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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。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 e-mail

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

3/23木 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） 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

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。

今年10月からインボイス制度が開始！

　インボイスを発行するためには、税務署に「インボイス
発行事業者」となるための登録申請が必要です。イン
ボイス制度とは何か、事業者はどんな準備が必要なの
かなどを分かりやすく解説しています。
　詳細は、下記の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。

◀国税庁 ◀政府広報オンライン

◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！
気になるお店を見つけて、ぜひ足を運んでみてください！

◆ 製造業に関わる会員事業所を紹介しています！◆ 製造業に関わる会員事業所を紹介しています！
お取引先をお探しの方は、右記ＱＲコードを読み取ってください！
新規掲載をご希望の方は、茂原商工会議所までご連絡ください。

「商工もばら」令和5年2月号に掲載しました次の記事におきまして、誤りがありました。　5ページ「もばら冬の七夕まつり2023」の協賛事業所ご芳名
　（正）ショッピングプラザ・アスモ　　　（誤）ショッピングプラサ・アスモ

会員事業所の皆さま並びに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。
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トップニュース

女性会だより

2月22日（水）福利厚生委員会による「親睦会」を4年振りに実施いたしました。
今回は、「歌舞伎鑑賞」「法務省赤レンガ棟内史料展示見学」をしました。
参加者の皆様と交流を深めながら、有意義な時間を過ごしました。

女性会「親睦会」を実施

法務省赤レンガ棟内史料展示見学歌舞伎座鑑賞

会員企業への巡回訪問を強化します
　経営に関する”悩みごと”や”困り
ごと”などがございましたら、お気軽
にご相談ください！
　感染症予防対策を十分に行いご
訪問いたしておりますので、是非、
ご理解ご協力をお願いします。

こんな悩みはありませんか？

是非、ご相談ください！

◆ 各種コロナ支援策　◆ 経営全般に関する相談　
◆ 補助金・助成金の申請　◆ 融資制度　◆ 事業承継・M＆A　
◆ 社員研修・経営セミナー　◆ 共済・保険
◆ 専門家相談（法律・税務・労務・知財・診断士）
◆ 販路拡大（ビジネスマッチング）　◆ 検定（簿記・珠算）
　 など…

茂原商工会議所　公式SNSについてご案内

当所では、SNSを活用した情報発信に努めています。
以下SNSの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。

◀ LINE
・当所主催のイベントや行事、セミナーのお知らせ
・国や千葉県、茂原市の補助金や支援金のお知らせ
・その他

◀ YouTube
・当所、事業所の紹介動画
・その他

◀ Facebook
・当所主催の行事やイベント、セミナーの事業報告
・その他

◀ Twitter
・当所主催のイベントや行事、セミナーのお知らせ
・国や千葉県、茂原市、各関係機関やキャンペーンのお知らせ
・外部の主催する展示会や出展募集、セミナーのお知らせ
・法改正、諸制度改正（税務・労働等）のお知らせ
・防災対策のお知らせ　　・その他

■ 詳細は、それぞれのタイトルで検索いただくか、下記QRコード読み取りにより、ご確認をお願いいたします。

補助金・支援金・その他 （3月1日時点）

休業支援金・給付金（厚生労働省）
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の
措置の影響により休業させられた労働者のうち、休
業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった
方に対し、支給されるものです。

茂原市利子補給制度（茂原商工会議所）
中小企業者の振興と経営の安定を図るた
め、マル経融資（小規模事業者経営改善資
金融資）利用者に対し、利子の一部を補給
し金利負担の軽減をするものです。

その他融資制度（茂原商工会議所）
国・県・市による各種融資制度です。

補助金・助成金（茂原商工会議所）
補助金も助成金も、国や地方公共団体から
支給されるお金のことです。

補助金・助成金検索ツール（茂原商工会議所）
様々な条件を指定し、自社に合った補助金
や助成金を検索できるツールをご紹介して
います。

新規輸出1万者支援プログラム（経済産業省）
新たに輸出に乗り出すみなさまを後押しす
る支援策です。

　2月24日（金）、部会長・委員長
会議を開催しました。
　この会議では、各部会・委員
会で話し合われた令和5年度の
事業計画が発表されました。
　昨年11月改選後、新たな組織
での活動になります。

