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　去る、5月25日㈭、白井コミュニティセンター
において「白井市商工会　第52回通常総代
会」が開催されました。
　当日は白井市長をはじめ市議会、関係団体の
方々のご臨席を賜り、静粛且つ厳格に開催され
ました。上程された議案は次のとおりです。
第１号議案　平成28年度事業報告承認の件
第２号議案　平成28年度決算関係書類承認の件
第３号議案　平成29年度事業計画（案）決定の件
第４号議案　平成29年度収支予算（案）決定の件

第５号議案　平成29年度運営資金一時借入限
　　　　　　度額決定の件
　全ての議案が可決承認され、平成29年度の
事業が本格的スタートします。特に本年度は
「第2次商工会機能強化計画」の3年目にあた
り引き続き①巡回訪問の推進強化②会員事業
所に対する経営基盤の強化、経営力向上支援、
③商工会組織の強化等を重点目標とし、周辺
地区商工会との広域連携において認定された
「経営発達支援計画」を推進し会員事業所と

　去る、6月24日㈯、市立白井第一小学校体育
館においてウエイトリフティング女子58キロ級、
日本代表の安藤美希子選手後援会の設立総会
が行われました。

第52回 通常総代会の開催報告

の伴走型支援体制を確立できるよう役職員が
一体となって取り組んで参ります。

　ご存じのと
おり安藤美希
子さんは白井
市で生まれ育
ち、昨年開催
されたリオデ
ジャネイロオ
リンピックに
おいてウエイ
トリフティン
グ 5 8 キロ級
で、5位入賞と

いう素晴らしい成績を収められました。
　現在はFCアスリートクラブのジェネラルマ
ネージャーに就き、東京オリンピック出場とリオ
を上まわる成績を目指し海外遠征と海外トレー

ニングを中心に精力的に活動されています。
　白井市で初めてのオリンピック選手となる安
藤選手が、2020年東京オリンピックで更なる活
躍をすることを期待して、市民が一丸となり応援
していきたいと思います。

＊後援会、会員募集中＊
●お問い合わせ●

白井市教育委員会生涯学習課内☎492-1111
または　商工会事務局☎492-0721

【白井市安藤美希子選手後援会】
●白井市体育協会●白井市商工会●白井工業
団地協議会●西印旛農業協同組合●白井市梨
業組合●白井市自治連合会●白井ライオンズ
クラブ●白井ロータリークラブ●白井スポーツ
少年団●白井市スポーツ推進委員協議会

今年もやります！しろい夏祭り 開催
恒例の「白井夏祭り納涼盆踊り大会」を下記の日程で行います！　今年も盆踊りを中心に花火大会や、豪華賞品が当たる抽選会、
アトラクションを予定し、フィナーレには夜空を彩る花火が打ち上げられます。皆様お誘い合わせのうえ是非ご参加ください。

日時/平成29年8月26日㈯【雨天の場合】27日㈰　　午後4時から9時
　　　場所/白井第一小学校校庭

白井夏祭り納涼盆踊り大会にご協賛ください
毎年、ご協力頂き誠に有難うございます。実行委員会ではひきつづき協賛金のご協力をお願いしております。夏祭りは
皆様の協賛金によって運営されており皆様のご協力なしには開催も不可能のため本年もよろしくお願い申し上げます。

【お振込みの場合】
振込先 ： 千葉信用金庫白井支店　普通０２６７９７３　口座名義：白
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※プログラムへの広告掲載の締め切りは７月末日のため、お早めにお申し込みください。※プログラム掲載協賛金 １万円・２万円・３万円〜
◆協賛金のお問合せ／実行委員会　会計☎４９２−０７２１

白井夏祭り実行委員会からのお知らせ

私たちは白井市出身の安藤美希子選手を応援しています！　　　　
　　　　　　～白井市安藤美希子選手後援会　設立総会が行われました～
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⑥ 加入時に１か月目の掛金（申込金）を現金で
納付する必要がなくなり、加入手続き後に口
座振替で納付することになります。

　問合せ　白井市商工会☎（４９２）０７２１

■「国の教育ローン」は商工会でも相談できます！
　日本政策金融公庫があつかう「国の教育ロー
ン」は商工会でも相談できます。

「教育ローンの特徴」
　入学前のまとまった費用の準備が可能
　合格発表前でも申し込み可能！！
　日本学生支援機構の奨学金と併用も可能！
　安心の固定金利・長期返済

融資額：３50万円／お子様１人につき
返済期間：15年以内
返済方法：毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済可）
金利：年1.81％（H29.3月　現在）
保証：（公財）教育資金融資保証基金の保証
使いみち：学校納付金（入学金・授業料）・受験に
かかった費用（受験料・交通費）・自宅外通学に必
要な住居費用（敷金・家賃など）・教科書代・パソコ
ン購入費・通学費用・学生の国民年金保険料等
海外留学：450万円／お子様１人につき(優遇)別途ご相談
問合せ　白井市商工会　☎４９２-０７２１
○教育ローンコールセンター：☎0570-008656

