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一面を金色に染める日の出のような明るく希望に
満ちた一年を願って
　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
　房総の地域では水平線から昇る初日の出を拝みに、多くの方が
海岸を訪れます。
　その姿は雄大であり、明けの輝く太陽のあたたかさを正面から
感じることでしょう。
　今年一年が皆様にとってこの太陽のように明るく希望に満ち
た年になりますよう、新型コロナウイルス感染症の終息を願うと
ともに、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

令和5年

１月号

私たちは、同じ境遇で日々 を過ごしています。悩みを共有し、事業を発展させていくのはこの仲間です。
この仲間は街で開催されるイベントの賛助をしたり、独自にイベントを主催したり、経営の勉強会や講習会、仕事相談や
マッチング、自身のスキルアップのために日々 働いています。
気軽に参加して、来れるときだけ遊びに来てください。全国に仲間が待っています。
未来を託され、地域を動かし、支えているのは私たち、商工会議所青年部かもしれません。
この街で、この仲間とともに、明るい未来を創れたら素敵だと思います。
かけがえのない人たちと、かけがえのない地域のために。

茂原商工会議所　青年部　新入会員募集
個人事業主・中小企業の経営者、またはその後継者等で45歳以下の男女の皆様！ 商工会議所青年部に
入会して同世代の経営者仲間を作りませんか？ 事業を通じて共に過ごす時間は自身の財産になります！

【入会資格】茂原商工会議所の会員及び後継者、従業員等で、満20～45歳までの方であれば、男女問わず会員となることができます。
【年 会 費】36,000円（年度途中の入会の場合は月割り）
【問合せ先】TEL.0475-22-3361　茂原商工会議所　青年部担当

茂原商工会議所女性会は、新入会員の募集を行っております。
社会で活躍する女性として、当女性会の活動を通じ、地域振興や今後の街づくりを一緒に考えてみませんか？

茂原商工会議所　女性会　新入会員募集

【入会資格】茂原商工会議所の会員及び女性経営補佐役等。また、当女性会役員会の承認を得た者。
【年 会 費】6,000円（年度途中の入会の場合は月割り）※入会金はありません
【主な活動】■各種講演会・講習会の開催、視察研修会の実施
　　　　　■地域事業への参加・協力（茂原七夕まつり等）　■会員間の親睦活動
【問合せ先】TEL.0475-22-3361　茂原商工会議所　女性会担当
みんなで地域を盛り上げ、お互いの交流を深めましょう！　興味のある方は、ぜひ事務局までご連絡ください！

令和5年1月8日（日）～2月5日（日）イベント開催期間

お店スタンプを集めて応募しよう！

同 時 開 催

［冬の七夕］イルミネーション 地元グルメの出店

ステージイベント

15：００～17：45
開催時間

開催時間 10：00～18：00
アスモ1階特設会場開催場所

豊田川（愛称：天の川）沿いの自転車道路に、全長約100ｍの
アーチ型のイルミネーション「きらめき-MOBARA STARWAY-」が登場。
織姫、彦星になりきって、天の川を歩く体験をどうぞ。

アップル幼稚園の鼓笛隊や茂原北陵高校
のダンス部、世界で活躍する宮窪研さんに
よるガスを使用した炎舞などでイベント会
場を大いに盛り上げます。

茂原商工会議所青年部による茂原市周辺
で捕れた「ジビエ」をはじめとした料理の提
供や茂原市観光協会作成の観光ガイドブッ
ク「もばらでのんびり」に掲載の市内飲食店
などが出店し、茂原のおいしい地元グルメ
を堪能できます。

大多喜ガス公式キャラクターぽっぽ、ぱっぱ大多喜ガス公式キャラクターぽっぽ、ぱっぱ※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。

日没～21：00
2/5〈SUN〉 3/5〈SUN〉
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短冊展示

市内小学生のお願いご
とを約3,600枚の短冊
にして展示。
イベント当日来場者限
定で、茂原市マスコット
キャラクター「モバりん」
短冊に、お願いごとを書
くことができます。

（数には限りがあります。）

当日
要予約

冬の七夕まつり冬の七夕まつり
ちょっと大 人な七夕まつりちょっと大 人な七夕まつり

くわしくは
もばら冬の七夕まつり
HPをご覧ください

彦星と織姫が年に１度会うことが許された日、七夕。
そんな特別な日を、茂原ではもう１日だけ創りました。

「七夕のまち 茂原」が贈る、ちょっと大人な七夕まつり。
特別な人と過ごす、特別な体験をあなたに。
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　明けましておめでとうございます。
　皆様方には、輝かしい新春をお健やかにお迎えのこ
とと、謹んでお慶び申し上げます。
　また、旧年中は、市政各般にわたりご理解ご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響が
依然として残る中、ロシアのウクライナ侵攻に端を発し
た原油価格・物価の高騰、急激な円安によるコスト増な
ど、経営環境を見ると非常に厳しい1年となりました。
また、その影響は一般家庭にも及び、引き続き様々な
“我慢”を強いられる1年となってしまいました。
　新型コロナウイルス感染症については、落ち着きを見
せたかと思えば、再度感染拡大を繰り返す状況が続い
ております。皆様におかれましては、引き続き、こまめな
手洗いやマスクの着用などの感染防止対策を取ってい
ただきますようお願いいたします。
　このような中ですが、昨年は日本が多くのメダルを
獲得した北京冬季オリンピック・パラリンピックやサッ
カー日本代表が強豪国から歴史的勝利を挙げたFIFA
ワールドカップカタール2022といったスポーツイベント
が開催されました。世界の舞台で活躍する日本代表の
選手の雄姿に多くの方が元気や勇気をもらったのでは
ないでしょうか。本年もこのような多くの明るい話題が
届くことを期待しております。
　昨年、本市では新型コロナウイルス感染症や原油価
格・物価高騰等により影響を受けている運送事業者な
どに対し、「茂原市運送事業者等支援金」を交付し、事
業継続への支援を行いました。また、市内中小企業が
事業を行うために必要な運転資金や設備資金を低利
で融資し、その貸付利子の一部補助を行うことで、金
融の円滑化を図り、事業継続の支援を継続して実施し
ております。非常に苦しい時期かと思いますが、それら
を乗り越えられるよう、今後も市内の経済状況を踏ま
え、必要な支援を行ってまいります。
　なお、国や県などでも、中小企業向けに様々な支援
策を用意しております。お困りのことがございました

