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　単独機関では十分に解決できない
経営相談に対して、課題を分析し一
定の解決策を提示するとともにフォ
ローアップを継続して実施します。

　複合的な課題解決を可能とする支援チ
ーム（チーム編成～支援～フォローアッ
プまでの一貫体制）の編成支援を行い、
複数の支援機関、大企業等事業連携先と
の調整を行いビジネスベースでの連携を
支援します。

　中小企業診断士、税理士、マーケテ
ィング、特許・技術、デザイナー等、
高い専門性をもった経験豊富な相談ス
タッフが相談に対応します。

支援機関等との接点が無く相談先に悩む
方の相談窓口として、広く相談に応じま
す。相談内容に応じた支援機関・専門家
を紹介する等、適切な支援が可能な機関
につなぎます。

１．総合的・先進的経営アドバイス

３．ワンストップサービス

２．支援チーム等編成支援

４．専門性の高い相談スタッフ

　よろず支援拠点では、広く中小企業・小規模事業者の皆様の相談に応じ、経営課題を分析する事で
売り上げ拡大につながる経営相談サービスの提供を行います。

相談申込：（公財）千葉県産業振興センター（よろず支援拠点）TEL043（299）2921

次回の金融相談会は７月１３日（水）１０時～１６時までとなります。
お申込先：君津商工会議所　経営相談課まで　TEL0439（52）2511【予約制】

　第43回通常議員総会が６月２９日（水）午後４時より
ホテル千成において開催され、提出された議案はすべて
原案通り承認されました。
　◇ 議案第1号　平成27年度事業報告承認の件
　◇ 議案第2号　平成27年度収支決算書承認の件
　◇ 議案第3号　役員（常議員）欠員に伴う補充選任の件
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第４３回　通常議員総会
平成２７年度　
事業報告及び収支決算を承認



HAMILTON HOTEL KAZUSA
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。

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。
①送迎用マイクロバスご両家各１台ずつ
②宿泊５名様分サービス＆新郎新婦様宿泊サービス

③演出 ３０,０００円相当

0120-51-8365
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　国際交流委員会（谷市太郎委員長）は、参加者 14 名のもと 5月 12 日～ 5 月 16 日の 5 日間、ミャンマー
のヤンゴンとバガンを視察。ヤンゴンでは JETRO ヤンゴン事務所を表敬訪問し、現地の経済情勢や文化
について貴重なお話しを聞くことが出来ました。さらに STUDY&WORK JAPAN（ミャンマー人技能実
習送り出し機関）の施設を見学し、日本で働くために必死に日本語を学ぶミャンマー人の若者達と触れ合
うことが出来ました。２日目は世界三大仏教遺跡のある都市バガンへ移動し、広大な大地に無数に点在す
るパゴタ（仏塔）を見学しました。どこまでも続くパゴタの風景は仏教徒の聖地として崇められる所以を
感じる荘厳な世界でした。最終日は孤児院であるブダジター尼寺に訪問し、子ども達が仏説を学びながら
力強く生きる姿を垣間見ました。写真は君津商工会議所国際交流委員会が当尼寺に寄付した際に頂いた感
謝状です。限られた時間の中ではありましたが、ミャンマーという国の中に根付く仏教徒としての人・もの・
考えを体感し、自分達の人生観を見つめ直す良い機会になったように思われます。

　福利厚生対策委員会主催の会員親睦旅行が６月５日（日）・６日 (月 )と２日間にわたり実施され、
両日合わせ総勢７０名が参加しました。
　今回は行先をがらりと変え、谷津バラ園～浅草ビューホテル（ランチビュッフェ）～まるごと
にっぽん（昨年１２月にオープンしたばかりの４７都道府県の名産品等が勢ぞろいした商業施設）
～浅草散策～明治神宮など～都内巡りを堪能し、今年も会員相互の親睦と交流を図る
素晴らしい研修旅行となりました。

小さな掛け金、大きな安心

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

TEL043-221-8831

TEL043-201-3033

～会員親睦旅行に行ってきました！～

信仰と魅惑の国ミャンマー国際交流委員会  第11回海外視察研修

シュエダ　ゴ　オン・パゴタにて ブダジタ－尼寺にて 感謝状JETROヤンゴン事務所にて

６月５日（日） ６月６日（月） 楽しいひと時でした！

●平成28年 7 月 1 日発行                     きみつ商工会議所だより   News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry

優雅・癒し・発見の旅
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自動車共済
●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

対人・対物　車両・搭乗者　人身傷害

７月 17 日（日）坂田駅前公園
今年で 16 回目を迎える「きみつ七夕祭り」は、
坂田商店会によって毎年実施されています。
当日はお楽しみ大抽選会や七夕市＆フリー
マーケットなど多数のイベントが盛りだくさ
んです！

　平成 28 年度青年部通常部員総会が 5 月 26 日
（木）、ホテル千成にて開催され、各議案につい
て原案通り滞りなく承認となった。役員選任の
件では、野村会長から吉田新会長へ会長バッジ
の交換が行われ、平成 28 年度の活動方針と日頃
の活動に関する感
謝の言葉が吉田新
会長より述べられ
た。
　総会終了後には
永年青年部として
尽力頂いた卒業生
へ感謝状と花束の
贈呈が行われた。

