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茂原商工会議所で検索!!

検索茂原商工会議所

■会員数／1,180事業所
　（令和4年5月31日現在）

茂原商工会議所HPはこちら
▼

茂原商工会議所 公式ライン開設

茂原商工会議所では、
様々な情報の発信とし
て公式ラインを開設しま
した。ぜひ友達追加を
お願いします。

服部農園あじさい屋敷

　正解は、「移り気・浮気」です。
　理由は紫陽花の「色」にありました。
　紫陽花は土壌が酸性かアルカリ性かで色が変わると言われている
ため、同じ場所に植えても年々花の色が変化します。
　土壌の酸度によって色が変化する紫陽花には、「七変化」という別名
までつけられています。
　紫陽花の色の変わりやすさが、人の心の移ろいのように見えたこと
から、印象の悪い花言葉がつけられたとされています。
　以前は、ネガティブな花言葉から避けられていましたが、花の色に
よっては「一家団欒」や「元気な女性」「一途な愛情」等のポジティブな
花言葉もあります。
　現在では結婚式等のお祝いを含め、日頃の感謝を込めて母の日に
紫陽花を贈る方も増えているようです。
　皆さんも大切な人へ紫陽花を贈ってみてはいかがでしょうか。

紫陽花（あじさい）の花言葉を知っていますか？
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制度改正等の課題解決環境整備事業講習会①

制度改正等の課題解決環境整備事業講習会②

【講習会申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895
お問合せ TEL 22-3361

◎ご記入いただいた情報は、当会からの各種連絡・
　情報提供のために利用するほか、講習会参加者の
　実態調査・分析のために利用することがあります。

◆【ご参加される皆さまへ】
　  必ずマスクを着用されてご参加くださいます様、お願いいたします。また、発熱や風邪等の症状がある方、体調の悪い方のご参加はお控えください。
　  講習会実施に当たりましては、会場の換気・ソーシャルディスタンスに配慮した配席・消毒用アルコールの設置等、新型コロナウイルス感染予防に努めて参ります。

◆【ご参加される皆さまへ】

希望する講習会を
○で囲んでください。

事業所名

TEL

（講習会①希望の方）
メールアドレス

（講習会①希望の方）
メールアドレス

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

所在地

講習会① 

講習会②

7/5火

7/14木

改正電子帳簿保存法対策

改正電子帳簿保存法対応講習会

改正電子帳簿保存法対策どこまで対応すればいいの！？
～まだ間に合う！ これから始める最低限対応すべき事～

改正電子帳簿保存法対応講習会

日　時 ： 7月5日火　14：00～16：00 受講料 ： 無料 定員 ： 20名
講　師 ：   木村  聡子氏きむらあきらこ税理士事務所　所長

開催方法 ：   

　2022年1月1日の電子帳簿保存法改正により電子化要件が大きく緩和されると同時に、電子取引のデータ保存が義
務化になりました。企業が対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
　電子帳簿保存法とは関係がないと思っている企業でも、取引先からメールなどに添付されて送られてきた請求書の
PDFファイルやEDIシステムで授受されたデータは、必ず電子データで法令要件に従って管理することが必要となりま
した。今回の講習会では、準備すべき事や電子取引の保存要件についての解説などを分かりやすく説明します。

内  容
１．電子帳簿保存法（電帳法）とは？ （電帳法の規制の範囲　帳簿・書類・電子取引とは）
2．今回の改正の内容 （電子帳簿等保存制度/スキャナ保存制度）
3．電子取引データ保存 （電子取引とは何か　電子取引の保存要件）
4．2022年1月1日からの改正電帳法対応方法

オンライン （Zoomミーティングによるライブ配信講習会です）

日　時 ： 7月14日木　14：00～16：00

受講料 ： 無料 定員 ： 20名（先着順）

講　師 ：   池田  有美氏UMC サポート　行政書士

場　所 ：   

　昨今、リモートワークの普及を始めとした働き方改革により、企業の業務内容や方法の見直しが進み、あらゆる側面で
電子化が進んでいます。デジタル庁新設の動きをみても、ますます電子化の流れは加速化するでしょう。その一環で電子
契約に関するたくさんの法律改正もあり、『電子契約』の需要の高まりも見込まれます。取引先から求められるケースも
増えるかもしれません。今回は、電子帳簿保存法などの関係法令に焦点を当て、中小事業者に求められる対応をわかり
やすく解説します。電子契約の概要と要件、使用のメリットやコストにも触れますので、この機会に是非ご参加ください。

