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■会員数／1,186事業所
　（令和5年1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。
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もばら冬の七夕まつり開催（2/5～3/5）
　茂原といえば「七夕」ですよね。
　「もばら冬の七夕まつり」は、冬季にも多くの人に訪れてもらい、
地域活性化を図ろうと2015年に始まり、今年は3年振りに開催
され、2月5日（日）には、豊田川、茂原ショッピングプラザアスモ
駐車場でイベントが行われました。
　当日は、イルミネーション点灯式や各種ステージイベントが
行われ、市内はもとより県内外から多くの人々にご来場いた
だき、無事終了いたしました。
　ご協力、ご協賛いただきました皆様、ありがとうございました。

　また、期間中の午後5時半から午後9時の間は、豊田川（愛称：
天の川）沿いの自転車道路に、冬の七夕イルミネーションが設置
されています。
　まだ見ていない方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。
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茂原商工会議所主催セミナー　「販路開拓」×「SNSソーシャルメディア」

【セミナー申込書】
茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895
お問合せ TEL 22-3361

※ご記入いただきました個人情報は慎重に取り扱い、
　本セミナーの運営・管理、その他情報提供のみに
　使用いたします。

希望するセミナーを
○で囲んでください。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 e-mail

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

2/27月
3/23木

ホームページ活用セミナー
SNS活用実践セミナー

【ご参加に際してのご案内とお願い】　• 会場内の換気・距離等の感染予防対策を徹底します。　• 会場では、マスクの着用をお願いいたします。　• 当日、発熱や倦怠感がある場合、ご遠慮ください。

セミナーの内容
（1） ホームページ運用失敗あるある
（2） ホームページ戦略を考え直そう
（3） アクセス増加の秘訣
（4） 文章･画像･動画の活用方法
（5） ホームページへの集客方法
（6） 事例紹介
（7） まとめ

活かさなきゃ
もったいない！

成功する秘訣は運用にあり！  ホームページ活用セミナー

日　時 ： 2月27日月　14：00～16：00

受講料 ： 無料

対　象 ： 自社のホームページをもっと活用したいとお考えの方
※参加の条件　すでにホームページをお持ちの方

定　員 ： 15名

会　場 ： 茂原商工会議所

すでにホームページはあるけれど、どう活用したらよいか困っていませんか？
ホームページは“24時間働く営業パーソン”と言われます。
ホームページをブラッシュアップして、もっとホームページに働いてもらいましょう！

お申込み方法 ： 下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

講　師 ： 安藤  昌明 氏

株式会社エイチ・エーエル

セミナーの内容
（1） 主なSNSの種類
（2） LINE公式アカウントの活用方法
（3） インスタグラムの活用方法
（4） 登録者を増やそう
（5） お客さまを増やすためのSNS活用方法
（6） 事例紹介
（7） まとめ

LINE公式アカウント
Instagramを
活用しよう！

ＨＰと連動して効果抜群！  SNS活用実践セミナー

日　時 ： 3月23日木　14：00～16：00

受講料 ： 無料

対　象 ： LINE公式とInstagramをもっとビジネスに活用したい方
※参加の条件
　LINEとInstagram（インスタグラム）の基本的操作ができる方

定　員 ： 15名

会　場 ： 茂原商工会議所

今やSNSを使わずして情報発信の方法は他にはありません。ホームページを最大限活かすためにも、
各々の特性を知ってSNSを有効活用しましょう。
本講座ではLINE公式アカウントとInstagram（インスタグラム）に絞って、活用のポイントをお伝えします。

お申込み方法 ： 下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

講　師 ： 安藤  昌明 氏

株式会社エイチ・エーエル

理系の大学卒業後、大手家電メーカー子会社のプログラマとして従事。
その後、東京都内のデザイン会社に転職し、様々な企業のホームページと紙媒体（カタログ、チラシ等）のディレクションとデザインを担当。
2003年に独立してからは、中小企業のデザイン関連業務と経営に関する支援を行う。経営とデザインの両方が解る、数少ない専門家である。
現在、 「経営戦略×デザイン×WEBマーケティング×IT活用」を中心に、様々な業種の中小企業を支援中。
中小機構経営支援アドバイザー、東京都中小企業振興公社登録専門家、中小企業診断士

