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　平成２７年５月２１日（木）文化会館２階中ホールにて総代会が開催
され、第１号議案～第９号議案まですべて議決され無事終了いたしまし
た。
　議題は次の通りです。

第１号議案　平成２６年度事業報告承認の件

第２号議案　平成２６年度決算関係書類承認の件
第３号議案　平成２７年度事業計画(案)決定の件
第４号議案　平成２７年度収支予算(案)決定の件
第５号議案　プレミアム商品券特別会計収支予算（案）決定の件
第６号議案　平成２７年度運営資金一時借入限度額決定の件
第７号議案　商工会定款一部変更の件
第８号議案　商工会運営規約の一部変更について
第９号議案　任期満了に伴う役員改選の件

　平成２７年度予算は以下の通りです。

第50回 商工会総代会について

白井市商工会の案内です
住 民 の 皆 様 へ

市内の様々な業種の方々が入会しておりますので、何かお
困りのことがございましたらお電話下さい。またホーム
ページに会員名簿を掲載しておりますので活用下さい。

　商工会とは、主として町村における商工業の総合的改善発達を図
るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的として、特別
の法律により設立された法人です。
　商工会は全国の市町村に１，６７９の商工会があり、商工業者の経
営支援や地域の活性化を図るための様々な活動を行っています。

税務・経理指導
　税理士による税務相談会また個人事業所
については帳簿のつけ方から決算、申告
までアドバイスを行っております。また記
帳代行業務も行っております。

各種共済・年金・保険制度
　安心、有利な各種の共済、年金、保険制
度をご用意しております。（貯蓄・年金・
休業補償・PL保険・経営者及び従業員退
職金・倒産防止・自動車保険・火災保険等）

ご商売をされている方、これから始めようとしている方を応援します
商工会は、様々な事業をしておりますので是非ご入会下さい。

経 営 相 談
　各専門家（弁護士・情報処理・診断士等）
を派遣してアドバイスを行っています。

講習会・研修会
　経営に必要な知識や技術などに関する各種
講習会や研修会などを開催しております。

金 融 相 談
　事業資金などのご相談や斡旋などを行って
います。

労 務 相 談
　労働保険（労災保険・雇用保険）の事務代
行を行っています。

地域活性化・交流対策
　地域活性化のため、各種イベントやまつり
を開催して、賑わいの創出と地域住民との
交流を図っております。

　秋の「ふるさとまつり」を商工会がやってい
ます。また春に青年部が主催している

「しろい桜まつり」等の後援を行っています。

白井夏まつり納涼盆踊り・花火大会開催
日時/平成27年8月22日㈯　場所/白井第一小学校校庭

白井夏祭り納涼盆踊り大会にご協賛ください
さて、恒例の白井夏祭り納涼盆踊り大会につきまして、白井第１小学校校庭に会場を移
し開催することとなりました。夏祭りは皆様の協賛金によって運営されており、今現在、
協賛企業を募集しておりますので、ご協力いただける方はお手数ですがご連絡ください。
ご集金にお伺い致します。また、振込での受付もしております。一万円からはプログラム
に掲載し新聞折込みで全戸配布いたします。
　

振 込 先：千葉信用金庫白井支店　普通０２６７９７３
口座名義：白
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井夏
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宏
※プログラム掲載の関係上、締め切りは７月２４日（金）とさせていただきます。
※協賛金　１万円・２万円・３万円

白井夏祭り納涼盆踊り大会　　大会会長　石田信昭
白井夏祭り実行委員会　　　実行委員長　平川昌宏
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■ 白井市プレミアム商品券
取扱店募集について

　７月１日（水）から使用開始となりました「な
し坊プレミアム商品券」取扱店は、今現在１７１
店舗となっており、随時募集をしております。
　詳細につきましては、商工会ホームページを
ご覧ください。

■ 市ホームページに広告を出して
みませんか

　白井市では、ホームページの「トップページ
（ホーム）」の広告掲載を希望される企業等を
募集しています。募集枠数掲載期間については
お問い合わせください。
　掲載されたバナー広告は、アクセスカウント
を月集計してメールでお知らせします。
　規　　格　サイズ天地60ピクセル、
　　　　　　左右150ピクセル
　画像形式　ＧＩＦ形式（ＧＩＦアニメーション
　　　　　　及びＦＬＡＳＨ等は使えません）
　　　　　　ＪＰＥＧ形式容量８キロバイト以内
　表示場所　市トップページ下部
　掲載期間　１ヶ月から１２ヶ月まで１月単位で
　　　　　　掲載できます。
　掲  載  料
　　　通常掲載月額16,000円
　　　長期掲載6ヶ月以上11ヶ月までの場合
　　　　　　　月額15,500円
　　　長期掲載12ヶ月の場合は月額15,000円
　問合せ　白井市役所　秘書広報課
　　　　　☎492-1111　内線3371