内 容

茂原商工会議所 ２階会議室 （茂原市茂原443）

■講師 ： きむらあきらこ税理士事務所
　　　   所長 木村　聡子 氏

　税理士。法政大学卒。2000年よりき
むらあきらこ税理士事務所代表。相続税
贈与税の税務申告や、中小企業の税務顧
問だけでなく、税務に関する講演実績も
多数で、その分かりやすさには定評があ
る。複数の税務会計系実務誌（経理ウー
マン、納税通信など）へ連載寄稿中。

〈プロフィール〉

■講師 ： UMC サポート
　　　  行政書士 池田 有美 氏

　2004年５月～2015年2月 大手ビジネ
ス資格の専門学校である、大原学園（総
務部、社会人課程教務部、専門課程教務
部）にて、社会人受講生や専門学生の管
理・指導・ブラスバンド部の指導、新設
学校3校の立ち上げなどに携わる。関東
圏内に留まらず、様々な地域の日本企業
や、何カ国もの国から相談を日々受けて
いる。今までに関与した国は15カ国。現
在は、主に外国人雇用テーマの勉強会の
講師として各地で活躍中。

〈プロフィール〉

※受講をご希望される方は必ずメールアドレスをご記入ください。PC1台に１つのメールアドレスが必要です。（ご登録いただいたアドレスに、Zoom参加URLをお送りします）
※受講を希望される方は、事前に視聴予定場所のインターネット環境をご確認の上お申し込みください。

最近よく聞く電子契約って何？ どれくらいコストがかかるの？ 紙の契約とどこが異なるの？
電子署名等の信頼性・安全性は？ どう業務効率化につながるの？ 導入する際のおおまかな流れは？

１．気を付けたい関係法令概要を解説 （電子帳簿保存法、e-文書保存法、電子署名法、民法、他)
2．進む企業の電子化と電子契約　3．電子契約書とは　メリットデメリット
4．電子署名と電子証明書　5．タイムスタンプとは　6．電子契約書の作り方と契約時の注意点
7．紙の契約書の押印の仕方　等

（※定員になり次第、締め切らせていただきます）
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令和3年度 決算概要

一般会計及び特別会計（相談所･退職金･会館）総括表 自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日

支出の部

支出
151,277千円

収入の部
【単位：千円】（　）内は構成比【単位：千円】（　）内は構成比

収入
151,277千円

会費
35,674
（23.6％）

負担金
3,310
（2.2％）

事業収入
16,334
（10.8％）

交付金
49,146
（32.5％）

その他
33,064
（21.9％）

繰越金
13,749
（9.1％） 会費

35,674
（23.6％）

負担金
3,310
（2.2％）

事業収入
16,334
（10.8％）

交付金
49,146
（32.5％）

その他
33,064
（21.9％）

繰越金
13,749
（9.1％）

人件費
59,367
（39.2％）

組織運営費
3,103
（2.1％）

事業費
18,305
（12.1％）

事務管理費
15,826
（10.5％）

その他
54,677
（36.1％） 人件費

59,367
（39.2％）

組織運営費
3,103
（2.1％）

事業費
18,305
（12.1％）

事務管理費
15,826
（10.5％）

その他
54,677
（36.1％）

〈総括的概要〉
1. 商工会議所事業活動について
⑴部会・委員会活動では、昨年度同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、多くの事業について
中止や延期の判断をいたしましたが、その様な中でも、工業部会による「製品PR動画制作事業」や、体験教
室委員会による「今年はオンラインで夏の体験教室」、女性会による「生活困窮者支援（フードバンク事業）」
等、創意工夫を凝らして、部会委員会事業を実施いたしました。
⑵中小企業経営支援の推進
　国の月次支援金や千葉県感染拡大防止対策協力金等の給付金申請支援や、事業再構築補助金、持続化補助
金の申請を目的とした経営計画書の作成支援やブラッシュアップ、その他国や県、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等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、オンライン受講に
対応した「茂原創業塾」の開催、当所ホームページ内への「オンラインWEBセミナー」の導入など、様々な
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。
⑶11月26日（金）リソルの森㈱フォレストアカデミーに於いて、茂原商工会議所創立70周年記念式典を挙行
しました。当日は、全参加者を対象とした入場前の抗原検査を実施するなど感染防止対策を徹底するとと
もに、YouTubeによるライブ配信を活用したハイブリット形式としました。

