
平成30年1月発行

白井市商工会・会報 発　行

白井市商工会広報・情報化委員会
E-mai l  koho-shokokai@sh iro i .or. jp
U R L  h t t p : //w w w . s h i r o i . o r . j p
	 TEL	 047(492)0721
	 FAX	 047(491)9884
〒270-1422　千葉県白井市復1458番

2018年109号

講演テーマ「いざという時のために」
介護・葬儀・相続・お墓　～エンディングノートの書き方講座～

●日時　平成３０年２月１３日㈫　14：00～16：00　●場所　白井市商工会館　２階会議室
●講師　NPO法人　あかね　長江曜子　氏
●受講　無　料　　　●定員　４０名　（定員になり次第申込み終了）
●お申込・問合せ　商工会事務局　　電話　０４７−４９２−０７２１
　※事前に商工会事務局までお申し込みください
　※駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用ください

自動振替による
商工会費の納入のお願い

平成30年度の商工会会費の自動振替日は
4月03日㈫　千葉銀行・千葉興業銀行
4月16日㈪　京葉銀行・千葉信用金庫

に各々予定しております。
「お引落日」と「口座残高」のご確認をお願い
申し上げます。

　白井市が市の名称になぞらえ、ホワイト
デーを「しろいの日」としたことから市外へ
の知名度を高めるとともに、市民の白井市へ
の愛着を醸成することを目的に開催されま
す。（今回で３回目）今回、雪はありませんが、
「しろい動物園」をはじめ、様々な白いもの
で来場者をおもてなし！
●日時　平成３０年３月１０日（土）
　　　　１０：００～１５：００
●場所　白井駅前南口広場
〈イベント内容〉
・あなただけが知っている白井のいいね！＝

「＃シロイーネ」を会場で集めます！
・羊などの白い動物をはじめとした「しろい

動物園」や、白いポストを使ったハガキワー
クショップ、４６１を狙うストラックアウトな
ど、おも白井ブースが目白押し！

・白をテーマにした飲食・物販ブースも！ 
・白になぞらえたプログラムが満載のステー

ジでは、綺麗な白髪を讃えるコンテストを
実施します！当日10時から参加者を募集！

●問合せ　☎４９２-１１１１
　　　　（しろいの魅力発信課内）

新規加入会員のご紹介 ご入会頂き誠に有難うございます
事業所名 住　所 電話番号 業種

積成企画 株式会社 清水口1-3-1-402 ４０１-６６５０ 広告代理業

株式会社 ワンフォアオール 西白井４-９-２１ ７７９- ０３１２ サービス業（ビルメンテナンス・清掃）

日東エンジニアリング 株式会社 冨士１２４-２１８ ４４４-２７４２ サービス業（プラント設計）

株式会社 ルシェーヌ化粧品 平塚２８０２-１ １０６-４０４０ 化粧品販売業

株式会社 ケーブリッジ防災 西白井１-１０-３１ ４０１-７０２４ サービス業（消防用設備）

千葉ステップ 株式会社 根２１２-１ ４９８- ０１１５ 建設業（仮説足場工事）

株式会社 ケンソウ 根１８１８-１３ ４２７-３４５０ 建築リフォーム　他

株式会社 大塚商会 松戸支店 柏市柏６-４-２６ 04-7166-0161 事務用品等販売

ｍａｎａ８８ 中３５５ 080-5697-0330 サービス業（リラクゼーション）

上田税理士事務所 堀込３-１２-８ ４９２-７２３０ サービス業（税理士）

アンズハウス 清水口１-１-８ ４９２-３０２０ 飲食業（カフェバー）

第３６回白井市ふるさとまつり開催
　本年度も、去る１０月２１日（土）に白井市役
所駐車場をメイン会場として、白井市ふるさとま
つりが開催されました。
　当日は台風の影響により雨中決行となり２２
日は中止させていただきました。今年も市役所
本庁舎の改修工事中の為、舞台ステージ等、各
会場が分散されての実施でした。
　運営に際し毎年、ボランティアとして参加下
さっている白井高校生徒会ほか、ご協力頂いた
皆様、大変有り難うございました。特に今年も
駐車場を快く提供して頂きましたホーマック白
井店様、千葉白井病院様、ご協力頂き心より感
謝申し上げます。

●日時　平成３０年１月２４日㈬　午後１時３０分～　●場所　白井市文化会館２階　中ホール
●講師　新村 則人 氏（新村デザイン事務所）
　　　　※千葉県よろず支援拠点　ステップアップセミナーとのタイアップ！ 個別相談あり
〈参加無料〉
●お申込・問合せ　白井市役所商工振興課　　電話 ０４７−４９２−１１１１（内線3243）

白井市経営支援セミナー
弱みとも取れる商品の特徴を強みに変える「お客様の視点」を手に入れる

「中小企業に求められるブランディングとは」

経営改善貸付（マル経）融資
　融資限度額 ２，０００万円
　返済期間は、 ・ 運転資金７年以内
 ・ 設備資金１０年以内
　担保、保証人は不要です。
　融資対象者は、商工会員（加入後６ヶ月以
上の指導条件有）であり融資対象の要件を
満たす方になります。
※詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。

◆商工会事務局☎（４９２）０７２１

し ろ い
ホワイトフェスティバル2018
～集まれ！ #シロイーネ ～ 開催

石田会長の挨拶
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笑いと歌のオンステージ

ふるさと歌手の熱い歌声に地元ネタを交えた
コント、実力ナンバーワンのものまねライブを
楽しみませんか。

日　時　2月24日㈯午後1時30分開演
　　　　（開場　午後1時～）
場　所　白井市文化会館　なし坊ホール
入場料　500円（全席自由）
　　　　（3歳未満膝上無料）
　　　　チケット好評発売中
問合せ　☎492-1121（白井市文化会館）

