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開催日 ： 平成２８年１０月２６日(水)
会  場 ： ホテル千成
　参加企業同士のビジネスチャンスの
みならず、行政の施策、農商工連携
等、企業運営に役立つビジネス
チャンスを開拓。

今年もまだまだいっぱいあります！商工会議所事業紹介

～工業部会～

開催日 ： 平成２８年１０月２６日(水)
会  場 ： ホテル千成
　市内で活躍されている企業の優れ
た製品・技術・サービス等を通じて信頼
できる身近な企業としてＰＲします。

～工業部会～

開催日 ： 平成２８年１０月１８日(火)
会  場 ： ゴールド木更津ＣＣ
　会員の親睦と交流を深めるため、今
年も第２２回会員ゴルフ大会が開催さ
れます。

～福利厚生対策委員会～

開催日 ： 平成２８年１１月１日～３０日
会  場 ： まちゼミ参加店
　今年で２回目となる『まちゼミ』。お店の存在
や特徴をお客様に知って頂くとともに、お店とお
客様との交流を通じてお店やスタッフの
ファンづくりや街の活性化を推進します。

～商業部会～

開催日 ： 平成２８年９月１４日(水)
　君津市に在住・勤務・在学されてい
る外国人の方 を々対象に、外国人同
士の親睦を深めて頂くきっかけの場を
提供すべく、毎年外国人交流会を
開催しています。

～国際交流委員会～

開催日 ： 平成２８年９月２８日(水)
会  場 ： ホテル千成
　繁盛しているお店は、毎日毎日の習
慣がどこか他と違うかもしれません…。
超人気講師が、究極のおもてなし
の秘訣をわかりやすく紹介いた
します。

～サービス業部会～

　毎年1,000名以上の方々に受診頂
いております健康診断事業を今年も小
糸公民館（８月５日）、小櫃公民館（８月
９日・１０日）、上総農村改善センター（８
月１８日）、君津市保健福祉センター
（９月２１日・２３日・２６日）で
実施します。

～福利厚生対策委員会～

今後のビジネスチャンスに！是非ともご参加ください！
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http://www.kimitsucci.or.jp

ビジネス交流会 君津元気企業認証式会員ゴルフ大会

まちゼミ（知って得する街のゼミナール）

国際交流パーティー おもてなしセミナー健康診断事業



盛り上がった！まち・ひと・祭り2016

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

/

第１６回きみつ七夕祭り

君津の地域情報、お店情報を満載　地域のポータルサイト きみなび 検索2

　地元の小学生や園児達が願いを綴った七夕飾り
で坂田商店が華やかに彩られました。
当日は抽選会やきみぴょんクイズ等盛りだくさん
の行事に多くの参加者で賑わいました。

　君津市の一大イベント事業である「ふれあい祭
り」亀山ダム湖畔での花火大会、いやさか君津踊
りをはじめとした様々なイベントが繰り広げら
れ、真夏の夜を盛大に盛り上げました。

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

今夏も猛暑の続く中、夏の２大イベントが盛大に開催されました。

君津商工会議所は小規模事業者の資金をサポートします！

マル経資金融資マル経資金融資
＜小規模事業者経営改善資金＞
無担保・無保証人・固定低金利

2，000融資
限度 万円

　出来るだけ有利な条件で融資を引き出すことが成功する
経営への近道だとしたら、商工会議所の資金ソリューションを
利用しない手はありません。なんと最大2,000万円まで無担保・
無保証で融資が受けられます。

詳しいお問合せは･･･君津商工会議所　経営相談課まで
　TEL0439（52）2511

＜ご融資の条件＞ 

2,000万円 1.30％ 不   要 7年以内
10年以内

利率資金使途 融資限度額 担保・保証人 返済期間
運転資金
設備資金

　君津商工会議所商業部会（白石健二部会長）とサー
ビス業部会（鈴木由夫部会長）合同の視察研修会が平
成 28 年 6 月 22 日（水）実施されました。
　当日は、練馬区商店街連合会にて『まちゼミ（ねり
ま）』についての研修会を行い、若手商人会（まちゼ
ミ参加店）の方々より事例発表や体験談等を説明頂き、
相互の交流を深めました。
　また、その後は池袋の造幣局博物館、今年の 4月に
オープンしたばかりのバスタ新宿、ニュウマンを見学
した後、君津で懇親会が開かれました。

挨拶する篠利雄会長
（練馬区商店街連合会）

造幣局東京支局にて

2 部会合同視察研修会開催
～まちゼミ練馬を訪ねて～

●平成28年 9 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

第２１回君津市民ふれあい祭り



in ホテルスプリングス幕張
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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 30 日（土）、マザー牧場内にある「BBQ
会場」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。

青年部通信 女性会通信

≪応募資格≫　26歳～ 45歳迄の独身の男性・女性
　　　　　　　（千葉県内在住または在勤の方）
≪参加条件≫　上記応募資格を満たした上で、当日身
　　　　　　　分証明書及び必要書類等をご提示いた
　　　　　　　だける方
≪参加費用≫　男性／ 6,000 円 ・ 女性／ 4,000 円　 
≪参加人数≫　男性／ 30名 ・ 女性／ 30名