令和３年度　事業報告

茂原商工会議所 Facebook
講演会、事業報告等の最新情報を発信しております。ぜひ、ご覧ください。

第１４３回 通常議員総会開催

　6月3日（金）当所において、通常議員総会を開催しました。
　秋葉会頭挨拶の後、1．令和3年度事業報告（案）承認の件、2．令和3年度一般会計及び特別会計収支決算報告
（案）承認の件、3．副会頭選任（案）承認の件、4．常議員選任（案）承認の件、5．諸規則・規程変更（案）承認の件が
それぞれ可決承認されました。
　また、日本商工会議所賀状伝達式として、令和4年春の叙勲において「旭日小綬章」を受章された当所会頭 
秋葉吉秋氏に対し、日本商工会議所から賀状が贈られました。

議員
■氏　名
　齋藤　実 氏
　（さいとう みのる）
■事業所名
　（株）三浦家製麺
■役　職
　代表取締役

副会頭
■氏　名
　緑川　昭夫 氏
　（みどりかわ あきお）
■事業所名
　Ｋ＆Ｏエナジーグループ（株）
■役　職
　代表取締役社長

議員
■氏　名
　福田　晃一 氏
　（ふくだ こういち）
■事業所名
　（株）ジャパンディスプレイ
■役　職
　茂原工場長

議員
■氏　名
　佐藤　裕之 氏
　（さとう ひろゆき）
■事業所名
　（株）千葉興業銀行 茂原支店
■役　職
　支店長

議員
■氏　名
　石井　充生 氏
　（いしい みつお）
■事業所名
　（株）ハイレックス関東
■役　職
　製造部 兼 管理部部長

議員
■氏　名
　小沢　恒夫 氏
　（おざわ つねお）
■事業所名
　（株）小沢工務店
■役　職
　代表取締役

議員
■氏　名
　藤原　直人 氏
　（ふじはら なおと）
■事業所名
　（株）京葉銀行 茂原支店
■役　職
　支店長

常議員
■氏　名
　神明　重美 氏
　（しんめい しげよし）
■事業所名
　神明建設（株）
■役　職
　代表取締役

新しく選任された方々を下記にご紹介いたします。

日本商工会議所賀状伝達式
（左から、安藤副会頭、梶田副会頭、
秋葉会頭、渡辺副会頭、鈴木専務理事）

本総会において副会頭をご退任された
梶田氏（左）と秋葉会頭（右）

会頭挨拶
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議員
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■事業所名
　（株）三浦家製麺
■役　職
　代表取締役

副会頭
■氏　名
　緑川　昭夫 氏
　（みどりかわ あきお）
■事業所名
　Ｋ＆Ｏエナジーグループ（株）
■役　職
　代表取締役社長

議員
■氏　名
　福田　晃一 氏
　（ふくだ こういち）
■事業所名
　（株）ジャパンディスプレイ
■役　職
　茂原工場長

議員
■氏　名
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■氏　名
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■役　職
　製造部 兼 管理部部長
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■氏　名
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■事業所名
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　代表取締役

議員
■氏　名
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■事業所名
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■役　職
　支店長
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■氏　名
　神明　重美 氏
　（しんめい しげよし）
■事業所名
　神明建設（株）
■役　職
　代表取締役

新しく選任された方々を下記にご紹介いたします。

日本商工会議所賀状伝達式
（左から、安藤副会頭、梶田副会頭、
秋葉会頭、渡辺副会頭、鈴木専務理事）

本総会において副会頭をご退任された
梶田氏（左）と秋葉会頭（右）

会頭挨拶
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お問合せ：茂原商工会議所  TEL.22-3361
※詳細はHPまたは各回開催前の「商工もばら」でご確認ください。