部会長・委員長会議の様子

部　会　名 部　会　長

商業部会

工業部会

金融業部会

交通業部会

建設業部会

観光サービス業部会

諸業部会

渡辺　公孝

内川　　毅

長岡　明大

鶴野　悠平

山﨑　忠一

麻生　正視

千葉　正己

委 員 会 名 委　員　長

総務委員会

財政強化委員会

SDGs推進委員会

情報委員会

労務対策委員会

体験教室委員会

麻生　和男

長岡　明大

澤田めぐみ

今関　毅彦

杉木　範行

雪田　康夫

部会長・委員長会議を開催
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 小規模事業者経営改善資金融資（マル経）は、商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者に対し、日
本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度であり、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利
から0.9％引下げ。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長。3月1日時点での金利は1.30％。

新型コロナウイルス対策マル経融資

【お問合せ先】　茂原商工会議所 指導課　TEL.22-3361

（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1カ月未満の任意の期間における売上高

【ご利用いただける方】
①市内で1年以上事業を営み、6カ月以上前から商工会議所の指導を受けている方。
②最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの

年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者の方。
③前4年すべての同期と比較が望ましくない場合であって、最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月
（最近1カ月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。
ａ.過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

（3月1日時点）

無担保
無保証人

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【ご利用いただける方】
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方。
①最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月間（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5％

以上減少した方。
②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、または店舗増加や合併等、売上増加に直結する設備投資や雇用等の

拡大を行っている企業等、前4年同期と単純に比較できない場合等は、最近1カ月間等（注）の売上高又は
過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。

ａ.過去3カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【お問合せ先】　平日のご相談：日本公庫事業資金相談ダイヤル　フリーダイヤル 0120-154-505
　　　　　　　土曜日のご相談：日本公庫　フリーダイヤル 0120-112476

（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1カ月未満の任意の期間における売上高

（3月1日時点）

0.9％金利
引き下げ

当所ホームページ内
『茂原商工会議所会員“製造業”紹介ページ』に
自社情報を掲載しませんか！？

　取引先を求めて、茂原商工会議所ホームページをご覧になった方が、“探して
いる業種”で会員事業所（製造業等）を検索できるものです。
　掲載内容は、企業概要や自社PRに加え、製品情報や設備情報の他、地図や
写真など幅広い情報を、原則無制限に掲載できます。
　掲載費用は無料で、回答フォームに回答をご入力いただくだ
けで、簡単に自社をアピールできます。また、掲載内容の更新も
可能であり、簡易的なホームページとしての活用も可能です！

製造業紹介ページとは？

申込から掲載までの流れ

自社ページの完成！

⬇

⬇

⬇

⬇

下記QRより申込用紙をダウンロード！

申込用紙に内容をご記入の上、会議所へFAX！

申込用紙にご記入いただいたアドレス宛に
事務局より回答フォームが届きます！

回答フォームを入力しメールで返信！

事務局でページを作成⇒事業所で内容確認
　おもてなしギフトは、全国の特産品・名産品を産地直送にてお届けする「地域ブランド
ギフト専門店」として、商工会議所が運営しています。
　「本当に美味しいものを贈りたい」「地域の素晴らしいものを贈りたい」、そんな気持ち
に自信を持ってお応えできるギフト商品です。

会員限定　サービス紹介

▉ おもてなしギフトショップ（有料）

サイズ

ご利用料金

お 申 込 み

状　態

納　品 方　法

期　日

発 行 部 数

注 意 事 項

お問合せ先

A3 A4

44,000円（税込） 22,000円（税込）

同封希望月の前月末まで

二つ折り そのまま

郵送または持参

発行日の5日前まで（土日祝日を除く）

随時確認

発行月ごとに1事業所1枚のみ利用可能

22-3361（広報担当）

茂原商工会議所の会員であれば、どなたでも利用可能のサービスです。
詳細は、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。

