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白井市商工会のご案内です
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。

活躍する会員・企業

店名『ＯＭＯしろい』

白井市谷田１３４９- ４　☎０４７（４０４）７９０４　http://www.nipponshokudou.com/

発表をする青年部　米井祐一さん

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）

　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１，７４７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。

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。

　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６月５日㈫、富里市公民
館で行われ、当部からは米井祐一さん（㈲西田
商店）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

花いっぱい運動実施
（地域振興活動）

県北部ブロック
主張大会開催

むことが出来ませんでした。最優秀賞は富里市
の齋藤広樹さん。県でも最優秀賞を獲得し関
東大会に出場してます。

青年部員募集
　商工会員で経営者又は、後継者等（原則：年
齢４０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

　6月27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、ぺニチュアです。
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。

　地元の新鮮野菜をメインにした農Ｃａｆｅ『ＯＭＯしろい』が７
／５（金）オープンしました。安全でおいしい食をみなさまにご
提供したいというコンセプトのもと、有機農法で育てられた朝採
りの新鮮野菜等を使ったメニューを取り揃えております。なかで
も日替わりランチやアメリカンワッフルはおすすめです。料理は
野菜を中心としたメニューになっており、女性の方はもちろん、
野菜が不足がちな男性にも人気のお店です。店内は桐の木材を
ふんだんに使用し、とても落ち着いた雰囲気です。ご来店いただいたお客様には野菜の知識の豊富な店
員から、野菜を使った献立や効能について優しくアドバイス致します。カフェはテイクアウトもでき、また
採れ立て野菜の直販売も行っており、季節の野菜を豊富に取り揃えておりますので、是非ともお立ち寄り
下さい。場所は国道４６４号線を千葉ニュータウン中央駅から鎌ヶ谷方面へ約２ｋｍ向かった通り沿い、
手作りの看板と白いビニールハウスが目印です。   　　　　　営業時間８：００～１８：００（水曜定休）

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。
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新規会員のご紹介
事業所名 住　所 電話番号 業種

ピザーラ白井店 南山2-773-1 492-6500 ピザのデリバリー

㈲ユーワスポーツ 富塚 814-24 491-3046 中古車販売・買取、飲食店

山崎土木 神々廻315-3 497-0503 土木業

ＨＥＡＲZ 清水口1-1-13 492-3211 美容業

行政書士近藤事務所 けやき台2-1-1-301 468-8275 行政書士

㈱バンドウ製作所 河原子３０９ 401-7710 外装パネルの下地金物

日本政策金融公庫マル経融資制度
金融審査委員会

白井市リフォーム無料相談会
のお知らせ

　商工会建設業部会と千葉土建鎌ヶ谷支部と
市役所の３団体で協定を結び毎月第３水曜日
13 時～ 16 時まで市役所２階で住宅に関する
市民無料相談会を開催しております。（見積も
無料です。但し、その場で出来ない場合は後
日必ずお持ち致します。）リフォームの事だけで
はなく地震対策（家具転倒防止など）などのご
相談もしておりますのでお気軽にお越し下さい。
お問合せ先
　商工会（047-492-0721）又は
　千葉土建鎌ヶ谷支部（047-444-4503）まで

建設業部会より

　融資限度額　１，５００万円、返済期間は、
運転資金７年以内・設備資金１０年以内で担保、
保証人は不要です。
　融資対象者は、商工会員であり融資対象の
要件を満たす方になります。詳しいことは商工
会までお問い合わせ下さい。

■ 従業員の為の退職金制度
■特定退職金制度のお知らせ
月 １々，０００円からでも始めよう！
　従業員の退職金制度で「千葉県商工会連合
会」の退職金共済です。
　特定退職金共済制度は「ジブラルタ生命保
険㈱」に委託し、運営されております。
■中小企業退職金のお知らせ

※どちらの退職金制度に新規加入した場合で
も、市から補助金が受けられます。
詳しくはＨＰにて
http://city.shiroi.chiba.jp/detail/012-000807.html

■ 千葉県・千葉県産業復興
支援センター出張相談会の
ご案内

　千葉県と千葉県産業復興相談センターの共
催で、中小企業者、農業者、漁業者、医療・社会
福祉法人などの方々を対象に、経営面や金融面
の様々な相談に応じる「出張相談会」が開催さ
れます。
　相談センターでは、支援施策や支援機関の
紹介、事業計画策定の支援、金融機関等との調
整なども行います。
　金融機関出身者のほか、公認会計士、中小企
業診断士などの専門家によって構成されており
ますので、日頃の経営にお悩みを抱えている場
合や、経営に関することでしたら何でも受け付
けておりますので、是非、出張相談会でご相談
ください。
　日　時　8月6日㈫10時～12時、13時～16時
　場　所　白井市商工会館２階　会議室
　申込・問合せ
　千葉県産業復興センター☎043-215-8790
　白井市商工会　☎492-0721

■ 第32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㈬より申込み受付開始します。
　開催日　10月19日㈯・20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
　　　　　　る個人または団体
　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

■ 中小企業事業主の皆様へ
ワン・ストップで相談・支援！！

　経営環境の変化に対応して労働条件を改善
したり、人事労務管理を含む経営改善を行うた
めには賃金制度、労働時間制度、労働安全管
理体制等の見直しを図ることが課題となりま
す。こうした課題に取り組む中小企業への支援
として。無料の相談を行います。
　開設時間　平日午前9：00～午後5：00まで
　開  設  日　原則として土曜日・日曜日・祝日
　　　　　　12月29日～1月3日を除く平日
　　　　　　月間18日開所
　　　　　　（平成26年3月31日まで）
　相談・受付　経営労務改善相談センター
　(千葉県最低賃金総合相談支援センター)
　　　　　　☎　０４３－２２２－０５００

■ 経営労務改善セミナー開催
　このセミナーでは、皆様の抱える様々な課題
に対し、経験豊富な講師が、経営面と労務面の
両方から解決のお手伝いをいたします。
●強い組織を作る労働条件の整備！モチベー

ションとコンプライアンスの両立
●もし社会保険労務士がドラッガーの『マネジ

メント』を読んだら
　開催日　10月8日㈫
　時　間　13：30～（受付13：00）
　場　所　千葉商工会議所14階第1ホール
（千葉市中央区中央２－５－１千葉中央ツインビル２号館）
　対象者　経営者、人事労務担当者、総務人事関係者
　参加費　無料
　相談・受付　経営労務改善相談センター
　(千葉県最低賃金総合相談支援センター)
　　　　　　☎　０４３－２２２－０５００

■ 住宅リフォーム助成金
助成制度の概要と対象工事

　白井市では市民の生活環境の向上に資する
とともに、緊急地域経済対策として住宅関連産
業を中心とする市内産業の活性化及び雇用の
創出を図るため、市内施工業者により自己が居
住する住宅のリフォーム工事（内外装の修繕・
機能向上・増築、改築及び間取りの変更に関す
る工事）を行った者に対し、改修工事費用の一
部を補助する制度が平成24年4月1日から始ま
りました。
　助成金を受けるに当たり要件などがございま
すので必ず市建築指導課までお問い合せ下さ
い。また、商工会ＨＰで会員事業所を紹介して
おります。
　申請及び問い合わせ
　 市建築指導課　☎４９２－１１１１

白井夏祭り納涼盆踊り大会開催
日時：平成25年8月24日㈯午後5時から　場所：白井第１小学校校庭


