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『新年のご挨拶』

榎本 光男

石井 宏子

君津商工会議所 会頭

君津市長

新年あけましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

令和２年の輝かしい新春を迎え、
謹んで新年

君津商工会議所会員の皆さまにおか

のお慶びを申し上げます。
新たな希望を胸に穏

れましては、
輝かしい新年を健やかにお迎

やかな新年をお迎えになられたことと存じます。
会員の皆様には、当所の諸事業に対しまして、
日頃より一方ならぬご支援・
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
昨年は、甚大な被害をもたらした令和元年台風第１５号や第１９号など
相次ぐ自然災害による大きな被害が多発した年でした。今年は、平穏な一
年であってほしいと願っております。
さて、国の月例経済報告によりますと
「景気は、輸出を中心に弱さが長引
いているものの、緩やかに回復している。」
とありますが、
この地域の中小企

えのことと、
心からお慶び申し上げます。
令和元年は、相次いだ台風や大雨により、本市にも甚大な被害がもた
らされました。
この間、市内外を問わず、全国各地から温かいご支援をい
ただきましたことに、
深く感謝申し上げます。
引き続き、国や県、関係団体等との連携を強化し、様々な方面からご
支援をいただきながら、被災者支援に全力で取り組むとともに、
このたび
の被災を乗り越え、
より一層、
災害に強いまちづくりを推進してまいります。

業・小規模事業者の経営は回復傾向に至っていないのが現状であります。

さて、昨年は、時代に合った新たな視点で、子育てや教育環境の

今後、中国経済の先行きや金融資本主義の変動の影響、消費税引き上

充実、
シティプロモーションの推進などに取り組むとともに、人口減少

げ後の消費者マインドの動向に留意する必要があることから、
さらに経営環

対策、地方創生に向けて、第２期君津市「まち・ひと・しごと創生」総

境が悪化する恐れもあり、一刻も早い経営基盤強化などの政策が必要で

合戦略の策定に着手するなど、市民の皆様のご理解とご協力のも

あると考えます。
そのためには、地域が一体となった地域経済活性化への取

と、着実に市政の土台づくりができた１年であったと考えております。

り組みが必要であり、個別企業の支援はもちろんのことですが、地域に人を
呼び込む施策の推進も当会議所の大切な役割のひとつだと考えています。
現在、君津の玄関口でもある三直エリア
（君津インター周辺）
の開発が手
つかずとなっています。
インター周辺を君津の玄関口として整備していくこと
は、君津全エリアの発展にとって大変重要な事業だと考えています。
また、
君津インターのハブ機能を強化し、
首都圏、
成田、
羽田、
外房方面への
アクセスを強化することは君津だけでなく南房総全体の発展には欠かせません。
地元地権者の想いを大切に、
また将来を見越して慎重な検討が必要と

引き続き、市民生活に欠かせない施策の推進や、多くの課題の解
決に取り組むため、総合計画の見直しに着手し、現在策定中の第２
期君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略や、今後、策定を進める
「国土強靭化地域計画」
との一体化を図り、本市の新たなまちづくり
の羅針盤としてまいります。
将 来にわたり希 望に満ちた、強くしなやかな君 津につくりかえる
ため、
「オール君 津 」で取り組んでまいりますので、皆さまには、
より

なっていることから、
デベロッパー、外部専門家、大学等外部の知見も活用

一層のご支援、
ご協力をお願い申

しながら是非とも取り組んでいきたいと考えています。

し上げます。

君津商工会議所は地域総合経済団体として、今年も社会情勢を見据え

結びに、新しい年が、皆さまにとり

ながら、会員企業の拠りどころとなり市民皆様のご期待にお応えできるよう

まして実り多き素晴らしい年となりま

「信頼され、頼られる商工会議所」
として努力してまいりますので、皆様のご

すよう、心からご祈 念 申し上げまし

支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

て、年頭のごあいさつといたします。

君津金融懇談会
夢の実現、
あなたの街の応援団

・千葉銀行 君津支店
・京葉銀行 君津支店
・千葉興業銀行 君津支店 ・千葉信用金庫 君津支店
・君津信用組合 君津支店 ・館山信用金庫 君津支店
・君津市農業協同組合
「黒字化計画」きみつの未来活力支援センター予約 TEL0439-50-8111
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お
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『新年のご挨拶』

