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任期満了による役員改選により「伊藤新会長就任」
～平成30年度　第53回通常総代会の開催報告～

アンテナショップ
「まだあ～るちば」
6月12日グランドオープン
　県内中小企業や小規模事業者が生産す
る商品を展示・販売する「まだあ～るちば」
が千葉市中央区にオープンしました。
　店名の由来は、「魅力的な県産品、まだあ
ります」から「まだあ～るちば」です。
　県内40商工会と21商工会議所が協力し
て運営するアンテナショップです。

　まだ知名度は低
いが魅力的な特産
品を知ってもらい、
販路拡大につなげ
るのが目的です。
当白井市からも出
品しております。皆
様のご来店をお待
ちしております。

●場　　所：千葉市中央公園近くの千葉
　　　　　　中央ツインビル2号館1階
●営業時間：午前10時～午後7時
●定		休		日：水曜日

就任のご挨拶
白井市商工会　
会長　伊藤　仁

　平成30年5月22日開催の
第53回通常総代会に於い
て、4期12年務めていただいた石田前会長の
あとを受け継ぎまして、商工会長の大役を仰
せつかりました。誠に身の引き締まる思いが
致します。今後の商工会運営にあたりまして
は、役員を始め会員先輩各位のご指導、ご教
示を賜りながら取り組み、誠心誠意商工業
の発展に微力を尽くす決意でありますので、
皆様のご支援、ご協力を切にお願い申し上げ
る次第であります。

任期：2018.5.23～2021.5 総代会開催日　
会　長　伊　藤　仁（㈱伊藤商事） （新任）
副会長　山口　善弘（㈲山口屋商店） （再任）
　〃 宇賀　弘通（宇賀工務店） （新任）
理　事　池田　陽一（池田測量㈱） （再任）
　〃 大井　照三（大井表具店） （再任）
　〃 駒村　武夫（㈱ソフケン） （再任）
　〃 斉藤　　真（㈲エム電機サ－ビス）（再任）
　〃 清水　達人（㈲エス・アイ・ピー）（再任）
　〃 鈴木　清三（上むらそば店） （再任）
　〃 鈴木　公士（鈴木建設㈱） （再任）
　〃 鈴木　　孝（鈴木建材㈱） （再任）
　〃 鈴木　順子（ビュ－ティサロン順）（再任）
　〃 武田　良昭（アン美容室） （再任）
　〃 根岸　宏考（㈱根岸商店） （再任）
　〃 平川　昌宏（進光園緑化㈱） （再任）
　〃 福本　具之（㈱大福設備） （再任）
　〃 藤田　仁志（㈲藤田商事） （再任）
　〃 増田　輝夫（㈲増田機商） （新任）
　〃 水谷　義一（㈲水谷電気設備工事）（再任）
　〃 武藤　勝昭（㈱武藤） （再任）
　〃 武藤　英夫（㈲鳶　武藤組） （再任）
　〃 山崎　一之（㈲山崎重機） （再任）
　〃 山田　政男（山田建築） （再任）
　〃 吾妻　志郎（㈲吾妻モータース）（新任）
　〃 押田　俊子（印刷センター㈱）（再任）
監　事 石田　信昭（石田シャッタ－工業）（新任）
　〃 押田　春男（しろい古里保存会）（新任）

平成30年度
商工会新役員の紹介

　〃 押田　春男（しろい古里保存会）（新任）

　去る、５月２２日(火)、白井市文化会館におい
て「白井市商工会　第５３回通常総代会」が開
催されました。
　当日は白井市長をはじめ市議会、関係団体の
方々のご臨席を賜り、静粛且つ厳格に開催され
ました。
　上程された議案は次のとおりです。
第１号議案　平成29年度事業報告承認の件
第２号議案　平成29年度決算関係書類承認の件
第３号議案　平成30年度事業計画（案）決定の件
第４号議案　平成30年度収支予算（案）決定の件
第５号議案　平成30年度運営資金一時借入限度
　　　　　　額決定の件
第６号議案　任期満了による役員選任の件

　全ての議案が可決承認され、平成30年度の事
業が本格的スタートします。本年度は「第6号議
案」において商工会役員の任期満了による改選
があり、新会長として伊藤　仁氏が選任されまし
た。以下、副会長2名、理事22名、監事2名、計27
名の役員の方々が新体制で選任されました。

白井夏祭り納涼盆踊り大会開催
日時/平成30年8月25日㈯午後4時～9時

【雨天の場合】26日㈰　場所/白井第一小学校校庭
今年も盆踊りを中心に花火大会や、豪華賞品が当たる抽選会、アトラクションを予定し、フィナー
レには夜空を彩る花火が打ち上げられます。皆様お誘い合わせのうえ是非ご参加ください。

白井夏祭り納涼盆踊り大会にご協賛ください
毎年、ご協力頂き誠に有難うございます。実行委員会ではひきつづき協賛金のご協力を
お願いしております。夏祭りは皆様の協賛金によって運営されており皆様のご協力なし
には開催も不可能のため本年もよろしくお願い申し上げます。
　