（会員へお知らせ）又はご連絡ください。
　作　成　料：２，０００円（３ページまで）
　年間保管料：５００円（更新及びその他）
※３ページ以上作りたい方は商工会へご相談下
さい。

■ 広報・情報化委員会から
オンラインショップについて

　平成２１年４月より千葉県商工会連合会ホー
ムページ「うまいもんちば」内に「白井市商工会
オンラインショップ」を開設しております。
　ホームページを通じて全国のお客様にこだわ
りの逸品をお届けしませんか。
【ＦＡＸさえあれば、参加可能です】
　パソコン操作・入金管理など面倒な作業は一
切ありませんのでご安心して参加できます。
（※対象商品は、食品・加工品・菓子などの食
べ物に限ります）
　参加資格　当商工会員の方
　加  入  金　５，０００円（初回のみ）
　出品商品１品ごとに掲載手数料　５００円
　販売手数料　売上代金の５％
　申込書　商工会ホームページ（会員へお知ら
　せ）又はご連絡ください。申込書をFAXにて
　送付いたします。

花いっぱい運動実施
（地域振興活動）
　6月25日に花の植替え作業を行い複合セン
ター・公民館・交番（計8ヶ所）にプランターを設
置しました。今回植えたのは、マリーゴールドで
す。

女性部員募集
　商工会員で経営者の方又は、経営者の奥さん
が入部できます。視察・研修・講演会・イベント
など様々な企画運営事業を行っていますので興
味のある方は、是非私達と一緒に活動してみま
せんか？  月会費２５０円／年３，０００円です。

県北部ブロック
主張大会開催
　本年度の「県北部ブロック（７商工会）商工会
青年部主張大会」が5月20日（水）印西市文化
ホールで行われ、当部からは森山展一さん（㈲松
屋商店　白井工業団地給油所）が出場。
　２つのテーマがあり「青年部活動に参加して」
を選択し１０分間の主張発表をされました。結果
は努力賞で残念ながら千葉県大会に進むことが
出来ませんでした。

青年部員募集
　商工会員で経営者又は、後継者等（原則：年
齢45歳以下）の方が入部できます。視察研修・
講演会・イベントなど様々な企画運営事業を
行っていますので興味のある方は、是非私達と
一緒に活動してみませんか？

　年会費１２，０００円です。今現在入部して
いる方をホームページで掲載しています。友達
などが入部していましたら是非入部してくださ
い。

■ 第34回白井市ふるさとまつり
出店・舞台出演者を募集

　８月１日（金）より申込み受付開始します。
　開催日　１０月２４日（土）・２５日（日）
　出　店　【対象】営利を目的としない市内
　　　　　在住の団体やサークル
　参加費　半テント　６，０００円
 ※２日間出店できる団体に限ります。
 また決定後は返金できません。
　舞　台　【対象】３０分以内で公演が出来る
　　　　　市内在住の団体やサークル
　参加費　無料
※出店・出演者が多い場合は抽選となります。
申込・問合せ　８月２０日㈭までに、計画書（用
紙は商工会・市ホームページにあります）を
　商工会内ふるさとまつり実行委員会事務局
　☎４９２-０７２１へ

■ホームページ作成のご案内
ホームページを開設して事業を拡大しません
か？
　ホームページを作成・開設するといろいろ諸
費用が掛かります。しかし、商工会広報情報委
員会で少額な諸費用で会員企業のホームペー
ジを開設していただこうと以下の料金でお手伝
いさせていただきます。
　今は、消費者がインターネットを使って目的
にあった事を探す時代です。現に思いがけない
ところからの仕事の依頼などがあります。簡単
なホームページを開設しているだけでも全然違
います。
　開設を希望される方は、商工会ホームページ

新規会員のご紹介
事業所名 住　所 電話番号 業種

中川社労士事務所 池の上1-33-13 491-2151 社会保険労務士

ケーキハウスエルブラン 根1029-49 497-3155 洋生菓子・焼き菓子

ガレージ　ミネ 神々廻1574-8 494-0488 中古車販売

㈱エステック 池の上2-2-9 497-8413 消防設備等工事、保守

カーアライブ 折立527-1 492-1518 中古車販売・整備等

㈱円子技建 神々廻1769-1 492-9428 大工工事業