参加費用／無料

令和4年度　制度改正等の課題解決環境整備事業　講習会予定

7月5日火
午後2時～4時

（オンライン開催） ＜講　師＞　税理士　木村　聡子 氏

【改正電子帳簿保存法対策】
まだ間に合う！これから始める最低限対応すべきこと～

7月14日木
午後2時～4時

（対面にて開催） ＜講　師＞　行政書士　池田　有美 氏

【改正電子帳簿保存法対応講習会】
電子契約の概要と契約書作成の注意点

8月5日金
午後2時～4時

（対面にて開催）
＜講　師＞　社会保険労務士　惠島　美王子 氏

【働き方改革関連法などの労働法制】
元刑事の社労士が教える！
経営者が知るべきハラスメント対策　

9月9日金
午後6時～8時

（対面にて開催） ＜講　師＞　中小企業診断士　伊藤 隆光 氏

【新型コロナ感染症に対する政府等の支援施策】
持続化補助金他、事業計画の立て方とポイント

9月28日水
午後2時～4時

（対面にて開催） ＜講　師＞　社会保険労務士　蔵中　一浩 氏

【働き方改革関連法などの労働法制】
改正高年齢者雇用安定法とシニア社員活用推進

10月28日金
午後2時～4時

（対面にて開催） ＜講　師＞　横田　秀珠 氏

最新SNSにアップデートしよう！
SNSチェックリスト100　

 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。

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

（6月1日時点）

無担保
無保証人

　日本政策金融公庫等の『新型コロナウイルス対策マル経融資』、『新型コロナウイルス感染症特別貸付』等若しくは
商工中金等による『危機対応融資』により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者等に対し、
最長3年間分の利子相当額を一括で助成します。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対償となります。

【ご利用いただける方】
　特別貸付等の申込を行った際の最近1カ月等（注）、その翌月若しくはその翌々月の売上高又は最近1カ月
から遡った6カ月間の平均売上高と前4年のいずれかの年の同期と比較して、以下の要件を満たす方。
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし
②小規模事業者（法人事業者）：売上高15％以上減少
③中小企業者等（上記①②を除く事業者）：売上高20％以上減少

特別利子補給制度

【お問合せ先】　（独）中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局　TEL.0570-060515

（6月1日時点）

利子相当額を
一括で助成

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

（6月1日時点）

0.9％金利
引き下げ
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日本政策金融公庫貸付金利改定のお知らせINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION

！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1.21％（R４ 6.1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 7/12火
●時間は、14時～17時
●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。 会員企業

限定

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)

生活習慣病予防健診及び定期健康診断のご案内
令和４年９月１日（木）９：００～（終了時間は申込人数により変わります。）
茂原商工会議所１階会議室
７月発行広報に同封を予定している申込用紙にてお申込ください。
新しくH・Iコースがオプションに追加となりました。
①オプション（Ｅ・Ｆ・G・H・Iコース）の単独受診はできませんので、ご了承ください。
②オプション（Dコース）のみの受診は可能です。

健 診 期 日
健 診 会 場
申 込 方 法
各検査内容

※詳細は、7月発行広報同封の申込書をご確認ください。　●お問合せ 0475-22-3361（健診担当まで）

検査コース 検査項目
定期健康診断
生活習慣病検査

生活習慣病 ＋ 定健項目　　
大腸がん検査
腹部超音波検査
乳腺超音波検査
前立腺がん検査

胃がんリスク層別化検査
心機能マーカー検査

８，２５０円
１５，４００円
１７，０５０円
２，７５０円
４，９５０円
２，８６０円
２，８６０円
３，８５０円
２，７５０円

通常健診料金
７，１５０円
１３，３１０円
１４，８５０円
１，７６０円
３，４１０円
１，７６０円
１，７６０円
２，７５０円
１，６５０円

会員料金
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
Eコース
Fコース
Gコース

New Hコース
New Iコース

　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をしませんか？！
◆同封できるもの ・Ａ４（折らずにそのまま同封可能です。）
 ・Ａ３（二つ折りでの納品に限り同封可能です。）

◆ご 利 用 料 金 ・Ａ４…22,000円（税込）　・Ａ３…44,000円（税込）

◆そ 　 の 　 他 ・チラシの納品は、広報発行日の5営業日前までにお願いします。
 ・同封枚数に限りがあるため、お申込みを先着順とさせていただいております。

ご利用の際は、事前にご連絡をお願いいたします。

ビジネス情報同封サービスのご案内

【お問合せ先】 茂原商工会議所　TEL.22-3361（広報担当）

新 入 会 員 企 業 紹 介 ご入会ありがとうございました。

田邉きよ江
若林みどり
川﨑ひろ子
王　　永連
徐　　嘉得
猿谷美枝子
鵜澤　陽平
武田亜寿穂
鈴木　和子
安川　博也
中田　　剛
林　　成吉
井出　浩司
伊藤　裕輔
西條　友紀
岡島　秀代
谷口　　葵
内藤あけみ