ら、茂原商工会議所や本市商工観光課へご相談くださ
い。
　また、茂原商工会議所との連携で平成28年から実施
しております「茂原創業塾」は、昨年通算7回目の開催を
迎え、延べ150名の方が修了しました。「茂原創業塾」
は、創業を志す方や創業後間もない方を対象に、創業
に必要な知識の習得を目的として毎年開催しておりま
す。専門家による講義の他、実際に創業塾を受講し創
業された方の講演や同じ志を持つ受講者同士の交流
を通して、創業の苦労や喜び、先輩創業者の実情など
を理解しながら、創業に向けたモチベーションアップを
図っております。本市では、茂原商工会議所をはじめ、
関係機関と連携しながら地域経済の活性化に寄与す
る創業者を引き続きサポートしてまいります。
　本市における夏の一大イベントである茂原七夕まつり
は、令和2年以降は中止となっております。本年は来場
者の安全確保を第一に考えた中で、華やかで盛大なま
つりを3年ぶりに開催したいと考えております。
　その開催に向けた布石として、2月に「もばら冬の七
夕まつり」を3年ぶりに開催いたします。会場を茂原
ショッピングプラザアスモ周辺に移し、もばらの未来を
担う子どもたちや大人が一緒になって楽しめるこれま
で以上にパワーアップしたイベントをお届けします。恒
例のイルミネーションの点灯は2月5日から3月5日まで
で、点灯式を含めたステージイベントや市内飲食店の
出店などのイベントを2月5日に開催予定としておりま
す。ぜひご来場ください。また、市商店会連合会と共催
するスタンプラリーも例年通り開催しますので、改めて
本市の商業の魅力に触れていただきたいと思います。
　これからも市内商工業の振興と、にぎわいあふれる
まちづくりを進めてまいります。
　結びになりますが、茂原商工会議所のますますのご
発展と、会員皆様方のご多幸とご活躍を祈念申し上げ
まして、年頭のご挨拶といたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　令和5年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
本年一年が皆様にとって輝かしい年でありますよう、心
よりご祈念申し上げます。
　又、平素より、茂原商工会議所の事業並びに諸活動
に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
　さて、新型コロナウイルスの最初の症例が報告されて
以降、3年が経過しました。感染者数の拡大と減少を繰
り返しながらも、アメリカや欧州をはじめ、アジア諸国
でも、パンデミックからエンデミックへの移行が進めら
れております。我が国においても、適切な感染予防対策
とあわせ、エンデミックにむけた工程表を早急に示し、
国民のコロナマインドを払拭すべきであると感じます。
　またロシアによるウクライナ侵略、米ソ冷戦終結以
降初めてとなる世界的なインフレ経済への転換等、大
きな環境変化が次 と々押し寄せ、今後の世界経済がど
のように進んでいくのか、極めて予測困難な状況が続
いております。しかし、目の前にある逆境こそが次なる
長期的経済成長軌道の礎となり、構造改革やイノベー
ションを加速させます。2050年を目途とした脱炭素化
へと歩むグローバルコンセンサスは、直面しているリス
クの顕在化で、その時間軸を短縮させることが期待さ
れます。既に世界各国で脱化石燃料に向けた技術開
発競争が盛んにおこなわれ、代替エネルギーに関わる
産業が、今後のグローバル経済全体の成長エンジンと
なるのではないでしょうか。
　我が国の経済に目を向けると、水際対策の緩和でイ
ンバウンドも再開され、一部ではコロナ禍からの回復
が進んでいます。その一方で、企業経営は急速な円安
や物価上昇に見舞われ、中小企業を取り巻く環境は依
然として厳しい状況にあります。円安の急伸は、諸外国
との金融政策の違いもありますが、日本の国際競争力
の低下も要因であると考えられ、今こそ官民が一体と
なり「成長」と「分配」の好循環を実現させ、我が国経
済を成長軌道へと戻していく重要な時であるように感
じます。昨年11月に日本商工会議所第20代会頭に就