　ザ・ビジネスモールは、日本全国530団体以上の商工会議所・商工会で共同で運営す
る「会員限定」の商取引支援サイトです。
〇 日本全国の商工会議所等会員企業データベース
〇 会員同士の無料マッチングサービス
で商工会議所・商工会の会員企業のビジネスマッチングを促進します。

▉ ザ・ビジネスモール（無料）

　当所広報誌「商工もばら」へチラシを同封するサービスで、会員企業への宣伝ができ
るサービスです。
　茂原商工会議所会報「商工もばら」にあなたの会社の商品やイベント情報を同封し、
約1,200社の会員事業所様へPRしませんか！？

▉ ビジネス情報同封サービス（有料）
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 小規模事業者経営改善資金融資（マル経）は、商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者に対し、日
本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度であり、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利
から0.9％引下げ。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長。3月1日時点での金利は1.30％。

新型コロナウイルス対策マル経融資

【お問合せ先】　茂原商工会議所 指導課　TEL.22-3361

（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1カ月未満の任意の期間における売上高

【ご利用いただける方】
①市内で1年以上事業を営み、6カ月以上前から商工会議所の指導を受けている方。
②最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの

年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者の方。
③前4年すべての同期と比較が望ましくない場合であって、最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月
（最近1カ月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。
ａ.過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

（3月1日時点）

無担保
無保証人

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【ご利用いただける方】
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方。
①最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月間（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5％

以上減少した方。
②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、または店舗増加や合併等、売上増加に直結する設備投資や雇用等の

拡大を行っている企業等、前4年同期と単純に比較できない場合等は、最近1カ月間等（注）の売上高又は
過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。

ａ.過去3カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【お問合せ先】　平日のご相談：日本公庫事業資金相談ダイヤル　フリーダイヤル 0120-154-505
　　　　　　　土曜日のご相談：日本公庫　フリーダイヤル 0120-112476

（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1カ月未満の任意の期間における売上高

（3月1日時点）

0.9％金利
引き下げ

当所ホームページ内
『茂原商工会議所会員“製造業”紹介ページ』に
自社情報を掲載しませんか！？

　取引先を求めて、茂原商工会議所ホームページをご覧になった方が、“探して
いる業種”で会員事業所（製造業等）を検索できるものです。
　掲載内容は、企業概要や自社PRに加え、製品情報や設備情報の他、地図や
写真など幅広い情報を、原則無制限に掲載できます。
　掲載費用は無料で、回答フォームに回答をご入力いただくだ
けで、簡単に自社をアピールできます。また、掲載内容の更新も
可能であり、簡易的なホームページとしての活用も可能です！

製造業紹介ページとは？

申込から掲載までの流れ

自社ページの完成！

⬇

⬇

⬇

⬇

下記QRより申込用紙をダウンロード！

申込用紙に内容をご記入の上、会議所へFAX！

申込用紙にご記入いただいたアドレス宛に
事務局より回答フォームが届きます！

回答フォームを入力しメールで返信！

事務局でページを作成⇒事業所で内容確認
　おもてなしギフトは、全国の特産品・名産品を産地直送にてお届けする「地域ブランド
ギフト専門店」として、商工会議所が運営しています。
　「本当に美味しいものを贈りたい」「地域の素晴らしいものを贈りたい」、そんな気持ち
に自信を持ってお応えできるギフト商品です。

会員限定　サービス紹介

▉ おもてなしギフトショップ（有料）

サイズ

ご利用料金

お 申 込 み

状　態

納　品 方　法

期　日

発 行 部 数

注 意 事 項

お問合せ先

A3 A4

44,000円（税込） 22,000円（税込）

同封希望月の前月末まで

二つ折り そのまま

郵送または持参

発行日の5日前まで（土日祝日を除く）

随時確認

発行月ごとに1事業所1枚のみ利用可能

22-3361（広報担当）

茂原商工会議所の会員であれば、どなたでも利用可能のサービスです。
詳細は、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。