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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※プログラム掲載の関係上、締め切りは7月27日（金）とさせていただきます。
※プログラム掲載協賛金：１万円以上とさせていただきます。
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「白井市安藤美希子選手後援会」会員募集のご案内
〜東京オリンピックでの金メダル獲得に向けて皆様のご協力を〜

年会費　　個　　人　　１口　1,000円
　　　　　団体・法人　１口　5,000円

　昨年6月、市立白井第一小学校体育館におい
てウエイトリフティング女子58キロ級、日本代
表の安藤美希子選手後援会の設立総会が行わ
れました。ご存じのとおり安藤美希子さんは白
井市で生まれ育ち、昨年開催されたリオデジャ
ネイロオリンピックにおいてウエイトリフティン
グ58キロ級で、5位入賞という素晴らしい成績
を収められました。
　現在、安藤選手は2020年開催の東京オリン
ピックにむけて海外遠征と海外トレーニングを
中心に精力的に活動されています。
　安藤選手後援会ではより一層の活躍を期待
し、後方での支援活動をバックアップしてまい

株式会社イシド
　沼田社長　講演

～千葉県商工会職員協議会
　合同研修会において～

県北部ブロック商工会
青年部主張大会開催

～当会、青年部代表として
円子博信氏　優秀賞！獲得～

商売繁盛相談窓口
開設

　今年で4年目となる小規模事業者への伴走
型支援事業である「商売繁盛相談窓口」を、本
年も７月から開設いたしました。この事業は商
工会員を対象に中小企業診断士等の専門家を
一定期間、月に一度、印旛ブロック内（白井市、
印西市・富里市・四街道市・栄町・酒々井町）商
工会へ配置し、巡回・窓口指導にて対応いたし
ます。
　商売繁盛相談窓口では商売に関連すること
であれば無料で相談いただけます。
　事業計画を作成したい、事業承継に悩んでい
る、専門家に聞いてみたい等、商売をよりよくす
るために様々な視点から問題点を見つけて一緒
に解決していきます。ぜひご相談ください！
●商売繁盛相談窓口　開設日
	 第２回　：　　９月１３日(木)	
	 第３回　：　１０月１１日(木)
	 第４回　：　１１月　９日(金)
	 第５回　：　１２月１３日(木)
	 第６回　：　　１月１０日(木)
	 最終回　：　　２月１４日(木)　
●場所：
	 白井市商工会館　
	 相談室

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

デリカ　サクマ 冨士101-4 4 4 4 - 7 2 2 0 飲食業（弁当販売）
カラオケ　モリモリ 根1724-64 090-9201-5910 飲食業（カラオケ）
合同会社　ル・ブラン 根1964-6 4 9 1 - 5 5 8 0 飲食業（洋　食）
tu-sais hairroom(テュセ･ヘアルーム) 大松1-27-15 4 0 4 - 7 0 0 6 サービス業（美容室）

第３７回　
白井市ふるさとまつり
出店者・舞台出演者を募集！

８月１日㈬より申込み受付開始
・開催日　１０月２０日㈯・２１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、白井市商工会員
・参加費　４，０００円
※２日間出店できる団体に限ります。（決定
後は返金できません。）
※本年より主催者側で用意するテントの設置
はありません。テントが必要な出店団体等の
方々は、自己での設置でお願いします。

■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。
《お申し込み・お問合せ》　
　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へ提出ください。
●問合せ：４９２―０７２１（白井市商工会）

ります。皆様におかれ
ましてはこの機会に是
非、後援会ご加入頂
き、ご支援くださいま
すよう宜しくお願い致
します。

・ご加入のお問い合わせ
　白井市教育委員会生涯学習課内

　☎４９２−１１１１
または	商工会事務局　☎４９２−０７２１

商工貯蓄共済で安心積立
貯蓄・生命保険付きの共済制度です！
掛金は１口／2,000円

・５年満期・１０年満期で選択できます！
お問い合せは：商工会事務局まで

　平成30年度、千葉県商工会職員合同研修会
において、「株式会社イシド　沼田紀代美社
長」に講演していただきました。
　テーマは「業界が縮小するなか成長する会社
の秘訣～この世で一番楽しい会社をつくりたい
～」
　株式会社イシドは、経済産業省が革新的な製
品開発やサービス創造、地域貢献、地域経済活
性化等、様々な分野で活躍している中小企業・
小規模事業者を選定する2018年度「がんばる
中小企業・小規模事業者300社」に選出されて
います。
　白井市から、そろばんを日本全国へ、そして世
界へ。珠算業界の、そして教育業界のリーディン
グカンパニーとして、ますますのご発展をお祈り
申し上げます。

　 県 北 部 ブ
ロック商 工 会
青年部主張大
会が６月１３日
(水)、白井市文
化会 館２階中
ホールで行わ
れました。
　当青年部代
表として円子博
信さん（株式会
社円子技建）
が出場。「青年部活動に参加して」のテーマに
添って日頃の青年部活動について１０分間の主
張発表をされました。優秀賞と素晴らしい結果
を収めました。
　尚、最優秀賞は富里市商工会青年部の中村
大海さんで、７月開催の千葉県商工会青年部主
張大会に出場します。ブロック代表として頑張っ
て下さい。

熱弁の沼田紀代美社長