任された小林健氏は、所信の中で「我々、企業が成長の
原動力であるという当事者意識を持ち、現実を直視し、
果敢に自己変革に挑まなければ、この時代を生き抜くこ
とはできない。企業経営者が積極的に行動を起こして
いかなければならない。」と語られております。
　当所会員企業をはじめとする中小企業は、変化に対す
る柔軟な対応力を有しております。また、地域雇用の大半
を占め、地域経済やコミュニティを支える変革の主役で
す。茂原商工会議所は地域の第一線で活躍する会員企
業を支えるという使命を深く自覚し、伴走型支援を更に
強化していきます。具体的な取り組みとして、一昨年より
「緊急特別相談窓口」を設置し、事業復活支援金や千葉
県感染拡大防止対策協力金をはじめとする国や県、茂
原市の各種支援策の周知案内や申請に関するサポート、
資金繰り安定のための金融支援策を実施いたしました。
　また、中小企業診断士や社会保険労務士などの専門
家による定期的な「個別相談会」や、ハイブリッド受講に
対応した「茂原創業塾」の開催、新たな販路開拓手法とし
て「製造業のPR動画」作成事業など、様 な々ニーズに対
応し、きめ細やかな会員支援事業を実施いたしました。
　その一方で、感染拡大防止の観点から、例年行って
いる「茂原七夕まつり」については、来場者の健康、安
全を第一に考えた結果、苦渋の決断ではありましたが、
3年続けて中止の判断をいたしました。しかし、例年2月
に開催しております「もばら冬の七夕まつり」について
は2年ぶりに開催を予定しています。「七夕のまち茂原」
を広くPRするとともに、今年は2月5日から3月4日まで、
期間中のイルミネーションを中心に、各種イベントを盛
大に実施いたします。
　これからも茂原商工会議所は、更なるサービスの向
上で会員ニーズに的確に応え、「信頼される商工会議
所」「なくてはならない商工会議所」として市内事業者
の皆様の経営支援に全力で取り組んで参ります。
　結びに、会員の皆様のご繁栄と、ご家族の皆様の
ご多幸・ご健勝を心よりお祈り申し上げ、新年の挨拶
といたします。
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え、必要な支援を行ってまいります。
　なお、国や県などでも、中小企業向けに様々な支援
策を用意しております。お困りのことがございました

ら、茂原商工会議所や本市商工観光課へご相談くださ
い。
　また、茂原商工会議所との連携で平成28年から実施
しております「茂原創業塾」は、昨年通算7回目の開催を
迎え、延べ150名の方が修了しました。「茂原創業塾」
は、創業を志す方や創業後間もない方を対象に、創業
に必要な知識の習得を目的として毎年開催しておりま
す。専門家による講義の他、実際に創業塾を受講し創
業された方の講演や同じ志を持つ受講者同士の交流
を通して、創業の苦労や喜び、先輩創業者の実情など
を理解しながら、創業に向けたモチベーションアップを
図っております。本市では、茂原商工会議所をはじめ、
関係機関と連携しながら地域経済の活性化に寄与す
る創業者を引き続きサポートしてまいります。
　本市における夏の一大イベントである茂原七夕まつり
は、令和2年以降は中止となっております。本年は来場
者の安全確保を第一に考えた中で、華やかで盛大なま
つりを3年ぶりに開催したいと考えております。
　その開催に向けた布石として、2月に「もばら冬の七
夕まつり」を3年ぶりに開催いたします。会場を茂原
ショッピングプラザアスモ周辺に移し、もばらの未来を
担う子どもたちや大人が一緒になって楽しめるこれま
で以上にパワーアップしたイベントをお届けします。恒
例のイルミネーションの点灯は2月5日から3月5日まで
で、点灯式を含めたステージイベントや市内飲食店の
出店などのイベントを2月5日に開催予定としておりま
す。ぜひご来場ください。また、市商店会連合会と共催
するスタンプラリーも例年通り開催しますので、改めて
本市の商業の魅力に触れていただきたいと思います。
　これからも市内商工業の振興と、にぎわいあふれる
まちづくりを進めてまいります。
　結びになりますが、茂原商工会議所のますますのご
発展と、会員皆様方のご多幸とご活躍を祈念申し上げ
まして、年頭のご挨拶といたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　令和5年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
本年一年が皆様にとって輝かしい年でありますよう、心
よりご祈念申し上げます。
　又、平素より、茂原商工会議所の事業並びに諸活動
に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
　さて、新型コロナウイルスの最初の症例が報告されて
以降、3年が経過しました。感染者数の拡大と減少を繰
り返しながらも、アメリカや欧州をはじめ、アジア諸国
でも、パンデミックからエンデミックへの移行が進めら
れております。我が国においても、適切な感染予防対策
とあわせ、エンデミックにむけた工程表を早急に示し、
国民のコロナマインドを払拭すべきであると感じます。
　またロシアによるウクライナ侵略、米ソ冷戦終結以
降初めてとなる世界的なインフレ経済への転換等、大
きな環境変化が次 と々押し寄せ、今後の世界経済がど
のように進んでいくのか、極めて予測困難な状況が続
いております。しかし、目の前にある逆境こそが次なる
長期的経済成長軌道の礎となり、構造改革やイノベー
ションを加速させます。2050年を目途とした脱炭素化
へと歩むグローバルコンセンサスは、直面しているリス
クの顕在化で、その時間軸を短縮させることが期待さ
れます。既に世界各国で脱化石燃料に向けた技術開
発競争が盛んにおこなわれ、代替エネルギーに関わる
産業が、今後のグローバル経済全体の成長エンジンと
なるのではないでしょうか。
　我が国の経済に目を向けると、水際対策の緩和でイ
ンバウンドも再開され、一部ではコロナ禍からの回復
が進んでいます。その一方で、企業経営は急速な円安
や物価上昇に見舞われ、中小企業を取り巻く環境は依
然として厳しい状況にあります。円安の急伸は、諸外国
との金融政策の違いもありますが、日本の国際競争力
の低下も要因であると考えられ、今こそ官民が一体と
なり「成長」と「分配」の好循環を実現させ、我が国経
済を成長軌道へと戻していく重要な時であるように感
じます。昨年11月に日本商工会議所第20代会頭に就