　ザ・ビジネスモールは、日本全国530団体以上の商工会議所・商工会で共同で運営す
る「会員限定」の商取引支援サイトです。
〇 日本全国の商工会議所等会員企業データベース
〇 会員同士の無料マッチングサービス
で商工会議所・商工会の会員企業のビジネスマッチングを促進します。

▉ ザ・ビジネスモール（無料）

　当所広報誌「商工もばら」へチラシを同封するサービスで、会員企業への宣伝ができ
るサービスです。
　茂原商工会議所会報「商工もばら」にあなたの会社の商品やイベント情報を同封し、
約1,200社の会員事業所様へPRしませんか！？

▉ ビジネス情報同封サービス（有料）



06 商工もばら　第580号

商工もばらvol.580令和5年3月15日発行商工もばら vol.580 令和5年3月15日発行

07March 2023

日本政策金融公庫貸付金利改定のお知らせINFORMATIONINFORMATION

！耳より情報

◆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 3.1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

検 定 だ よ り 検定試験、合格おめでとうございます。

第227回 珠算能力検定試験成績表
2級　　○ 黒田　悠仁
3級　　○ 渡邉泉穂里
4級　　○ 小高　瑠依　　○ 林　　桃子
5級　　○ 輪千　瑞季　　○ 立野寿美玲　　○ 荒滝　琴子
6級　　○ 上田　愛莉　　○ 渡邉美穂里

茂原商工会議所  2023年度  各種検定試験  ～STEP UP！ 自分力！！
検定試験名

珠　　算

回　数 級 試　験　日 申込受付期間 合格証書発行日

第228回

第229回

第230回

1～6

1～6

1～6

6月25日（日）

10月22日（日）

2月11日（日）

合格発表日

6月30日（金）

10月27日（金）

5月8日(月）～5月12日（金）

9月4日(月）～9月8日（金）

12月18日(月）～12月22日（金）

受験料
１級
２級
３級

４級～６級

2,340円
1,730円
1,530円
1,020円

簿　　記

※１級の合否は、試験後50日程で、直接受験者にお知らせします。
　合格証書も合わせてお送りします。

第164回

第165回

第166回

1～3

1～3

2～3

6月11日（日）

11月19日（日）

2月25日（日）

4月24日(月）～5月12日（金）

10月3日（火）～10月20日（金）

1月10日（水）～1月26日（金）

6月26日（月）※

12月4日（月）※

7月21日（金）～

11月17日（金）～

7月10日（月）※

12月18日（月）※

受験料
１級
２級
３級

7,850円
4,720円
2,850円

東京商工会議所主催の検定試験は、令和5年度よりネット試験のみの実施となりました。
詳細につきましては、東京商工会議所検定ページをご確認ください。

URL：https://kentei.tokyo-cci.or.jp/　TEL：050-3150-8559

新しい労災リスクから
会員の皆様をお守りする 全国商工会議所の ｢業務災害補償プラン｣｢業務災害補償プラン｣

業務災害補償プランの特徴 ■ 全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金（約半額水準）
■ 労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
■ 政府労災保険の給付を待たずに＊保険金のお支払いが可能
■ 契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括自動補償
■ 掛金は売上高と業種で算出　掛金は全額損金算入可能

【お問合せ先】 茂原商工会議所（募集覚書締結商工会議所になります。）  TEL.22-3361 

お見積り、ご加入手続きは引受
保険会社にお問合せください。

うつ病による自殺や過労死など新しい労災は年々増加。そしてその賠償金も高額化の傾向に…。
しかも、平成18年の労働安全衛生法の改正により、企業側の責任は厳格化の方向。これらの労災
リスクにしっかり対応でき、しかも低廉な掛金で加入できる新しい補償プランができました。

大好評大好評

2024年
3月11日（月）

2024年
3月25日（月）

2024年
3月8日（金）～

2024年
2月16日（金）
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！耳より情報

◆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 3.1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