君津商工会議所青年部
会長

君津商工会議所女性会

三澤 圭一郎

会長

武田 富士子

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、輝かしい新春をお迎えのことと、心

皆様方には健やかに新春をお迎えになられた事とお慶び申

からお慶び申し上げます。

し上げます。

また、
日頃より青年部活動にご理解とご協力を賜り心より感

昨年は年号も変わり、消費税増税や台風被害などの影
響で大変な一年でありましたが、皆様方の頑張りに励まされ

謝申し上げます。
ご承知の通り、平成から令和へとなった昨年は度重なる

た一年でもありました。

台風の上陸や豪雨など、君津市内にもこれまでに経験のな

女性会運営に際しましても、女性ならではの柔軟な対処・

い大きな爪痕を残すものとなり、未だに風評被害をはじめ復

気配り・会員相互の情報交換などで、地域の活性化や親

旧の終わりが見えない状況であります。一日も早い復旧・復

睦交流・文化交流を図って頂きました。

興が進むよう、本年に開催される
「TOKYO2020オリンピッ

皆様方からのご支援ご協力に深く感謝申し上げます。

ク」の勢いも活かし、青年部らしい若さと行動力で地域振興

本年も変わらぬご理解を賜り、
より一層のご支援をお願い申

に貢献して参ります。

し上げます。

本年が皆様の飛躍の年となりますよう祈念いたしますとと
もに、
ますますのご支援とご協力をお願い致しまして、新年

皆様方にとりまして、輝かしい年になりますように心からお
祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

のご挨拶とさせて頂きます。

君津商工会議所主催

2020年新春賀詞交歓会
新春賀詞交歓会を下記により開催いたしますので、多数ご参加くださいますよう御案内申し上げます。
■日

時：２０２０年１月１０日
（金）

■申込方法：参加申込書に記入し、FAXまたは電話にてお申込みください。

午後３時（受付 午後２時３０分より）

〒299-1163

君津市杢師1-11-10

君津商工会議所（Tel 0439-52-2511）

■会

場：ハミルトンホテル上総 君津市中野4-6-28 ■送迎バス：
【行き】 Ⓐ清和公民館14：00⇒小糸公民館14：20⇒会場
Ⓑ上総地域交流センター13:45⇒小櫃公民館14：00⇒会場
Tel0439- 5 4 - 3 0 3 0

■会

費：３，
０００円
（当日受付にてお支払いください）
■お願い：名刺のある方は名札用にご持参ください。
援：君津市
参加者名簿を作成しますので、事業所名・役職名・氏名等をご記入ください。

■後

【帰り】16：45ごろ ホテル⇒小糸⇒小櫃⇒上総⇒清和

各種印刷物承ります

名刺印刷 封筒印刷 伝票印刷
その他、はがき・チラシ・報告書・会議用資料 等

―― お問い合わせは電話、またはホームページからお気軽にどうぞ ――

☎0439−54−0391
FAX 0120−096439
URL http://www.to-kbs.co.jp

君津ビジネスサービス㈱
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君津市大和田667番地

商工会議所の最新情報や出来事、バックナンバーはこちら

君津商工会議所

検索

25

日︵ 火 ︶と な り 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︒
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商 工 会 議 所 会 費 及 び 特 別 会 費︵ 第 ４ 期 分 ︶の 振 替 は

ITセミナー
「検索の世界」

ビジネス交流会2019
BUSINESS

2019年10月23日に工業部会主催の「ビジネス交流会
2019」がハミルトンホテル上総にて開催されました。今回
は㈱マイナビ千葉支社長 井上慶子氏による学生の就職
動向報告、千葉経済大学・敬愛大学学生によるインター
ンシップ体験談やビジネスアイディア発表、㈱Someday
代表取締役 池田由貴子氏を迎えビジネス成功の秘訣を
講演いただくなど、参加者にとって新しい気付きや発見
の場となりました。交流会も53名が参加し、名刺交換を通
じてビジネスの輪が広がりました。

11月13日
（水）
ホテル千成にて君津商工会議所IT推進
プロジェクトとモンジュノチエ主催によるITセミナー「検索
の世界」が開催されました。企業のIT化を推進するため、
㈱ローカルフォリオの岩井智昭氏を講師にお招きし、受講
者80名にグーグルマイビジネスの仕組みをお話し頂きまし
た。ネットでの情報検索は当たり前になる中、
スマートフォ
ン利用は「ビジネスの一等地」、
これを押さえることが集客
や売上アップにつながる と岩井氏は力説しました。
当プロジェクトが製作した「IT推進野郎 桃男」動画も披
露されました。詳細は当所ＨＰをご覧下さい。動画をきっか
けに地域企業のIT化推進の一助になることを目的に発表
されました。
〈動画サイトは以下〉
https://youtu.be/1LEO8TqozTE

確定申告の準備はお早めに

君津駅南口

今年度も税理士による確定申告無料相談会を実施します。
相談をご希望される方は事前のご予約が必要です。
お早めにご連絡下さい。

■開催日／下記の通り
（全17回）
■実施時間／各日、
午前10時〜午後4時まで
■会場／君 津：本 所（杢師1-11-10）
上 総：君津市農村環境改善センター
（久留里市場374-1）
相談日（2020年） 曜日
木曜日
2月13日