任された小林健氏は、所信の中で「我々、企業が成長の
原動力であるという当事者意識を持ち、現実を直視し、
果敢に自己変革に挑まなければ、この時代を生き抜くこ
とはできない。企業経営者が積極的に行動を起こして
いかなければならない。」と語られております。
　当所会員企業をはじめとする中小企業は、変化に対す
る柔軟な対応力を有しております。また、地域雇用の大半
を占め、地域経済やコミュニティを支える変革の主役で
す。茂原商工会議所は地域の第一線で活躍する会員企
業を支えるという使命を深く自覚し、伴走型支援を更に
強化していきます。具体的な取り組みとして、一昨年より
「緊急特別相談窓口」を設置し、事業復活支援金や千葉
県感染拡大防止対策協力金をはじめとする国や県、茂
原市の各種支援策の周知案内や申請に関するサポート、
資金繰り安定のための金融支援策を実施いたしました。
　また、中小企業診断士や社会保険労務士などの専門
家による定期的な「個別相談会」や、ハイブリッド受講に
対応した「茂原創業塾」の開催、新たな販路開拓手法とし
て「製造業のPR動画」作成事業など、様 な々ニーズに対
応し、きめ細やかな会員支援事業を実施いたしました。
　その一方で、感染拡大防止の観点から、例年行って
いる「茂原七夕まつり」については、来場者の健康、安
全を第一に考えた結果、苦渋の決断ではありましたが、
3年続けて中止の判断をいたしました。しかし、例年2月
に開催しております「もばら冬の七夕まつり」について
は2年ぶりに開催を予定しています。「七夕のまち茂原」
を広くPRするとともに、今年は2月5日から3月4日まで、
期間中のイルミネーションを中心に、各種イベントを盛
大に実施いたします。
　これからも茂原商工会議所は、更なるサービスの向
上で会員ニーズに的確に応え、「信頼される商工会議
所」「なくてはならない商工会議所」として市内事業者
の皆様の経営支援に全力で取り組んで参ります。
　結びに、会員の皆様のご繁栄と、ご家族の皆様の
ご多幸・ご健勝を心よりお祈り申し上げ、新年の挨拶
といたします。
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企業や商店の経営に不可欠な資源の調達支援はもちろん、
さまざまな経営課題を解決するための「知恵」を継続的に提供する̶。それが、茂原商工会議所です。

経営資源の調達をサポート
●経営革新計画・経営改善計画の作成・取組みをサポート
■経営革新とは・・・企業の「新たな挑戦（事業展開・拡大）」を支援するものです。
○経営革新計画が承認されると、低利融資・債務保証など幅広い優遇支援が受けられます。
○商工会議所は、中小企業の方々の経営革新計画、資金繰り等の経営改善計画作成にあたって積極的に支援を行っており
　ます。まずは、ご相談ください。

●資金調達をバックアップ
企業の資金需要にお応えするために、無担保・無保証人で商工会議所の推薦に基づき融資が可能となる「マル経融資」や、
創業者のための制度融資を用意しています。この他、公的融資の情報をご提供します。
■主な公的融資制度は次のとおりです。（最新の情報は、直接お問合せください。）※希望にそえない場合もあります。

千葉県 小規模事業資金 ●従業員20名以下の方 5,000万円
●保証協会の保証が必要
●保証人１名以上が必要
　（担保不要）

区　分

国
小規模事業者
経営改善資金
（マル経融資）

●市内で１年以上事業を営み、６ヶ月以上
　前から商工会議所の指導を受けている方
●商業・サービス業は従業員５人以下
●製造業・その他は従業員20人以下（日本政策金融公庫）

資金名 融資対象者 融資限度額 保証人及び担保

2,000万円
●保証人と担保が不要
●商工会議所の推薦が必要

茂原市 茂原市中小企業
融資制度

●市内で１年以上同一事業を継続して
　営んでいるもの
●市税を滞納していないもの　●他

●保証人（法人の場合）
●担保（必要に応じて）

（運転）2,000万円
（設備）3,500万円

普通貸付
●ほとんどの業種が対象
●新規開業の方も利用できます 4,800万円 ●保証人１名以上が必要

●担保は場合によって必要

●どんなことでもご相談ください
1．巡回窓口経営相談
経営･金融・税務・法律・労務・貿易・技術問題など経営上の問題でお困りの方や経営を改善さ
せていこうとする会員に対して相談・指導・あっせんを通じて事業繁栄のお手伝いをします。

2．窓口専門相談
経営指導員による一般経営相談に加え、複雑な税務・法律問題など専門的事項に関するご相談には、
当所専門相談員(税理士・社労士・弁護士等)による無料相談コーナー(要予約)がご利用できます。

3．労働保険事務組合
労働者を1人でも雇うと労働保険に加入しなければなりません。委託可能な事業所は、金融・保険・不動産・小売業は50人以
下、サービス・卸業は100人以下、その他の業種は300人以下の事業所となります。