青年部通信 女性会通信

君津市民花火大会　8月6日（土）亀山ダム
亀山湖に光り輝く大輪の花火は、大迫力の絶景です。 

 いやさか君津踊り　8月7日（日）君津駅南口
思わず一緒に踊りたくなる 3000人の踊りは盛大です。

We Love きみつ！
～盛り上げよう！まち・ひと・祭り～

　5 月 27 日 ( 金 )、君津商工会議所にて女性会の通
常総会が開催され、38名の会員が出席した。
　坂本会長は昨年度の 20 周年記念式典の御礼を述
べ「時代の変化に対応した行動する女性会として、
何事にも本気で取り組んでいきたい」と挨拶され
た。総会に提出された議案はすべて満場一致で可
決承認され、総会終了後
には、東京電力エナジー
パートナー㈱による『電
力自由化について』の講
演を行い、自由化の仕組
みや料金システムの変更
などを詳しく説明してい
ただいた。

News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry　きみつ商工会議所だより　　　　 ●平成28年7月1日発行

『第22回通常部員総会』開催

夏イベント特集！
きみつで楽しむ
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きみつ七夕祭り 君津市民ふれあい祭り

『平成28年度通常総会』開催
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会員紹介

戸田屋寝具店

●代表者：大島　崇（おおしま　たかし）
●営業時間：9：00～ 19：00
●定休日：木曜日
●住所：〒299－1161 君津市北子安 1－6－5
●TEL：0120－260－834　　
●FAX：0439－54－1218

快適な眠りの
　　　お手伝い！！

まちかど見聞録

　本年10月 31日で君津商工会議所の役員・議員の任期が満了となり、これに伴い改選が行われます。
　商工会議所役員・議員は、地域商工業者の代表として、商工会議所運営に参画し、各種事業の推進役として、地域における商工
業の発展並びに社会一般の福祉の増進に努めていただく役割を担っております。
　〇商工会議所議員とは
　　商工会議所の議員は、会員と特定商工業者の意思を代表し、議員総会において商工会議所運営の最高方針を決定するとともに、
　地域経済人としての産業界振興発展に寄与しなければならない重要な職責を担っております。
　〇議員の任期と定数
　　任期は３年で、定数は１２０名です。その選出方法は次の３つに区分されます。
　　１号議員（定数６０名）
　　　会員が投票によって会員の内から選挙する議員、会員の代表としての意見を公平に反映させる役割を持っています。
　　２号議員（定数４２名）
　　　各部会が部会員の内から選任する議員で、職能代表的性格を持ち業種別の意思を公平に反映させる役割を持っています。
　　　【選任する部会の種類】
　　　商業部会・観光業部会・工業部会・サービス業部会・飲食業部会の５部会
　　３号議員（定数１８名）
　　　会頭が選任した選挙委員で組織する選考委員会で選任する議員で、業種・業態・地域上の偏りを防止すること、及び会議所
　　運営を強化する役割を持っています。
　〇役　員
　　商工会議所の役員は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、監事をいい、議員改選後の臨時議員総会において選任されることに
　　なります。改選の方法は君津商工会議所の定款に定めるところに寄ります。尚、会頭立候補届の詳細につきましては、本号に
　　同封されておりますのでご確認下さい。

　久留里駅前と久留里商店街を舞台に県内でも有数
の大きさの４基の山車の引きまわしが行われます。
かつての城下町を山車が移動する様子は大変勇壮で
勢いのあるものです。また、山車や神輿が久留里駅
前広場に集合し、お囃子や太鼓、ダンスなど多数イ
ベントが行われます。

お店の紹介

　君津市で「ふとんや」をはじめて３８年！！
平成２６年睡眠環境マスターアドバイザーを取得した２代
目の店主が皆様に合った良質の睡眠環境を作り出し、ぐっ
すり眠っていただけるようサポートいたします。

代表者の声 

　当店では眠りを阻害する素材の商品はおすすめしていま
せん。使って安全な商品、使って満足いただける商品、何
より眠る事が楽しくなる商品をお勧めします。
　提案させていただいた枕や寝具を実際に使っていただ
きたい為、１週間の無料貸出も行っています。綿のお布
団の打ち直しや羽根布団の再生も行っていますので、お
気軽にお声掛けください。
　交通手段がなく、ご来店できないお客様にはお電話一
本でご自宅までお伺い致します。

　熊本地震により被災された皆様には心からお見舞い申し
上げます。
　地震の収束と皆様の安全を心からお祈りいたします。
　熊本地震発生後募金箱の設置を協力頂きました㈱菊屋様、
㈲越川自動車工業様、㈱もん勝様他多数団体等からお預か
りした義援金を集計致しましたのでご報告いたします。
　お預かりした義援金は、平成 28 年 5 月 31 日に日本商工
会議所を通じて熊本県に送金致しました。
【集計期間】平成 28 年 5 月１日～ 5月 25 日
【義援金総額】100,000 円
【募金箱設置期間の延長】
　募金箱設置期限を平成 28 年 7 月 31 日まで延長すること
といたしましたので引き続きご協力の程よろしくお願い致
します。（本所・上総・小櫃出張所内）

君津商工会議所　　

今年は君津商工会議所　役員・議員の改選年です

平成28年7月17日 （日） 開催平成28年7月17日 （日） 開催

久留里夏祭り2016

●平成28年7月1日発行                    きみつ商工会議所だより   News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry

熊本地震に対する
義援金の報告と御礼


