑わいました。

千葉支社
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（坂田駅前公園での屋台村）

（新企画「お見合い回転寿司」）
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知る！見る！食べる！きみつの商工業者が勢ぞろい！

きみつ産業フェア 開催
時：平成 28 年 11 月 12 日 ( 土 )

出店コーナー
地元産業や企業の
紹介、商品や製品等
の展示販売
35店舗

観光パンフレット＆
粗品プレゼント

場：君津市民文化ホール
みそ汁の無料サービス

ステージイベント

鳳 神 ヤツルギショー

会

10：00 〜 14：30
1回目 11：00〜
2回目 13：30〜

君津産の味噌と豆腐で作った
味噌汁を無料配布
11:00〜先着500名

お楽しみ抽選会 11：30〜

13:00〜先着100名

お買い物券をゲットしよう！
！
抽選券の配布
１０
：
３０〜先着300名

＜君津商工会議所商業部会＞

得する街のゼミナール

「まちゼミ」11月1日よりスタートします！

©株式会社ヤツルギ魂

中小企業等経営強化法『経営力向上
計画』で稼ぐ力を強化するチャンスです！
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向
上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取
組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に
申請していただき、認定されることにより固定資産
税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。

▼ 固定資産税が半分に！▼
利用できる方：資本金１億円以下の会社、個人事業
主等対象設備：160万円以上の機械・装置であること（新品）
要件：生産性が年平均１％以上向上する設備など 。
昨年大変好評だったまちゼミの様子
（クッキングママ）

今年で 2 回目を迎える「まちゼミ」。
お店やひとの存在・特徴を知っていただくと共に、お
店（店主やスタッフ）とお客様のコミュミケーション
の場から、信頼関係を築くことを目的とする事業です。
是非体験してみて下さい！

小さな掛け金、大きな安心

軽減を受けられる代表的な設備等、税制について
詳しく知りたい方は下記へお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞
経営力向上計画相談窓口
中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL03-3501-1957（平日 9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00）

上記プランは、2015 年９月末までにご成約いただいたお客様に限ります。

HAMILTON HOTEL KAZUSA
下記の①〜③の中からお好きなものをお一つお選びください。

⇽∏∙ཎχ

①送迎用マイクロバスご両家各１台ずつ

③演出 ３０,０００円相当

②宿泊５名様分サービス＆新郎新婦様宿泊サービス

火災・生命・自動車共済
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千葉市中央区富士見２丁目22番２号
TEL043-201-3033
TEL043-221-8831
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きみつの地酒まつり

９月２８日（水）〜３０日（金）、全国商工会議所女性会連
合会総会が徳島市にて行われました。君津からは７名が参加し、
館山商工会議所女性会・５名と合同で参加しました。
総会後の記念講演では、『女性の品格』の著者としても知ら
れる 昭和女子大学理事長の坂東眞理子氏が、時代による女
性の労働、これからの働き方についてご高話いただきました。
その後の懇親会では、徳島名産の竹ちくわや徳島ラーメンを楽
しみ、最後は会場みんなで阿波踊りを踊り盛り上がりました。
翌日の視察では、大鳴門橋の「渦の道」と呼ばれる会場遊
歩道から、激しい潮流と渦潮を体感しました。また、お隣の香
川県にも足を運び、四国八十八ヶ所の一つの善通寺、こんぴ
らさん ( 金刀比羅宮 )もお参りしました。
来年は北海道大会。女性会の皆さん、ぜひご参加ください。

９月３０日（金）ハミルトンホテル KAZUSA にて『きみ
つの地酒まつり』がきみつの地酒まつり実行員会（森泰
郎実行委員長）主催のもと開催されました。これは、「き
みつの地酒で乾杯を推進する条例」の施行２周年を記
念して、市内 6 蔵及び近隣の蔵元が一堂に会し、各蔵
自慢のお酒を存分に堪能できるイベントです。前売りチケッ
ト５００枚は完売となり、来場者はオリジナルお猪口とおつ
まみを片手においしいお酒に酔いしれました。また、当日
は入場チケット半券を特定の飲食店に持参すると、ワンド
リンク無料などその日限りのサービスを受けられる半券特
典も実施され、その日、君津の夜は遅くまで盛り上がりを
見せていました。
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感動を創造する