●人材は企業の財産です
円滑な人材確保、効果的な人材育成のために。一人ひとりが、働く喜びを感じながら、自分自身の能力を高めていくために。
時代の要請に応じた「人づくり」を、多角的にサポートします。
●検定試験・・・・・・人材の育成と、技術・技能の振興普及のため、｢日商簿記検定」「珠算検定」など各種の検定試験を実施

しております。社員教育、自己啓発にご活用ください。
●健康管理・・・・・・商工会議所では、会員企業の事業主、従業員、そのご家族のかたの健康管理にお役に立たせて頂くた

め、県内の専門の健診機関と提携し割安な料金で各種健診を実施しております。
●社員表彰・・・・・・勤続功労者並びに優良社員に対し、商工会議所会頭と各事業主の連名で表彰を行っております。

さまざまな経営課題の解決に 「共済制度」で備え充実　
●安心は企業のもう一つの力
企業、経営者、従業員。それぞれの安心を確保するために、商工会議所のスケールメリットを活かした、安価で安心な
各種「保険・共済制度」を用意しています。

いきいき共済(生命共済制度)　[1口800円から加入できます]　福祉団体定期保険+商工会議所独自の自家共済制度
●会員のみ加入ができます。 ●死亡保障はもちろん、不慮の事故による障害、入院についても保障 
●〔引受保険会社：アクサ生命保険〕
　　⇒その他にも 特定退職金共済制度・個人保険 などもご用意しております。

集団扱い自動車保険
●現在ご加入中の自動車保険でご利用いただけます。
●無事故割引後の保険料をさらに5％割引いたします。　
●事業所・役員はもちろん従業員の方々並びにそのご家族の方にもご利用いただけます。

火災共済　
●火災はもちろん、台風の災害や盗難などもワイドに補償　●掛け金が安く経費節減に役立ちます。　
●火災、落雷、破裂爆発、風災雪災、物体の落下衝突、騒じょう労働争議、水ぬれ、盗難、水災、他各種用意しています。

小規模企業共済
●小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは
　事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

ビジネス総合保険制度（総合保障型）
●会員事業者を取り巻く様々な事業活動リスクからお守りします。
●保障のモレ・ダブリを解消し、一本化してご加入できます。又、全国商工会議所のスケールメリットによる割安な
　保険料水準です。

●信用は企業の基盤です
原産地証明

●原産地証明とは、貿易取引される商品の国籍を証明するものです。
●貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする各種貿易関係の証明を発給しております。

電子証明書
●電子証明書は、ネット社会における印鑑登録証明書とも言えるものです。
●電子証明書に対する信頼は、技術・セキュリティ・審査といった運用面のみならず、第3者機関である認証局自体に対する社
　会的な評価と信頼が基礎となります。

●会館のご利用
各種会議、面接、講習会、研修会にご利用いただけます。会議室の種類、大きさ、料金等はお問合せください。

セミナーは受講したいけど
忙しくて時間がない ！

24時間いつでも
ご利用いただけます。

継続的に社員研修を
行いたい !

勉強会（社内研修）などに
ご活用いただけます。

受講したいセミナーが
開催していない ！

600本以上の豊富なラインアップ
から自由に選べます。

こんな方に
最適です

会員事業所の皆様の経営をインターネットを通じてサポートします。

会員限定

【お問合せ先】 茂原商工会議所 TEL.22-3361

こちらから
ご利用できます。

企業や商店の経営に不可欠な資源の調達支援はもちろん、
さまざまな経営課題を解決するための「知恵」を継続的に提供する̶。それが、茂原商工会議所です。

茂原商工会議所 入会のご案内

「茂原市商業振興基本条例」を制定　

～事業者の地域社会への貢献を求めて～

「茂原市商業振興基本条例」は、市、商工会議所、商店会及び
事業者が連携し、市民の理解と協力のもとに商業の振興を推
進していくことを基本に、それぞれの責任と義務を定め、商業基
盤の強化と地域経済の活性化を促進し、地域社会の発展と市
民生活の向上に寄与することを目的としています。

平成18年10月1日施行　

届出、お問合せは、市役所  商工観光課へ　TEL 0475-20-1528

基本方針と目的
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融資制度
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　営んでいるもの
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●ほとんどの業種が対象
●新規開業の方も利用できます 4,800万円 ●保証人１名以上が必要

●担保は場合によって必要

●どんなことでもご相談ください
1．巡回窓口経営相談
経営･金融・税務・法律・労務・貿易・技術問題など経営上の問題でお困りの方や経営を改善さ
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2．窓口専門相談
経営指導員による一般経営相談に加え、複雑な税務・法律問題など専門的事項に関するご相談には、
当所専門相談員(税理士・社労士・弁護士等)による無料相談コーナー(要予約)がご利用できます。

3．労働保険事務組合
労働者を1人でも雇うと労働保険に加入しなければなりません。委託可能な事業所は、金融・保険・不動産・小売業は50人以
下、サービス・卸業は100人以下、その他の業種は300人以下の事業所となります。

●人材は企業の財産です
円滑な人材確保、効果的な人材育成のために。一人ひとりが、働く喜びを感じながら、自分自身の能力を高めていくために。
時代の要請に応じた「人づくり」を、多角的にサポートします。
●検定試験・・・・・・人材の育成と、技術・技能の振興普及のため、｢日商簿記検定」「珠算検定」など各種の検定試験を実施

しております。社員教育、自己啓発にご活用ください。
●健康管理・・・・・・商工会議所では、会員企業の事業主、従業員、そのご家族のかたの健康管理にお役に立たせて頂くた