講師：株式会社エイチ・エーエル　安藤 昌明 氏
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茂原産業㈱ 創作スイーツ＆フレンチ レーヴ ㈱さくら印刷

㈲ナルケ薬粧 四季料理 どんなか川 美容室 VIVITO

ケイタリング＆レストラン オット みかわや 共栄アルミ㈱

秋葉会頭挨拶 田中市長挨拶

　体験教室委員会（雪田委員長）は、令和5年1月19日（木）出張職場体験を開催しました。今回は、茂原市立茂原中学校の
2年生が参加をし、職場体験を通して、子供たちのキャリア育成の推進に寄与することができました。
　ご協力いただきました事業所の皆様に厚く御礼申し上げます。

　1月11日（水）午後4時半より、真名
カントリー倶楽部にて『令和5年 新年
賀詞交歓会』を開催しました。役員・
議員を中心にご参加をいただきました。
　秋葉会頭の年始挨拶後、田中豊彦 
茂原市長、市原淳 県議会議員よりご
挨拶をいただきました。懇親会では
新年の抱負を語り合いながら、和や
かな雰囲気の中終了しました。

トップニュース

出張職場体験を開催！！

『令和5年 新年賀詞交歓会』 開催

　令和4年春の叙勲において、旭日小綬章を受章

された秋葉会頭の叙勲祝賀会が、1月29日（日）

午前11時から、ホテルニューオータニ幕張に

於いて、300名を超える方々をお迎えし開催され

ました。

　秋葉会頭・京子夫人に対しては、多くの方から

お祝いのお言葉をいただき、厳かな中にも終始

和やかな雰囲気で祝賀会が行われました。

秋葉吉秋　茂原商工会議所会頭

「旭日小綬章」 受章祝賀会開催

秋葉会頭の謝辞

会場風景 発起人代表挨拶　田中豊彦　茂原市長

　当会議所顧問・千葉石油株式会社代表取締役会長の安藤 矗勇氏が１月18日ご逝去
されました。

　安藤氏は、昭和12年生まれ。昭和35年に家業の安藤石油株式会社・千葉石油株式
会社に就職後、事業経営に心血を注がれ多大な業績をあげられました。当会議所とし
ては、昭和58年に常議員、平成元年に就任した副会頭を5年9か月務めた後、平成7年に
会頭へ就任しました。また、千葉県公安委員長、千葉県石油健康保険組合理事長、茂原
青年会議所理事長、茂原七夕まつり実行委員会副会長、茂原市姉妹都市選定委員長等
数多く役職を歴任されました。
　確固たる信念に基づき、誠意と情熱をもって商工会議所活動の進展と円滑な運営に
あたり、商工会議所の社会的信用と地位向上に多大なご貢献をされました。
　ここに在りし日の温容を仰ぎ、心からご冥福をお祈り申し上げます。

安藤 矗勇氏（第10代会頭）ご逝去
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もばら冬の七夕まつり2023もばら冬の七夕まつり2023
もばら冬の七夕まつりは、無事終了いたしました。
ご協力いただきました皆様に対して厚く御礼申し上げますとともに、
協賛事業所のご芳名をここに紹介いたします。

女性会だより

　令和4年12月16日（金）第4回目のフードバンク事業と
して、中核地域生活支援センター長生ひなた様を通して
寄贈しました。
　今回は簡単に調理ができるレトルト食品、カップ麺な
どの食料品を寄贈しました。
　来年度もこの事業を継続していきたいと思います。

生活困窮者支援（フードバンク事業）

フードバンク事業の様子

　令和5年1月17日（火）三井ガーデンホテル千葉で開催された県商女連新春講演会・賀詞交歓会に4名で参加しま
した。講演会では特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ ネットワーク（J Win）会長理事 
内永 ゆか子氏より、「経営戦略としてのダイバーシティ・マネジメント」というテーマで、講演を聴きました。その後
の賀詞交歓会では、他女性会と交流を深めながら、有意義な時間を過ごしました。