検 定 だ よ り 検定試験、合格おめでとうございます。

第227回 珠算能力検定試験成績表
2級　　○ 黒田　悠仁
3級　　○ 渡邉泉穂里
4級　　○ 小高　瑠依　　○ 林　　桃子
5級　　○ 輪千　瑞季　　○ 立野寿美玲　　○ 荒滝　琴子
6級　　○ 上田　愛莉　　○ 渡邉美穂里

茂原商工会議所  2023年度  各種検定試験  ～STEP UP！ 自分力！！
検定試験名

珠　　算

回　数 級 試　験　日 申込受付期間 合格証書発行日

第228回

第229回

第230回

1～6

1～6

1～6

6月25日（日）

10月22日（日）

2月11日（日）

合格発表日

6月30日（金）

10月27日（金）

5月8日(月）～5月12日（金）

9月4日(月）～9月8日（金）

12月18日(月）～12月22日（金）

受験料
１級
２級
３級

４級～６級

2,340円
1,730円
1,530円
1,020円

簿　　記

※１級の合否は、試験後50日程で、直接受験者にお知らせします。
　合格証書も合わせてお送りします。

第164回

第165回

第166回

1～3

1～3

2～3

6月11日（日）

11月19日（日）

2月25日（日）

4月24日(月）～5月12日（金）

10月3日（火）～10月20日（金）

1月10日（水）～1月26日（金）

6月26日（月）※

12月4日（月）※

7月21日（金）～

11月17日（金）～

7月10日（月）※

12月18日（月）※

受験料
１級
２級
３級

7,850円
4,720円
2,850円

東京商工会議所主催の検定試験は、令和5年度よりネット試験のみの実施となりました。
詳細につきましては、東京商工会議所検定ページをご確認ください。

URL：https://kentei.tokyo-cci.or.jp/　TEL：050-3150-8559

新しい労災リスクから
会員の皆様をお守りする 全国商工会議所の ｢業務災害補償プラン｣｢業務災害補償プラン｣

業務災害補償プランの特徴 ■ 全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金（約半額水準）
■ 労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
■ 政府労災保険の給付を待たずに＊保険金のお支払いが可能
■ 契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括自動補償
■ 掛金は売上高と業種で算出　掛金は全額損金算入可能

【お問合せ先】 茂原商工会議所（募集覚書締結商工会議所になります。）  TEL.22-3361 

お見積り、ご加入手続きは引受
保険会社にお問合せください。

うつ病による自殺や過労死など新しい労災は年々増加。そしてその賠償金も高額化の傾向に…。
しかも、平成18年の労働安全衛生法の改正により、企業側の責任は厳格化の方向。これらの労災
リスクにしっかり対応でき、しかも低廉な掛金で加入できる新しい補償プランができました。

大好評大好評

2024年
3月11日（月）

2024年
3月25日（月）

2024年
3月8日（金）～

2024年
2月16日（金）
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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。

事業所名

所 在 地

TEL

受講者氏名 e-mail

_　　　_ _　　　_FAX

業　　種

3/23木 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） 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

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。

今年10月からインボイス制度が開始！

　インボイスを発行するためには、税務署に「インボイス
発行事業者」となるための登録申請が必要です。イン
ボイス制度とは何か、事業者はどんな準備が必要なの
かなどを分かりやすく解説しています。
　詳細は、下記の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。

◀国税庁 ◀政府広報オンライン

◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！◆ 茂原創業塾を修了し、開業された方をご紹介しています！
気になるお店を見つけて、ぜひ足を運んでみてください！

◆ 製造業に関わる会員事業所を紹介しています！◆ 製造業に関わる会員事業所を紹介しています！
お取引先をお探しの方は、右記ＱＲコードを読み取ってください！
新規掲載をご希望の方は、茂原商工会議所までご連絡ください。

「商工もばら」令和5年2月号に掲載しました次の記事におきまして、誤りがありました。　5ページ「もばら冬の七夕まつり2023」の協賛事業所ご芳名
　（正）ショッピングプラザ・アスモ　　　（誤）ショッピングプラサ・アスモ

会員事業所の皆さま並びに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。