め、県内の専門の健診機関と提携し割安な料金で各種健診を実施しております。
●社員表彰・・・・・・勤続功労者並びに優良社員に対し、商工会議所会頭と各事業主の連名で表彰を行っております。

さまざまな経営課題の解決に 「共済制度」で備え充実　
●安心は企業のもう一つの力
企業、経営者、従業員。それぞれの安心を確保するために、商工会議所のスケールメリットを活かした、安価で安心な
各種「保険・共済制度」を用意しています。

いきいき共済(生命共済制度)　[1口800円から加入できます]　福祉団体定期保険+商工会議所独自の自家共済制度
●会員のみ加入ができます。 ●死亡保障はもちろん、不慮の事故による障害、入院についても保障 
●〔引受保険会社：アクサ生命保険〕
　　⇒その他にも 特定退職金共済制度・個人保険 などもご用意しております。

集団扱い自動車保険
●現在ご加入中の自動車保険でご利用いただけます。
●無事故割引後の保険料をさらに5％割引いたします。　
●事業所・役員はもちろん従業員の方々並びにそのご家族の方にもご利用いただけます。

火災共済　
●火災はもちろん、台風の災害や盗難などもワイドに補償　●掛け金が安く経費節減に役立ちます。　
●火災、落雷、破裂爆発、風災雪災、物体の落下衝突、騒じょう労働争議、水ぬれ、盗難、水災、他各種用意しています。

小規模企業共済
●小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは
　事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

ビジネス総合保険制度（総合保障型）
●会員事業者を取り巻く様々な事業活動リスクからお守りします。
●保障のモレ・ダブリを解消し、一本化してご加入できます。又、全国商工会議所のスケールメリットによる割安な
　保険料水準です。

●信用は企業の基盤です
原産地証明

●原産地証明とは、貿易取引される商品の国籍を証明するものです。
●貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする各種貿易関係の証明を発給しております。

電子証明書
●電子証明書は、ネット社会における印鑑登録証明書とも言えるものです。
●電子証明書に対する信頼は、技術・セキュリティ・審査といった運用面のみならず、第3者機関である認証局自体に対する社
　会的な評価と信頼が基礎となります。

●会館のご利用
各種会議、面接、講習会、研修会にご利用いただけます。会議室の種類、大きさ、料金等はお問合せください。

セミナーは受講したいけど
忙しくて時間がない ！

24時間いつでも
ご利用いただけます。

継続的に社員研修を
行いたい !

勉強会（社内研修）などに
ご活用いただけます。

受講したいセミナーが
開催していない ！

600本以上の豊富なラインアップ
から自由に選べます。

こんな方に
最適です

会員事業所の皆様の経営をインターネットを通じてサポートします。

会員限定

【お問合せ先】 茂原商工会議所 TEL.22-3361

こちらから
ご利用できます。

企業や商店の経営に不可欠な資源の調達支援はもちろん、
さまざまな経営課題を解決するための「知恵」を継続的に提供する̶。それが、茂原商工会議所です。

茂原商工会議所 入会のご案内

「茂原市商業振興基本条例」を制定　

～事業者の地域社会への貢献を求めて～

「茂原市商業振興基本条例」は、市、商工会議所、商店会及び
事業者が連携し、市民の理解と協力のもとに商業の振興を推
進していくことを基本に、それぞれの責任と義務を定め、商業基
盤の強化と地域経済の活性化を促進し、地域社会の発展と市
民生活の向上に寄与することを目的としています。

平成18年10月1日施行　

届出、お問合せは、市役所  商工観光課へ　TEL 0475-20-1528

基本方針と目的
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◆この制度の特徴

◆引受保険会社　－順不同－

●集団扱の契約者となれるのは茂原商工会議所会
員事業所及びその役員、従業員の方々が加入でき
ます。

●自動車保険の保険料が一般で加入した場合と比
べて年払いなら５％割引、月払いでも分割割増が
ありませんので、実質保険料が割安になります。

●保険料は保険開始月の２ヶ月後にご指定の口座よ
り自動引落しとなりますので、加入時に現金のご
用意は不要です。

●他の保険会社等（一部共済を除く）から切替えて
も無事故割引が継承できます。

※上記は「集団扱自動車保険の概要」をごく簡単に説明したもの
です。詳しい内容を記載した「パンフレット」「重要事項説明
書」をご覧ください。また、ご不明な点、具体的な手続きその他
詳細につきましては取扱代理店または引受保険会社にお問合
せください。

更新日が近い方は、今すぐお電話を。更新日が近い方は、今すぐお電話を。

集団扱自動車保険のご案内集団扱自動車保険のご案内

○経営改善貸付  年1.30％（R5 1.4現在）

小規模企業共済・倒産防止共済についての
お問合せは
茂原商工会議所　ＴＥＬ 22-3361

■連鎖倒産から中小企業を守ります！
取引先企業の倒産による連鎖倒産から事業主を守る
共済制度です。
1 最高8,000万円の共済の貸付けが受けられます。
2 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
3 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
4 一時貸付金制度も利用できます。

倒産防止共済制度■個人事業主や会社役員のみなさんを応援
　する国の共済制度です！
小規模企業の、個人事業主又は会社等の役員の方
がやめられたり退職されたりした場合に、生活の安
定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備
しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度と
いえるものです。