第5回 街コン オミパｄｅ白井
開催報告

第８１回２級・３級
リテールマーケティング（販売士）
検定試験のご案内

　千葉県商工会連合会及び全国商工会連合会
では、最近における流通環境の変化に対応し、
かつ消費者の欲求に応え、小売業従事者の資質
の向上を図るとともに、その社会的評価を高め、
もって小売業の健全な発展と消費者サービスの
向上に資するため、リテールマーケティング（販
売士）検定試験を実施いたします。
●実施日時 ： 平成３０年２月２１日㈬
 3級試験　09：30～11：30
 2級試験　13：00～16：10
●実施場所 ： 千葉県商工会連合会 3階会議室
 （千葉市中央区中央２-９-８）
※受験申込者の人数により別会場となる場合が
ございます
●受験資格 ： 学歴、年齢、性別、国籍に制限は
ありません。
●試験の科目、内容：県連合会・商工会にお問
い合わせください。
●募集期間 ： 平成２９月１２月１８日（月）～
  平成３０月１月２６日（金）
●受  験  料 ： ２級 ５,６６０円
 ３級 ４,１２０円

年末調整指導会の
お知らせ

●期日 ： 平成３０年１月５日（金）
 ～２２日（月）
 （土日祝日を除きます）
●時間 ： １０：００～１１：３０
 １３：００～１６：００
・納期の特例（半年に１回源泉所得を報告して

いる方）を受けている事業所は、7月～12月分
を翌年1月20日まで納付（10日間延長されま
した）

・納期の特例を受けていない事業所、毎月報告
している方は1月10日まで納付

〈持参いただく書類等〉
①税務署から郵送された書類
②専従者・従業員に支給した給与、賞与の金

額を記載してある帳簿、又は所得税源泉徴
収簿（参考に前年分もご持参下さい。）

③専従者・従業員の控除証明書（国民年金保
険料の証明書・生命保険料・地震保険料・小
規模企業共済掛金・国民年金基金など）

④国民健康保険税・介護保険料の支払金額
（平成29年1月～12月まで納めた金額）

⑤専従者・従業員及びその配偶者、扶養家族
の住所・生年月日・所得金額を記載した物。

※28年提出分より「マイナンバー」の記載が
義務付けられています。

　白井コミュニティーセンターの主催による街
コン「第5回オミパｄｅ白井」が11月25日（土）カ
ントリーキッチンにおいて盛大に開催されまし
た。
　当日は、１対１のトークや軽食（会員事業所か
らの提供）を取りながらのフリートーク・などで
大変盛り上がり盛大に開催することが出来まし
た。
　今年は男性15名・女性13名総勢28名が参加
し、5組のカップルが誕生いたしました。おめで
とうございました。

２９年分　所得税・消費税確定申告指導のお知らせ
商工会では確定申告の個別指導会について、下記日程にて開催いたします。
会員の皆様には、この機会に是非、指導会にご参加くださいますようご案内申し上げます。　　
◉所得税・消費税確定申告個別指導　指導期間：平成30年２月１日㈭～３月３０日㈮まで
　 指導時間：９：００～１６：００（１２：００～１３：００休憩）

◉所得税・消費税確定申告個別指導会　　（税理士による指導：無料）
開 催 日 講　師 指導時間 開 催 場 所

平成３０年３月２日（金） 志村 善明　税理士
１０：００～１６：００

白井市商工会館
２階　会議室

平成３０年３月５日（月） 本間 典子　税理士
平成３０年３月７日（水） 吉田 信子　税理士

　※税理士の指導会、参加ご希望の方はＴＥＬ、又はＦＡＸでお申込みください
　※２８年分の申告より税務署提出には「マイナンバー」の記載が義務付けられました。
　◎お申込み・お問い合わせ：商工会事務局　ＴＥＬ：492-0721　ＦＡＸ：491-9884

◆指導会に持参いただく書類等
　○ 前年分の確定申告書・決算書の控
　○ 国民年金・健康保険料の納付書（国民年金は控除証明書が必要です。）
　○ 各種保険料の控除証明書
　○ 帳簿・領収書等
　○ その他、住宅借入金等特別控除や医療費控除等を受ける場合には別添書類又は領収書が
　　 必要です。
　○ 消費税の申告をされる方は、前々年分の決算書の控えをご持参下さい。

所得税申告・納付期限　３月１５日 消費税申告・納付期限　４月２日

商工会地区「物産展とゆるキャラ」イベントのご案内（４月開催）

大杉一男さん	 髙城靖雄さん

ホリさん	 石田俊雄さん

イワイガワさん

しろいふるさと大使ライブ

　成田空港が毎年行う「空の日イベント」との
合同開催により「千葉県商工会青年部連合会・
女性部連合会組織化50周年記念事業」の一環
として物産展を下記により実施いたします。
　白井市からは「自然薯」とステージイベント
の参加として「なし坊・じねんじゃー」が参加予
定です。皆さまお誘い合わせのうえ是非ご参加
ください！

●開催日時　平成３０年４月２１日（土）
　　　　　　１０時～１５時
●開催場所　成田国際空港第２ターミナル前
　　　　　　中央広場
●開催内容
　　組織化50周年記念事業（物産展）
　　各商工会地域の物産品の販売、ＰＲ及び
　　ステージイベント

盛り上がったオミパde白井


