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めざせ起業家！

きみつ創業セミナー
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創業の際の心構えやビジネ
スプランの作成、融資制度
や事例紹介など創業に役立
つ実践的知識等を習得！

開催日 平成 29 年 7 月 29 日㊏・8 月 5 日㊏・１９日㊏・26 日㊏・9 月 2 日㊏
全講座 5 日間
会

１３：００〜１６：００（3 時間）

場

君津市生涯学習交流センター
102 会議室
（君津市久保 2-13-2）
受講料 5,000 円（税込）※全 5 回分テキスト含む
対象者 創業に興味をお持ちの方、または君津市
での創業をお考えの方
定 員 20 名（先着順）
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㈱エイチ・エーエル
長沼 フミ子 氏
商工会議所ＨＰ http://www.kimitsucci.or.jp
にて申込書をダウンロードして FAX
平成 29 年 7 月 14 日
（定員になり次第締切）
君津市

【特定創業支援事業】
本セミナーの全講座を受講された方には、特定創業支援事業の 証明書が君津市より発行されます。証明書の発行を
受けた方は｢株式会社設立にかかる登録免許税の軽減」や「信用保証枠の拡大」など の支援措置が受けられます。
お問合先 君津商工会議所 〒299-1163 千葉県君津市杢師 1-11-10 TEL0439-52-2511 FAX0439-52-0177

「来客増、売上増 につなげる！」

ＩＴセミナー（パネルディスカッション）開催

平成 29 年 6 月 7 日（水）上総地域交流センター、6 月 21 日（水）生涯学習交流センターにて、君津でインターネッ
トやＳＮＳを上手に活用している経営者６名（㈱菜の花エッグ 梅原正一氏、亀山温泉ホテル 鴇田英将氏、医
農野菜の会 村上洋一郎氏、せんねんの木 曽根晃氏、㈲石川商店 石川絋史氏、ホテル千成 坂井宏通氏）をパ
ネリストとしてお招きし、その手法や活用術についてパネルディスカッションして頂きました。

6 月 7 日開催会場風景

左から鴇田氏、梅原氏、村上氏

左から坂井氏、曽根氏、石川氏

2 日間合わせ延べ 150 名以上の参加者が来場し、パネリストのＩＴに関する成功事例や失敗談について参加
者は熱心に聞き入っていました。6 月 7 日開催時にはドローン飛行の紹介、6 月 21 日開催時にはサプライズゲ
ストとしてプロレスラーの大和ヒロシ氏が参加し、会場を大いに盛り上げ、有意義なセミナーとなりました。
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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初 夏 の ルビー

さくらん ぼ 狩りに 行 ってきまし た！

6月11日(日)窪田農園にて

石和温泉ホテル君佳にて

6月12日(月)窪田農園にて

6月11日(日)・12日(月)の2日間、福利厚生対策委員会主催の会員親睦旅行を実施しました。
2年ぶりに復活したさくらんぼ狩りは募集時から大盛況となり、当日は両日合わせ79名と大勢の方々にご参加い
ただきました。
今年は、『山梨グルメ再発見』と題し、一度行った場所で好評だった行程を取り入れ「桔梗屋アウトレット」
「ハーブ庭園」「メルシャンワイナリー」、そして昼食は「石和温泉君佳」で豪華甲州料理を堪能しました。
真っ赤に光る初夏のルビー、窪田農園のさくらんぼは今年も期待を裏切りませんでした。
今回も参加者同士の親睦と交流を深める良い2日間となりました。

平成29年度ビジネスマナー研修会
【一人ひとりの成長が企業を伸ばす！】

4月6日（木）・7日（金）、当会議所並びに木更津商工
会議所の合同開催による｢ビジネスマナー研修会｣を開催
しました。
講師には、昨年に引き続きＮＴＴユーザー協会契約講
師で㈱ソフト・サービス・カンパニー、代表取締役の佐
藤初代氏をお招きし、社会人としての心構えや身だしな
みといった職場生活のマナーに始まり、
挨拶や名刺交換の仕方、訓練用電話機を
使用した実施訓練を行い、自らの職場を
想定した電話応対の仕方など、受講者が
実際に声を出し体験して学んでいただけ
る研修となりました。

きみつの祭りを
楽しもう！

7月9日㊐
きみつ七夕まつり
会場：坂田駅前公園

7月16日㊐
久留里夏祭り
会場：久留里商店街

8月5日㊏㊏
君津市民花火大会
会場：亀山湖畔

8月6日㊐
君津市民
ふれあい祭り
会場：君津駅南口

8月20日㊐
小櫃地区ふるさと祭り
会場：
小櫃スポーツ広場

小さな掛け金、大きな安心

火災・生命・自動車共済

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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青年部通信

女性会通信

『第23回通常部員総会』
開催

『平成29年度女性会通常総会』開催

5 月 16 日（火）ホテル千成にて平成 29 年度通常部
員総会が開催されました。各議案について原案通り承
認され、吉田秀平会長から市原学新会長へ会長バッジ
が引き継がれました。また、第 6 号議案では青年部規
則の一部改正が承認され、今後部員加入対象の拡大
による会員増強が期待されます。
総会後に開催された懇親会では、卒業生を来賓に迎
え、ご当地アイドル「C-style」の特別演出もあり会場は
大いに盛り上がりました。