安心・確実な国の共済制度

掛金にも共済金にも税制上のメリット

事業資金等の貸付制度も充実

ライフプランに合わせた共済金の受取方法

小規模企業共済制度ご案内

茂原商工会議所・中小企業相談所
住所：茂原市茂原443番地
ＴＥＬ：22-3361　ＦＡＸ：23-7895　

「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します
「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します

弁護士による法律相談を行っています

●中小企業における「経営革新・業種変更」「創業・
　ベンチャービジネス」及び「よろず相談」等の、窓口
　相談と支援を行っています。

●相談日 2/14火
●時間は、14時30分～
●相談料　無　料
●事前予約が必要となります。
※詳細はHPをご覧ください。
URL https://www.mobara-cci.or.jp

当所会員の方は
お気軽にお問合せください。

要 予 約要 予 約

茂原商工会議所・中小企業相談所
お問合せ

ＴＥＬ：22-3361

千葉県信用保証協会による
相談会を実施
千葉県信用保証協会による
相談会を実施

相談料無料 あいおいニッセイ同和損保 TEL：0475-23-5311

損保ジャパン TEL：0475-20-3527

AIG損害保険 TEL：043-382-4020
　　　　　　　　　　　　　　　(A06A151176)

会員企業
限定

新 入 会 員 企 業 紹 介 ご入会ありがとうございました。

ファヒミアリレザ
佐藤　　博
石橋　直美
櫻田　　亮
田中みゆき
笠井　利恵
西川　莉沙

露天商（ケバブ）
飲食業
美容業
造園（伐採専門）
飲食業
飲食業
脱毛サロン

上林146-12
町保4-7
綱島309-17
緑ヶ丘5-34
法目1293-1
法目922-7
新小轡301-14

Merci
音威子府食堂
ヘアーサロンオランジュ
Tree Life
薬膳餃子GOGYO
りとるCafé
美肌脱毛サロンMercury

1

2

3

4

5

6

7

　　　ー
　　　ー
0475-27-4136
　　　ー
　　　ー
　　　ー
　　　ー

NO. 事 業 所 名 事 業 所 住 所 電 話 番 号 代 表 者 業 　 種

◆令和5年度　日本商工会議所検定案内 詳細は、３月頃に当所ホームページにて公開いたします。

検 定 だ よ り

試験会場 ： 珠算 　　　 茂原商工会議所
試験会場 ： 簿記 　　　 一宮商業高等学校

受験料
2,340円
7,850円

1,730円
4,720円

1,530円
2,850円

1,020円珠　　算
簿　　記

1級 2級 3級 4～6級検定の種類 

珠　　　算

簿　　　記

第228回 
第229回 
第230回 
第164回 
第165回 
第166回 

6月25日（日）
10月22日（日）

令和6年2月11日（日）
6月11日（日）

11月19日（日）
令和6年2月25日（日）

試験日回数

〈簿記検定ネット試験について〉
■ネット試験の
　受験方法はこちら▶

■ネット試験
　施行機関はこちら▶

事業主のみなさん！“やるべきこと”はお済みですか？
働き方改革の現在 ～制度を知って誰もが働きやすい職場環境へ～

◆日　　時　２月８日（水）　１３時～
◆会　　場　茂原市役所市民室
◆対 象 者　事業主、労務担当者
◆参 加 費　無料
◆定　　員　５０人（申込順）
◆講　　師　古賀 康史氏（社会保険労務士）
◆申込方法　WEB、FAX、メール
　　　　　　※メールの場合は、氏名、事業所名、所在地、連絡先をご明記ください。
◆申込締切　1月31日（火）
◆共　　催　茂原市商工観光課、千葉働き方改革推進支援センター、茂原商工会議所、茂原市商店会連合会

【お申し込み・お問合せ】　茂原市役所 商工観光課（６階） 
　　　　　　　　　　　 メール shinkou@city.mobara.chiba.jp　電話（２０）１５２８　FAX（２０）１６０４

　茂原市では、年次有給休暇の確実な取得や、時間外労働の上限規制など、これまで法によって義務化されて
きた制度や事業主が取り組むべき対策などをわかりやすく説明・解説するセミナーを開催します。事業主や労
務担当者の皆さま、ぜひご参加ください！
　当日は、よろず相談会も実施します。事業主の様 な々悩みについて相談できますので併せてご参加ください！

▲Web申し込みは
こちら

い　ま
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6月11日（日）

11月19日（日）
令和6年2月25日（日）

試験日回数

〈簿記検定ネット試験について〉
■ネット試験の
　受験方法はこちら▶

■ネット試験
　施行機関はこちら▶

事業主のみなさん！“やるべきこと”はお済みですか？
働き方改革の現在 ～制度を知って誰もが働きやすい職場環境へ～

◆日　　時　２月８日（水）　１３時～
◆会　　場　茂原市役所市民室
◆対 象 者　事業主、労務担当者
◆参 加 費　無料
◆定　　員　５０人（申込順）
◆講　　師　古賀 康史氏（社会保険労務士）
◆申込方法　WEB、FAX、メール
　　　　　　※メールの場合は、氏名、事業所名、所在地、連絡先をご明記ください。
◆申込締切　1月31日（火）
◆共　　催　茂原市商工観光課、千葉働き方改革推進支援センター、茂原商工会議所、茂原市商店会連合会

【お申し込み・お問合せ】　茂原市役所 商工観光課（６階） 
　　　　　　　　　　　 メール shinkou@city.mobara.chiba.jp　電話（２０）１５２８　FAX（２０）１６０４