　日頃は商工会議所生命共済制度『かずさ共済』に
ご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
　この度「生存保障」の充実を目指した各給付内容
の見直しを始め、ご加入の皆様によりご利用いただ
く機会を増やすことを目指した付帯サービスの見直
しを含めて大幅な改定となります。更に、ご加入を
継続頂ける年齢を７０歳から７５歳まで延長し、働
く高齢者への支援強化も目的としております。
　今回の改定に伴い、誠に恐縮ではございますが、
ご加入の皆様から同意確認作業を行うため、商工会
議所職員またはアクサ生命の担当がご加入事業所様
を訪問させて頂きますので何卒ご協力の程よろしく
お願い致します。　　　　　　　　　　　

君津商工会議所
アクサ生命保険（株）

第207回  珠算検定合格者

子安涼香（森山珠算教室）　
財前慶士朗（太陽珠算塾）　　上田優武（太陽珠算塾）　
須藤里桜（黒川塾）　　　　　小塙実南季（八重原珠算塾）　
大野莉子（森山珠算教室）　　橋口優菜（森山珠算教室）
柴田太陽（太陽珠算塾）　　　和田将弥
菅谷璃空（八重原珠算塾）　　橋本莉寧（森山珠算教室）
印牧未羽（森山珠算教室）　　井川英喜（森山珠算教室）
伊藤慎之助（森山珠算教室）　菱沼蒼（森山珠算教室）
須藤穂純（常代そろばん教室）
須藤琴花（常代そろばん教室）　中江奈乃羽
長谷川龍之介（黒川塾）

３級

　平成28年6月26日(日)君津商工会議所に於いて珠算検定試
験が実施されました。（受験者数５５名）
合格した皆さん、おめでとうございます。

※申込方法等の詳細は、
君津商工会議所女性会事務局まで
お問い合わせください。  ☎0439-52-2511

2016.11.26（土）

News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry　きみつ商工会議所だより　　　　 ●平成28年9月1日発行

千葉県商工会議所女性会連合会主催♡

合格おめでとうございます

１級
２級

４級
6級

かずさ共済リニューアル！
ご加入頂いている皆様のニーズにお応えします！

事前セミナー＆
　婚活パーティー
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会員紹介

カ ネ ス

●代表者： 鈴木　宏明（すずき　ひろあき）
●営業時間：9:00 ～ 19:00（水曜日 18:00 まで）
●定休日：なし
●住所：〒299－1173 君津市外箕輪 2-10-5
●TEL：55-1811　　●FAX：55-1810
●HP：http://kanesu-chiba.jp

心をこめて 1枚 1枚
丁寧に仕上げた焼海苔

法律（浜名弁護士） 取引トラブル、債権回収等
税務（金坂税理士） 一般税務相談、相続等
労務（宮地労務士） 就業・給料規則、社保事務等
申請（林行政書士） 法人設立、建設許可等
特許（神崎弁理士） 特許権、商標権の取り方等
経営（山口診断士） 中小企業診断、経営コンサルタント
金融（日本政策金融公庫） 資金繰り、新規創業等

　今話題沸騰の清水渓流広場『濃溝の滝』
駐車場から遊歩道を進んで行くと秋元会頭が寄贈した
『幸運の鐘』があります。その横には数々のお願い事が
書かれた短冊がたくさんぶら下がっていました。
今、県外からも多くの観光客がこの君津市に訪れていま
す。君津市の良さを知ってもらうチャンスなのでは･･･
「どうか君津市の皆さんが幸せになれます様に･･･」

お店の紹介

　店に入ると磯のいい香りがただよい、ガラス越しに海苔を焼
いている姿を見ながら買い物ができます。海苔以外にも『やち
また産の落花生』や『静岡掛川産の深むし茶』も「おいしい」
と人気です。また、千葉県の名産品や季節のお菓子、和雑貨も
ご好評頂いています。

代表者の声 

　「もうここの海苔じゃなきゃ満足できない！」そんなお声を
いただく当店の焼海苔は、私たちが毎日心をこめてお店で焼い
ています。
　品質にこだわった海苔・お茶・落花生の販売を通して皆様に
健康や楽しさ、喜びを提供したい。いつ来てもワクワクするお
店、楽しんでいただけるお店を作りたいと願っています。
　皆さまのご来店をお待ちしております。

まるでジブリの世界～濃溝の滝～

　当店は新日鐵住金㈱君津製鐵所 ( 当時八幡製鐵 ) が君津に設立後間もない昭和 42 年 10 月に創
業して４８年間、新日鐵の近くにある作業着・工具の専門店として、現場で働く人たちに必要な

他のお店では手に入りにくいアイテムを徹底的に揃え、圧倒的な品揃いにより地域の皆様にご愛顧頂いております。
　最近では君津市のマスコットキャラクターきみぴょんのオリジナル商品も数多く揃えイベント等の販売でも好評
を得ております。又、現在では防災用品の取扱いも重点に置くようになりました。
　「明るく元気に !」をモットーに全社一丸となって取り組んでおりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

有限会社 親 和 商 店～ユニフォーム作業用品専門店～

(2015年認定)

◇事業所名　 （有）親和商店
◇所在地　　　君津市人見 1204
◇ＴＥＬ　　　0439-52-0714
◇営業時間　　平　日　7:00 ～ 20:00
                  　土曜日　7:00 ～ 18:00
                     祭　日　10:30 ～ 18:00
◇定休日　　　日曜日
◇ホームページ　http://shinwa-ky.com/

君津元気企業紹介

詳しくは君津商工会議所迄 0439（52）2511

◎無料相談ご利用下さい！ 会員限定無料相談随時受付しております。

◎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２６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。
※会員数　1,736（平成２８年８月９日現在）

●平成28年9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

Information 情報コーナー

まちかど見聞録