おもてなしセミナー開催
●サービス業部会主催●

９月２８日 ( 水 ) ホテル千成においてサービス業部会主催のお
もてなしセミナーが開催され４０名が受講しました。
相手の心をつかむための「３Ｋ
（感謝・感動・感激）」や「こ
の３つを育む接し方」をアドバイス。普段から工夫できる「目配
り」や「気配り」などの「５くばり（目・手・耳・気・心）」も紹介し、
受講者全員で実践しました。好印象を与える表情や話し方、
人間関係をスムーズにさせる反応（さすが、
いいですね、
すごい、
え〜、お〜）なども細かく説明頂きました。
他にも相手に合わせた接し方の大切さを示し、まずは「相手
を感じることが最も大事」。そのことが気付く力を高め、工夫・
継続・行動することで人の心をつかんでいくなど、大変有意義
なセミナーとなりました。

国際交流委員会（谷市太郎委員長）は９月１４日（水）
ホテル千成において第８回国際交流パーティーを開催しま
した。このパーティーは君津周辺に在住・在勤する外国人
同士の交流を目的に開催され５ヶ国、３０人の在留外国人
が参加。愉快なゲームを交えながら１７名の新しい外国人
メンバーを迎え、さらに仲間の輪を広げました。母国料理
を持ちよるなどして年々盛り上がりを増しており、帰り際に
は「また来年、会いましょう！」という参加者の合言葉が
印象的でした。参加された外国人の方、また国際交流委
員の方々、大変お疲れ様でした。

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！安心のロードサービス

君津の地域情報、お店情報を満載
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会員紹介
酵素玄米と身体にやさしい
おやつの店！

カフェやさまる

★各種アレルギー・ビーガン対応可能！要前日連絡
●代表者：野口 宏子（のぐち ひろこ）
●営業時間：11：00 〜 17：00（火〜土）
●バル：金・土 18：00 〜 22：00（金のみ予約制）
●定休日：日・月・祝祭日・年末年始
●住所：〒299-1106 君津市中島 521
●TEL：27-1895
●FAX：27-1896
●HP：http://yasamaru.com

お店の紹介

当店の名前は、
「野菜を丸ごと、体に優しく丸く（良く）
する」という事に由来します。
野菜を丸ごと使用して皮や種の栄養素も活かし、
添加物不使用
の身体に優しい料理を提供します。
左画像のランチは、
卵以外全て植物性の物となっています。季節
の食材を使い、
素材の味を生かし、
ヘルシーなのにボリュームがあり、
男性の方でも満足していただけるように、
調理法を工夫しています。
代表者の声

田舎で育った子供たちは二人共アレルギーに苦しめられました。
子供達を元気にするために行き着いた農業が「無農薬無施肥自然
栽培」でした。
安全だから出来る酵素玄米ご飯や、
無農薬野菜を使った料理を
提供しています。
ケーキも自家製米を使った米粉をはじめ、
砂糖など
素材にこだわり、
全て自然本来の味をお楽しみいただけます。

Information

情報コーナー

千葉県最低賃金が改正されました
「千葉県最低賃金」が平成２８年１０月１日から
時間額８４２円（従来の８１７円から２５円引き上げ）
に改正されます。千葉県内の事業所で働くすべての労働
者（パート、アルバイト等を含む。）及び、その使用者に
適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が改正さ
れます。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室
（☎０４３−２２１−２３２８）
又は最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。
24 時間テレフォンサービス

☎０４３−２２１−４７００

千葉労働局ホームページ
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

かずさ共済がリニューアル！

か け金格安 ず ～っと安心 さ い高の保障
12 月 1 日よりかずさ共済がリニューアルとなります。
＜主な変更点＞
①ガン・6 大生活習慣病・ガン先進医療一時金を追加
②けが入院は 1 日目より給付
③加入年齢を 75 歳まで引き上げ
④結婚・出産祝金を増額！
⑤アクサ付帯サービスの充実など･･･
「生存保障」の充実とより魅力ある生命共済へと生まれ変
わった「かずさ共済」･･･。この機会に、ご家族・従業員
のご加入を是非ともご検討下さい。
詳しいお問合せは
君津商工会議所まで TEL ０４３９（５２）２５１１

まちかど見聞録

情報コーナー

冬空に煌めくイルミネーション
今年も駅周辺商店会
（中 野・久 保・坂 田）
が各地でライトアップ！
君津駅を温かい光で
お出迎えします。
点灯期間：
平成 28 年 11 月 15 日〜
平成 29 年 1 月 15 日

亀山オータムフェスティバル 2016
開催日：11月1日〜12月11日

水面に映る紅葉がひときわ美しさを増すこの時
期。亀山湖畔では本年もオータムフェスティバル
2016 が開催されます。
紅葉狩りクルーズやフリーハイキング、山の幸
物産市場ほかイベントが目白押しです。
是非深秋の亀山湖にお出かけください。
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事務局人事異動
事務局長
相談所長
経営指導員

（H２８．９．１付）

西田 隆昭（相談所長）
鳥取 正彰
吉原 啓介（記帳指導職員）
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