　茂原市では、年次有給休暇の確実な取得や、時間外労働の上限規制など、これまで法によって義務化されて
きた制度や事業主が取り組むべき対策などをわかりやすく説明・解説するセミナーを開催します。事業主や労
務担当者の皆さま、ぜひご参加ください！
　当日は、よろず相談会も実施します。事業主の様 な々悩みについて相談できますので併せてご参加ください！

▲Web申し込みは
こちら

い　ま
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茂原商工会議所HPはこちら ▼

茂原商工会議所　公式SNS開設

検索茂原商工会議所

■会員数／1,184事業所
　（令和4年12月31日現在）

当所では、LINE・Youtube・Facebook・
Twitterを活用した情報発信に努めています。
アカウントをお持ちの方は、是非フォローして
いただき、情報の収集にお役立てください。

写真撮影／茂原市在住　青柳　征三 様

outline ●会頭挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
●市長挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●茂原商工会議所 入会のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
●インフォメーション（各種お知らせ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

一面を金色に染める日の出のような明るく希望に
満ちた一年を願って
　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
　房総の地域では水平線から昇る初日の出を拝みに、多くの方が
海岸を訪れます。
　その姿は雄大であり、明けの輝く太陽のあたたかさを正面から
感じることでしょう。
　今年一年が皆様にとってこの太陽のように明るく希望に満ち
た年になりますよう、新型コロナウイルス感染症の終息を願うと
ともに、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

令和5年

１月号

私たちは、同じ境遇で日々 を過ごしています。悩みを共有し、事業を発展させていくのはこの仲間です。
この仲間は街で開催されるイベントの賛助をしたり、独自にイベントを主催したり、経営の勉強会や講習会、仕事相談や
マッチング、自身のスキルアップのために日々 働いています。
気軽に参加して、来れるときだけ遊びに来てください。全国に仲間が待っています。
未来を託され、地域を動かし、支えているのは私たち、商工会議所青年部かもしれません。
この街で、この仲間とともに、明るい未来を創れたら素敵だと思います。
かけがえのない人たちと、かけがえのない地域のために。

茂原商工会議所　青年部　新入会員募集
個人事業主・中小企業の経営者、またはその後継者等で45歳以下の男女の皆様！ 商工会議所青年部に
入会して同世代の経営者仲間を作りませんか？ 事業を通じて共に過ごす時間は自身の財産になります！

【入会資格】茂原商工会議所の会員及び後継者、従業員等で、満20～45歳までの方であれば、男女問わず会員となることができます。
【年 会 費】36,000円（年度途中の入会の場合は月割り）
【問合せ先】TEL.0475-22-3361　茂原商工会議所　青年部担当

茂原商工会議所女性会は、新入会員の募集を行っております。
社会で活躍する女性として、当女性会の活動を通じ、地域振興や今後の街づくりを一緒に考えてみませんか？

茂原商工会議所　女性会　新入会員募集

【入会資格】茂原商工会議所の会員及び女性経営補佐役等。また、当女性会役員会の承認を得た者。
【年 会 費】6,000円（年度途中の入会の場合は月割り）※入会金はありません
【主な活動】■各種講演会・講習会の開催、視察研修会の実施
　　　　　■地域事業への参加・協力（茂原七夕まつり等）　■会員間の親睦活動
【問合せ先】TEL.0475-22-3361　茂原商工会議所　女性会担当
みんなで地域を盛り上げ、お互いの交流を深めましょう！　興味のある方は、ぜひ事務局までご連絡ください！

令和5年1月8日（日）～2月5日（日）イベント開催期間

お店スタンプを集めて応募しよう！

同 時 開 催

［冬の七夕］イルミネーション 地元グルメの出店

ステージイベント

15：００～17：45
開催時間

開催時間 10：00～18：00
アスモ1階特設会場開催場所

豊田川（愛称：天の川）沿いの自転車道路に、全長約100ｍの
アーチ型のイルミネーション「きらめき-MOBARA STARWAY-」が登場。
織姫、彦星になりきって、天の川を歩く体験をどうぞ。

アップル幼稚園の鼓笛隊や茂原北陵高校
のダンス部、世界で活躍する宮窪研さんに
よるガスを使用した炎舞などでイベント会
場を大いに盛り上げます。

茂原商工会議所青年部による茂原市周辺
で捕れた「ジビエ」をはじめとした料理の提
供や茂原市観光協会作成の観光ガイドブッ
ク「もばらでのんびり」に掲載の市内飲食店
などが出店し、茂原のおいしい地元グルメ
を堪能できます。

大多喜ガス公式キャラクターぽっぽ、ぱっぱ大多喜ガス公式キャラクターぽっぽ、ぱっぱ※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。※イラストはイメージです。

日没～21：00
2/5〈SUN〉 3/5〈SUN〉
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短冊展示

市内小学生のお願いご
とを約3,600枚の短冊
にして展示。
イベント当日来場者限
定で、茂原市マスコット
キャラクター「モバりん」
短冊に、お願いごとを書
くことができます。

（数には限りがあります。）

当日
要予約

冬の七夕まつり冬の七夕まつり
ちょっと大 人な七夕まつりちょっと大 人な七夕まつり

くわしくは
もばら冬の七夕まつり
HPをご覧ください

彦星と織姫が年に１度会うことが許された日、七夕。
そんな特別な日を、茂原ではもう１日だけ創りました。

「七夕のまち 茂原」が贈る、ちょっと大人な七夕まつり。
特別な人と過ごす、特別な体験をあなたに。