５月 25 日（木）、君津商工会議所にて女性会通
常総会が 33 名の会員をはじめ君津市経済部小礒部
長、野村会頭、など来賓を迎え盛会に開催されま
した。坂本会長は、昨年度の事業協力に対し感謝
を述べられ、目標に向け行動をおこし事業に参加
する事で何かを得ることの出来る女性会にしてい
きたいと挨拶されました。又、今年度は、任期満
了に伴い新役員が選出され、退任される役員の皆
様に対し、記念品が贈られました。
総 会 終 了 後 は、「川
柳の楽しみ方」と題し
て人見在住の中居杏二
先生をお招きして《花》
を題目に一句を読み川
柳を楽しみました。

平成28年7月制度スタート！
会員事業者を取り巻く様々な
事業活動リスクからお守りします。
全国商工会議所

ビジネス

総合保険制度
総合保証型

【特

徴】 ①会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し一本化してご加入
②賠償責任（PL・リコール・情報漏洩・施設・事業遂行等）
リスクを総合的に賠償
③事業休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償
④全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準
⑤保険会社の早期災害復旧支援により事業継続を後押し
【引受保険会社】 東京海上日動火災保険㈱、損害保険ジャパン日本興亜㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、三井住友海上火災保険㈱
【問合せ】 君津商工会議所 ☎0439（ 52）2511

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
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会員紹介

有限会社

池広建設

お 客 様 の 声 を 何 より大 切 に

お店の紹介
君津市に拠点を構え、東京都内・千葉県内を中
心に新築・改築・リフォームなど建築全般を承っ
ております。創業４０年以上の実績と信頼により、
お客様のご要望を実現致します。
代表者の声

●代表者：池田 広信（いけだ ひろのぶ）
●営業時間：8：00 〜 17：00
●定休日：不定休
●住所：〒299−1134 君津市八幡 239-2
●TEL：0439-52-5494
●HP：http://www.kiminavi.jp/detail/index̲603.html

平成29年春の叙勲

専門工事業務功労に清水氏が受賞！
各分野で多年にわたり活躍し、社会に貢献した功労
者に贈られる平成２９年「春の叙勲」の受賞者が発表
され、当商工会議所議員の清水省吾氏（清水リース㈱
代表取締役、君津市杢師）が『専門工事業務功労』を
称えられ表彰されました。
清水氏は、昭和 33 年創業以来現在までの 49 年間、
君津地域のクレーン建設業のパイオニアとして、建築
資材の運搬や移動などを中心に事業を展開し、工場や
校舎、公民館など、地域の街づくりを支え、発展に尽
力を注いだ。

特定商工業者の皆様へ
すでにご案内してあります「特定商工業者法定台
帳」提出の締め切りが 7 月 18 日（火）となっており
ます。台帳にご記入の上、ご返送くださいます様お
願い申し上げます。
なお、昨年と変更がない場合は事業所名と住所のみ
を記入してご提出をお願いいたします。
お問合せ：0439（52）2511 総務課まで

千葉支社
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大きな工事からちょっとした修理まで、住ま
いのことならなんでもお任せ下さい！親切・丁
寧を信条に、ご商談の際には細かな打ち合わせ
を行うことで、お客様の声を実現します。
「ここに頼んで良かった」と思っていただける
よう最大限の真心を込めて家造りのお手伝いを
させていただきます。何かお困りのことがござ
いましたら、ぜひ一度ご連絡下さい。

NEW

ご入会ありがとうございました

事業所または代表者名
大和

ヒロシ

業種内容

所在地

プロレスラー

神）川崎市

Sky solar japan group㈱

再生エネルギー開発・投資

東）千代田区

ボーイズバーTAKA

酒類提供

君）久保

大衆バル O-KINI

居酒屋

君）久保

アイデザインファクトリー㈱

IT 関係

木）港南台

合同会社ヒラノ TECH

電気装置の修理

君）人見

㈱大光工業

各種機械の組み立て解体等

君）杢師

君津市農業協同組合

農業法に基づく事業

君）塚原

明治安田生命保険(相)君津営業部

生命保険販売

君）久保

有村興業

配管工

市）辰巳台東

㈱氏家工業

足場架設・鍛冶工・プラント

君）外箕輪

㈱アスアーク技術設計

建設コンサルタント

君）法木作

合同会社 房州の力

鮮魚小売販売

富）岩瀬

※6 月 1 日現在会員数：1,706
君津商工会議所は随時会員募集を行っております。
お気軽にご相談ください。
TEL0439(52)2511

木更津営業所 〒292-0838 千葉県木更津市潮浜１-１７-59 木更津商工会館 5F

君津の地域情報、お店情報を満載

新入会員紹介

TEL 0438-37-9954

地域のポータルサイト
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