便利屋
美容業
保険外交員
飲食業
飲食業
ブリーダー
Web広告
美容業（まつ毛エクステ）
療術業
建設業
飲食業
木箱製造業
情報サービス業
飲食業
飲食業
牛乳販売業
医薬品販売
飲食業

茂原市上永吉1041-4-104
白子町北高根4077
茂原市早野121-1
茂原市八千代2-5-6
長生村七井土1391-2
茂原市高師402-26
茂原市六ツ野3394-2
茂原市八千代2-12-7
茂原市茂原601-2
茂原市早野1156-3
茂原市法目787-4
茂原市御蔵芝1181-1
茂原市高田317-8
茂原市内長谷416-1
茂原市茂原519
茂原市鷲巣709-11
茂原市千代田町1-7-15
白子町北日当7-32

便利屋アットホーム
美容室 髪風船
ハピネスコーポレーション
居酒屋ニューさくら
KANAE居酒屋
ボストンクラブ
サンテラ㈱
Eyelash room A.mo
鈴木指圧治療院
㈱Natural
JI－FOOD㈱ 横浜家系ラーメン吟屋 茂原バイパス店
㈲林製作所
㈲アイディーエス
SIX TWO
FFEEL
㈲明治牛乳長生販売所
Circular Medical Systems㈱
居酒屋きりん

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0475-23-6956
0475-33-6670
0475-22-2622
　　　ー
　　　ー
　　　ー
　　　ー
　　　ー
0475-24-4535
0475-20-0662
0475-36-7715
0475-34-8330
　　　ー
0475-44-6662
　　　ー
0475-23-2704
03-6869-6172
　　　ー

NO. 事 業 所 名 事 業 所 住 所 電 話 番 号 代 表 者 業 　 種
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日本政策金融公庫貸付金利改定のお知らせINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION

！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1.21％（R４ 6.1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 7/12火
●時間は、14時～17時
●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。 会員企業

限定

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)

生活習慣病予防健診及び定期健康診断のご案内
令和４年９月１日（木）９：００～（終了時間は申込人数により変わります。）
茂原商工会議所１階会議室
７月発行広報に同封を予定している申込用紙にてお申込ください。
新しくH・Iコースがオプションに追加となりました。
①オプション（Ｅ・Ｆ・G・H・Iコース）の単独受診はできませんので、ご了承ください。
②オプション（Dコース）のみの受診は可能です。

健 診 期 日
健 診 会 場
申 込 方 法
各検査内容

※詳細は、7月発行広報同封の申込書をご確認ください。　●お問合せ 0475-22-3361（健診担当まで）

検査コース 検査項目
定期健康診断
生活習慣病検査

生活習慣病 ＋ 定健項目　　
大腸がん検査
腹部超音波検査
乳腺超音波検査
前立腺がん検査

胃がんリスク層別化検査
心機能マーカー検査

８，２５０円
１５，４００円
１７，０５０円
２，７５０円
４，９５０円
２，８６０円
２，８６０円
３，８５０円
２，７５０円

通常健診料金
７，１５０円
１３，３１０円
１４，８５０円
１，７６０円
３，４１０円
１，７６０円
１，７６０円
２，７５０円
１，６５０円

会員料金
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
Eコース
Fコース
Gコース

New Hコース
New Iコース

　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をしませんか？！
◆同封できるもの ・Ａ４（折らずにそのまま同封可能です。）
 ・Ａ３（二つ折りでの納品に限り同封可能です。）

◆ご 利 用 料 金 ・Ａ４…22,000円（税込）　・Ａ３…44,000円（税込）

◆そ 　 の 　 他 ・チラシの納品は、広報発行日の5営業日前までにお願いします。
 ・同封枚数に限りがあるため、お申込みを先着順とさせていただいております。

ご利用の際は、事前にご連絡をお願いいたします。

ビジネス情報同封サービスのご案内

【お問合せ先】 茂原商工会議所　TEL.22-3361（広報担当）

新 入 会 員 企 業 紹 介 ご入会ありがとうございました。

田邉きよ江
若林みどり
川﨑ひろ子
王　　永連
徐　　嘉得
猿谷美枝子
鵜澤　陽平
武田亜寿穂
鈴木　和子
安川　博也
中田　　剛
林　　成吉
井出　浩司
伊藤　裕輔
西條　友紀
岡島　秀代
谷口　　葵
内藤あけみ