■取扱い保険会社
　東京海上日動　損保ジャパン日本興亜
　三井住友海上　あいおいニッセイ
■問合せ　商工会事務局　☎４９２-０７２１
※打ち合わせのうえ各保険会社が説明いたします。

■経営セーフティ共済のご案内
　経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産
が原因で、経営悪化の危機に直面してしまった
ときに資金を借入れることができる制度で、中
小企業を守るために国がつくった共済制度で
す。～平成23年10月から制度改正～
① 共済金の貸付限度額が、3,200万円から

8,000万円に引き上げられています。
② 掛金の積立限度額が、320万円から800万

円に引き上げられています。
③ 掛金月額の上限が、8万円から20万円に引き

上げ、掛金は引き続き、全額を必要経費（ま
たは損金）に算入することができます。

④ 共済金の償還期間（返済期間）が、貸付額
に応じて5～7年に設定されるようになりまし
た。なお、据置期間はいずれも６か月です。

⑤ 貸付けを受けた共済金を償還期限前に完済
した場合に、一定の条件を満たす共済契約
者にお支払いする「早期償還手当金」が創設
されています。

■ふるさとまつり実行委員会から
第36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（火）より申込み受付開始します。
　開催日　１０月２１日（土）・２２日（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
　　　　　市内在住の団体やサークル
　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２１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へ提出
ください。
　問合せ　商工会内ふるさとまつり実行委員
　　　　　会事務局　☎４９２-０７２１

■商売繁盛相談窓口開設
　今年で3年目となる小規模事業者への伴走
型支援事業である「商売繁盛相談窓口」を、本
年も７月から開設いたしました。
　この事業は、商工会員を対象に中小企業診
断士の専門家を7月から30年1月まで、毎月第2
木曜日に開設し、巡回・窓口指導にて対応いた
します。
　商売繁盛相談窓口では商売に関連すること
であれば無料で相談いただけます。
　具体的な課題、問題点が分からなくとも、商
売をよりよくするために様々な視点から問題点
を見つけて一緒に解決していきます。ぜひご相
談ください！

■ビジネス総合保険、スタート！
　このたび商工会では会員事業所の企業経営
に関するリスクを総合的に補償する制度として
「ビジネス総合保険」を創設いたしました。
■加入メリット
　・総合保障型保険で国内損保大手4社との

契約で会員は20～30％保険料が安い
　・施設賠償・業務遂行賠償・事業休業・財

産・工事などに総合的に補償

貯蓄・生命保険付きの共済制度
です！

掛金は　１口 /2,000円
・５年満期・１０年満期で選択できます！
お問い合せは：商工会事務局まで
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【なし坊からのコメント】
今年度設置された「しろいの魅力発信課」の職員と一緒に、「しろい」にちなんで４６１
位以上を目指して頑張るよ！（ちなみに昨年は１，４２１キャラ中９３５位だったよ…）
たくさんの人に「しろいの梨」や「しろいの魅力」を知ってもらうためには、みんなの
力が必要なんだ！一緒に「しろい」を盛り上げて行こう！

新規会員のご紹介　　　　　　　　ご入会頂き誠に有難うございます
事業所名 住　所 電話番号 業種

星興業 復1510-2 4 91 -210 6 運送業

岩井総合法律事務所 堀込1-1-14ミウラビル 402- 6083 弁護士事務所

株式会社　ワークス 谷田791-1 4 9 8 - 0 611 建設業（足場工事）

Ｒ.Ｃ .Ｙ 河原子240-2 4 0 4 -13 37 再生資源卸売業

有限会社　ナミショウ 南山1-3-8 4 97- 0 812 水道工事業

商工貯蓄共済で安心積立

●投票期間　平成29年8月1日（火）午前10時～11月10日（金）午後6時
●投票方法　インターネットから１日１票投票できます。
	 （初回はアカウントを作成する必要があります）
投票方法はゆるキャラグランプリのホームページをご覧ください。
	
問い合わせ先　市しろいの魅力発信課　しろいの魅力発信班　
電話：492-1111（内線3321）	e-mail	:	miryoku@city.shiroi.chiba.jp

　市マスコットキャラクターのなし坊とかお
りが特産品である梨や市のPRのために「ゆ
るキャラグランプリ2017」にエントリーしま
した。ゆるキャラグランプリではエントリーし
た全国のキャラクターが投票ポイントで競い
合います。インターネットから投票できますの
で、なし坊・かおりを応援してください。

ゆるキャラグランプリ2017に
「なし坊・かおり」が出場！