県商女連新春講演会・賀詞交歓会に参加

賀詞交歓会講演会の様子

林会長挨拶 講演会の様子

女性会「新年講演会」を開催
　令和5年1月24日（火）竹りんに於いて、3年振りに新年講演会を開催しました。茂原市長 田中豊彦様より、「2023年 
茂原市の展望」をテーマにご講演をいただきました。その後の懇親会では、ご来賓の方々と食事をとりながら、和や
かな雰囲気の中閉会しました。

田中市長挨拶

ショッピングプラサ・アスモ
東洋ケミカルエンジニアリング株式会社
房総プラント株式会社
株式会社秋葉商店
千葉石油株式会社
株式会社マックス
茂原市建設業組合
茂原卸商業団地組合
関東天然瓦斯開発株式会社
大多喜ガス株式会社

双葉電子工業株式会社
三井化学株式会社　市原工場　茂原分工場
沢井製薬株式会社　関東工場
株式会社ジャパンディスプレイ
株式会社千葉銀行茂原支店
株式会社M-STYLE
ブライダル・アビエさわだ貸衣装
株式会社竹りん
株式会社藤田製作所
茂原ロータリークラブ

株式会社千葉興業銀行茂原支店
株式会社京葉銀行茂原支店
房総信用組合
株式会社合同資源千葉事務所
妙中鉱業株式会社
南総通運株式会社　茂原支店

【協賛事業所ご芳名】
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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1.18％（R5 2.1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 3/17金・4/18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

詳細は、茂原商工会議所事務局まで　ＴＥＬ．０４７５-２２-３３６１

今年も決算申告の時期になりました。当所では、税理士による個別無料相談会を実施いたします。
詳細は下記の通りです。
回数 期　　日 時    間 場    所 税理士名

１
２
３
４

2月17日（金）
2月24日（金）
3月  3日（金）
3月  6日（月）

午前10時～
　　　午後3時

茂原商工会議所 本納支所
茂原商工会議所 本所
茂原商工会議所 本所
茂原商工会議所 本納支所

雪田ひろみ
地引　久貴
地引　久貴
雪田ひろみ

決算申告無料相談会のご案内

※詳細、お申込みに関しては、同封チラシ『令和元年度 決算申告無料相談会』をご参照ください。

■ 詳細は、それぞれのタイトルで検索していただくか、下記QRコードを読み取っていただき、
　 ご確認をお願いいたします。

支援金・助成金・その他 （2月1日時点）

休業支援金・給付金 雇用調整助成金 その他補助金・支援金

市・県民税の特別徴収（給与天引き）を徹底しています
　千葉県及び県内の全市町村は、法令順守及び給与所得者の利便性向上などの観点から、平成
28年度より特別徴収を徹底しています。
　特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように事業者（給与支払者）が従業員等（納税義務者）
に毎月支払う給与から市・県民税を天引きし、従業員等に代わって市町村に納入していただく制度
です。原則としてアルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
具体的な手続きについては、従業員の方のお住まいの市町村にお問合せください。

【お問合せ】　茂原市役所企画財政部市民税課　TEL：0475-20-1577　FAX：0475-20-1609

茂原創業塾を修了し、新たに開業されたお店をご紹介！

　例年、当所で創業支援の一環として実施している茂原創業塾を修了し、
開業した会員さんを紹介しています！
　毎月更新していますので、気になるお店を見つけたら、是非足を運んで
みてください！！
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茂原商工会議所　公式SNS開設

検索茂原商工会議所

■会員数／1,186事業所
　（令和5年1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。

outline ●『令和5年 新年賀詞交歓会』 開催 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
●出張職場体験を開催！！ 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●生活困窮者支援（フードバンク事業） 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
●インフォメーション（各種お知らせ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