便利屋
美容業
保険外交員
飲食業
飲食業
ブリーダー
Web広告
美容業（まつ毛エクステ）
療術業
建設業
飲食業
木箱製造業
情報サービス業
飲食業
飲食業
牛乳販売業
医薬品販売
飲食業

茂原市上永吉1041-4-104
白子町北高根4077
茂原市早野121-1
茂原市八千代2-5-6
長生村七井土1391-2
茂原市高師402-26
茂原市六ツ野3394-2
茂原市八千代2-12-7
茂原市茂原601-2
茂原市早野1156-3
茂原市法目787-4
茂原市御蔵芝1181-1
茂原市高田317-8
茂原市内長谷416-1
茂原市茂原519
茂原市鷲巣709-11
茂原市千代田町1-7-15
白子町北日当7-32

便利屋アットホーム
美容室 髪風船
ハピネスコーポレーション
居酒屋ニューさくら
KANAE居酒屋
ボストンクラブ
サンテラ㈱
Eyelash room A.mo
鈴木指圧治療院
㈱Natural
JI－FOOD㈱ 横浜家系ラーメン吟屋 茂原バイパス店
㈲林製作所
㈲アイディーエス
SIX TWO
FFEEL
㈲明治牛乳長生販売所
Circular Medical Systems㈱
居酒屋きりん

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0475-23-6956
0475-33-6670
0475-22-2622
　　　ー
　　　ー
　　　ー
　　　ー
　　　ー
0475-24-4535
0475-20-0662
0475-36-7715
0475-34-8330
　　　ー
0475-44-6662
　　　ー
0475-23-2704
03-6869-6172
　　　ー

NO. 事 業 所 名 事 業 所 住 所 電 話 番 号 代 表 者 業 　 種
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茂原商工会議所アドレス
https://www.mobara-cci.or.jp

商工もばら 第571号
（毎月1回発行）
発行所：茂原商工会議所
　　　 茂原市茂原443番地　
　　　 tel.22-3361㈹
発行責任者：河野万由美
編集責任者：石橋　佑亮

茂原商工会議所で検索!!

検索茂原商工会議所

■会員数／1,180事業所
　（令和4年5月31日現在）

茂原商工会議所HPはこちら
▼

茂原商工会議所 公式ライン開設

茂原商工会議所では、
様々な情報の発信とし
て公式ラインを開設しま
した。ぜひ友達追加を
お願いします。

服部農園あじさい屋敷

　正解は、「移り気・浮気」です。
　理由は紫陽花の「色」にありました。
　紫陽花は土壌が酸性かアルカリ性かで色が変わると言われている
ため、同じ場所に植えても年々花の色が変化します。
　土壌の酸度によって色が変化する紫陽花には、「七変化」という別名
までつけられています。
　紫陽花の色の変わりやすさが、人の心の移ろいのように見えたこと
から、印象の悪い花言葉がつけられたとされています。
　以前は、ネガティブな花言葉から避けられていましたが、花の色に
よっては「一家団欒」や「元気な女性」「一途な愛情」等のポジティブな
花言葉もあります。
　現在では結婚式等のお祝いを含め、日頃の感謝を込めて母の日に
紫陽花を贈る方も増えているようです。
　皆さんも大切な人へ紫陽花を贈ってみてはいかがでしょうか。

紫陽花（あじさい）の花言葉を知っていますか？

outline ●トップニュース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
　通常議員総会
●令和３年度 事業報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●新型コロナウイルス対策マル経融資 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
●インフォメーション（各種お知らせ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

J u l y
72022

制度改正等の課題解決環境整備事業講習会①

制度改正等の課題解決環境整備事業講習会②

【講習会申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 23-7895
お問合せ TEL 22-3361

◎ご記入いただいた情報は、当会からの各種連絡・
　情報提供のために利用するほか、講習会参加者の
　実態調査・分析のために利用することがあります。

◆【ご参加される皆さまへ】
　  必ずマスクを着用されてご参加くださいます様、お願いいたします。また、発熱や風邪等の症状がある方、体調の悪い方のご参加はお控えください。
　  講習会実施に当たりましては、会場の換気・ソーシャルディスタンスに配慮した配席・消毒用アルコールの設置等、新型コロナウイルス感染予防に努めて参ります。