会場
君津

木曜日

君津

2月17日

月曜日

2月25日

火曜日

2月20日
2月27日

木曜日

2月28日

金曜日

3月 2日

月曜日

3月 4日

水曜日

君津

相談日（2020年） 曜日
金曜日
3月 6日

会場
君津

火曜日

君津

3月 9日

月曜日

3月11日

水曜日

君津

3月12日

木曜日

君津

3月16日

月曜日

君津
君津
上総
君津

3月10日

3月13日

金曜日

■お問合せ／君津商工会議所

君津
君津
上総
君津

〜ほっと帰れる君津、心温まる手作りのイルミネーション〜

今年で13回目を迎える
Winterイルミネーション in
Kimitsu 2019。
今年は特に君津市の
災害復興と街の活性化
＠君津市
を願って、君津駅周辺商
店会（中野・坂田・久保商店会）
が一つになり、
君津駅南口
ロータリーを手作りで装飾します。
冷たい夜空に光り輝くイル
ミネーションが、帰る人達
の心をほっこり温めてくれ
ますね♪
■開催期間／

君津
君津

本所：℡0439-52-2511／上総：℡0439-27-3501

君津の地域情報、お店情報を満載

Winterイルミネーションin Kimitsu 2019

＠君津市

12/12（木）
〜2/15
（土）

■点灯時間／

PM5時〜AM2時

■場所／JR君津駅南口ロータリー
■お問合せ／君津商工会議所 ℡0439-52-2511

地域のポータルサイト

きみなび

検索
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会員紹介

Member’s introduction

学 校 法 人 美和学園

美和幼稚園

〜あしたのじぶん、もっとかがやいて〜

事業所の紹介
昭和49年の創立以来、音楽教育、知能教育を取り入れ、子どもの
「知・徳・体」
をバランスよく伸ばし、
「 生きる力を積み上げる」
を教育
理念とした幼稚園です。
また、美和幼稚園では5年前から、母語を
学んだ時の様に英語を学ぶ「GrapeSEED」
カリキュラムを用い
て、毎日英語だけで英語レッスンを行うクラスを開設しています。

代表者の声

美和幼稚園は、幼児教育の根底にある
「基本的な人格形成
の基礎を培う」
ことを最重要視しており、幼稚園という初めて出会
う社会の中で、子ども達は人間関係を築きながら色々な人や物に
● 対象年齢：満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児
※ただし、
2歳児からの2歳児教室バンビーノを併設しております。 興味を持ち、将来の夢を膨らませていきます。時には笑い、時に
は泣き、時に励まし合って協力し合い、みんなで何かをやり遂げ
● 休 園 日：土・日・祝祭日
た時の喜びを味わう。様々な経験を通して豊かな人間性を養い、
● 所 在 地：〒299−1145 君津市西坂田2-12-15
子ども達一人ひとりが将来の幸せに向かって大きくはばたいてい
● TEL：0439
（５２）
７１２８
ける、
そのような園を目指しております。
● ホームページ : h ttp: //mi w agakuen. ed. j p/

義援金

（台風15号）
の
ご報告と御礼
君津市社会福祉協議会山中会長へ義援金を渡す榎本会頭
11月9日
（土）開催した
『第17回きみつ産業フェア』
にてお寄せ
頂きました義援金（総額）37,920円につきましては、君津市社会
福祉協議会を通じて被災地へ寄付させていただきました。
被災された事業者様の一日も早い復旧をお祈りしますと共に、
ご
協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
また、
アクサ生命保険株式会社様から、令和元年台風第15号に
より被災された方々を支援するため、義援金を贈呈いただきまし
た。
その他多数の企業様よりご支援ご協力を賜りましたこと、心よ
り御礼申し上げます。
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新入会員紹介ご入会ありがとう
ございました。

●2019年10月〜2019年12月加入分 ●会員数:1,717人
（2019年12月3日現在）

No.

事 業 所 名

所 在 地

1

第一共創建設㈱

君)

2

S T-A LL

君)福

郡
岡

君)北子安

3 （一社）がいろじゅ

業

種

土木工事・管工事業
自動車修理整備販売
障害者福祉サービス

4

ちいさなカラオケステージ昭和44年 君)久

保

カラオケ飲食店

5

㈲栄光商事

君)三

直

一般廃棄物収集

6

宗教法人

君)三

直

寺院

7

麻雀クラブ

8
9

蓮久寺

君)外箕輪

麻雀店

セブンイレブン木更津下郡店

木)下

コンビニエンスストア

シオン英語スクール

君)北子安

英語スクール

君)杉

一般電気工事店

パラダイス

10 イワデン㈱

郡
谷

会員増強キャンペーン実施中
〜皆様のお知り合いをご紹介下さい〜

掛けてよかった商工会議所共済制 度 （ か ず さ 共 済 ）

TEL 0439
（52）
2511

かずさ共済

検索