もばら冬の七夕まつり開催（2/5～3/5）
　茂原といえば「七夕」ですよね。
　「もばら冬の七夕まつり」は、冬季にも多くの人に訪れてもらい、
地域活性化を図ろうと2015年に始まり、今年は3年振りに開催
され、2月5日（日）には、豊田川、茂原ショッピングプラザアスモ
駐車場でイベントが行われました。
　当日は、イルミネーション点灯式や各種ステージイベントが
行われ、市内はもとより県内外から多くの人々にご来場いた
だき、無事終了いたしました。
　ご協力、ご協賛いただきました皆様、ありがとうございました。

　また、期間中の午後5時半から午後9時の間は、豊田川（愛称：
天の川）沿いの自転車道路に、冬の七夕イルミネーションが設置
されています。
　まだ見ていない方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。

F e b r u a r y
22023

茂原商工会議所主催セミナー　「販路開拓」×「SNSソーシャルメディア」

【セミナー申込書】
茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895
お問合せ TEL 22-3361

※ご記入いただきました個人情報は慎重に取り扱い、
　本セミナーの運営・管理、その他情報提供のみに
　使用いたします。

希望するセミナーを
○で囲んでください。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 e-mail

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

2/27月
3/23木

ホームページ活用セミナー
SNS活用実践セミナー

【ご参加に際してのご案内とお願い】　• 会場内の換気・距離等の感染予防対策を徹底します。　• 会場では、マスクの着用をお願いいたします。　• 当日、発熱や倦怠感がある場合、ご遠慮ください。

セミナーの内容
（1） ホームページ運用失敗あるある
（2） ホームページ戦略を考え直そう
（3） アクセス増加の秘訣
（4） 文章･画像･動画の活用方法
（5） ホームページへの集客方法
（6） 事例紹介
（7） まとめ

活かさなきゃ
もったいない！

成功する秘訣は運用にあり！  ホームページ活用セミナー

日　時 ： 2月27日月　14：00～16：00

受講料 ： 無料

対　象 ： 自社のホームページをもっと活用したいとお考えの方
※参加の条件　すでにホームページをお持ちの方

定　員 ： 15名

会　場 ： 茂原商工会議所

すでにホームページはあるけれど、どう活用したらよいか困っていませんか？
ホームページは“24時間働く営業パーソン”と言われます。
ホームページをブラッシュアップして、もっとホームページに働いてもらいましょう！

お申込み方法 ： 下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

講　師 ： 安藤  昌明 氏

株式会社エイチ・エーエル

セミナーの内容
（1） 主なSNSの種類
（2） LINE公式アカウントの活用方法
（3） インスタグラムの活用方法
（4） 登録者を増やそう
（5） お客さまを増やすためのSNS活用方法
（6） 事例紹介
（7） まとめ

LINE公式アカウント
Instagramを
活用しよう！

ＨＰと連動して効果抜群！  SNS活用実践セミナー

日　時 ： 3月23日木　14：00～16：00

受講料 ： 無料

対　象 ： LINE公式とInstagramをもっとビジネスに活用したい方
※参加の条件
　LINEとInstagram（インスタグラム）の基本的操作ができる方

定　員 ： 15名

会　場 ： 茂原商工会議所

今やSNSを使わずして情報発信の方法は他にはありません。ホームページを最大限活かすためにも、
各々の特性を知ってSNSを有効活用しましょう。
本講座ではLINE公式アカウントとInstagram（インスタグラム）に絞って、活用のポイントをお伝えします。

お申込み方法 ： 下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

講　師 ： 安藤  昌明 氏

株式会社エイチ・エーエル

理系の大学卒業後、大手家電メーカー子会社のプログラマとして従事。
その後、東京都内のデザイン会社に転職し、様々な企業のホームページと紙媒体（カタログ、チラシ等）のディレクションとデザインを担当。
2003年に独立してからは、中小企業のデザイン関連業務と経営に関する支援を行う。経営とデザインの両方が解る、数少ない専門家である。
現在、 「経営戦略×デザイン×WEBマーケティング×IT活用」を中心に、様々な業種の中小企業を支援中。
中小機構経営支援アドバイザー、東京都中小企業振興公社登録専門家、中小企業診断士

講師：株式会社エイチ・エーエル　安藤 昌明 氏