◆【ご参加される皆さまへ】

希望する講習会を
○で囲んでください。

事業所名

TEL

（講習会①希望の方）
メールアドレス

（講習会①希望の方）
メールアドレス

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

所在地

講習会① 

講習会②

7/5火

7/14木

改正電子帳簿保存法対策

改正電子帳簿保存法対応講習会

改正電子帳簿保存法対策どこまで対応すればいいの！？
～まだ間に合う！ これから始める最低限対応すべき事～

改正電子帳簿保存法対応講習会

日　時 ： 7月5日火　14：00～16：00 受講料 ： 無料 定員 ： 20名
講　師 ：   木村  聡子氏きむらあきらこ税理士事務所　所長

開催方法 ：   

　2022年1月1日の電子帳簿保存法改正により電子化要件が大きく緩和されると同時に、電子取引のデータ保存が義
務化になりました。企業が対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です。
　電子帳簿保存法とは関係がないと思っている企業でも、取引先からメールなどに添付されて送られてきた請求書の
PDFファイルやEDIシステムで授受されたデータは、必ず電子データで法令要件に従って管理することが必要となりま
した。今回の講習会では、準備すべき事や電子取引の保存要件についての解説などを分かりやすく説明します。

内  容
１．電子帳簿保存法（電帳法）とは？ （電帳法の規制の範囲　帳簿・書類・電子取引とは）
2．今回の改正の内容 （電子帳簿等保存制度/スキャナ保存制度）
3．電子取引データ保存 （電子取引とは何か　電子取引の保存要件）
4．2022年1月1日からの改正電帳法対応方法

オンライン （Zoomミーティングによるライブ配信講習会です）

日　時 ： 7月14日木　14：00～16：00

受講料 ： 無料 定員 ： 20名（先着順）

講　師 ：   池田  有美氏UMC サポート　行政書士

場　所 ：   

　昨今、リモートワークの普及を始めとした働き方改革により、企業の業務内容や方法の見直しが進み、あらゆる側面で
電子化が進んでいます。デジタル庁新設の動きをみても、ますます電子化の流れは加速化するでしょう。その一環で電子
契約に関するたくさんの法律改正もあり、『電子契約』の需要の高まりも見込まれます。取引先から求められるケースも
増えるかもしれません。今回は、電子帳簿保存法などの関係法令に焦点を当て、中小事業者に求められる対応をわかり
やすく解説します。電子契約の概要と要件、使用のメリットやコストにも触れますので、この機会に是非ご参加ください。

内 容

茂原商工会議所 ２階会議室 （茂原市茂原443）

■講師 ： きむらあきらこ税理士事務所
　　　   所長 木村　聡子 氏

　税理士。法政大学卒。2000年よりき
むらあきらこ税理士事務所代表。相続税
贈与税の税務申告や、中小企業の税務顧
問だけでなく、税務に関する講演実績も
多数で、その分かりやすさには定評があ
る。複数の税務会計系実務誌（経理ウー
マン、納税通信など）へ連載寄稿中。

〈プロフィール〉

■講師 ： UMC サポート
　　　  行政書士 池田 有美 氏

　2004年５月～2015年2月 大手ビジネ
ス資格の専門学校である、大原学園（総
務部、社会人課程教務部、専門課程教務
部）にて、社会人受講生や専門学生の管
理・指導・ブラスバンド部の指導、新設
学校3校の立ち上げなどに携わる。関東
圏内に留まらず、様々な地域の日本企業
や、何カ国もの国から相談を日々受けて
いる。今までに関与した国は15カ国。現
在は、主に外国人雇用テーマの勉強会の
講師として各地で活躍中。

〈プロフィール〉

※受講をご希望される方は必ずメールアドレスをご記入ください。PC1台に１つのメールアドレスが必要です。（ご登録いただいたアドレスに、Zoom参加URLをお送りします）
※受講を希望される方は、事前に視聴予定場所のインターネット環境をご確認の上お申し込みください。

最近よく聞く電子契約って何？ どれくらいコストがかかるの？ 紙の契約とどこが異なるの？
電子署名等の信頼性・安全性は？ どう業務効率化につながるの？ 導入する際のおおまかな流れは？

１．気を付けたい関係法令概要を解説 （電子帳簿保存法、e-文書保存法、電子署名法、民法、他)
2．進む企業の電子化と電子契約　3．電子契約書とは　メリットデメリット
4．電子署名と電子証明書　5．タイムスタンプとは　6．電子契約書の作り方と契約時の注意点
7．紙の契約書の押印の仕方　等

（※定員になり次第、締め切らせていただきます）


