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　平成２６年５月２３日（金）文
化会館２階中ホールにて総代
会が開催され、第１号議案～第
７号議案まですべて議決され
無事終了いたしました。
　議題は次の通りです。

	 第１号議案	 平成25年度事業報告承認の件
	 第２号議案	 平成25年度決算関係書類承認の件
	 第３号議案	 平成26年度事業計画(案)決定の件
	 第４号議案	 平成26年度収支予算(案)決定の件
	 第５号議案	 平成26年度運営資金一時借入限度額決定の件
	 第６号議案	 商工会運営規約の一部変更について
	 第７号議案	 辞任に伴う役員改選の件

　今年度の新規事業として観光に関する調査
研究や小規模工事受注の調査研究など取り組
むこととなりました。
　平成26年度予算は以下の通りです。（総予算
3,855万円）

第４９回 商工会総代会について
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　日頃から当商工会事業に、大変ご協力いただ
きまして誠にありがとうございます。
　さて、平成５年９月１５日に創刊以来、２１年間
発行し続け白井市商工会会報「ゆつぎ」が今年
の１０月号をもって記念すべき１００号となりま
す。つきましては１００号発行を記念して協賛を
募集いたしますので、何卒よろしくお願いいたし
ます。ご協力いただける方は大変申し訳ありま
せんがご連絡を下さい。
　また、１００号は新聞折り込みいたします。
　協賛金額：２，０００円
　掲載内容：以下の通り
　ゆつぎ100号発行おめでとうございます
　協賛企業一覧
　・〇〇商事　・〇〇商店　・〇〇工務店

　白井市マスコットキャラクター
　　　なし坊ファミリーを活用しよう！
　市では、皆さんに「なし坊ファミリー」のデザインを商品等に効
果的に活用していただき、市の認知度アップや地域経済の活性化を
進めていきたいと考えております。ファミリーだけでなく、なし坊、
かおりなどそれぞれのキャラクターのみの活用も可能です。
　貴社で商品パッケージのワンポイントに使用したり、下敷きやクリアファ
イルなどの文房具類、ぬいぐるみ、ピンバッジ、ストラップ、シールを作ったりなど、幅広くご活
用ください。使用するときは、市に事前申請が必要ですので詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先　市企画政策課　企画政策班

電話 ４９２-１１１１（内線３３５３）　e-mail： kikaku-seisaku@city.shiroi.chiba.jp

広報情報化委員会より

ゆつぎ100号発行
について　

協賛のお願い

広報・情報化委員会より
広報誌「ゆつぎ」は年４回発行しており、

内２回は新聞折り込みをしています。

　事業所等で新聞を定期購読してい

ない方には郵送させていただきますの

でお手数ですが商工会までご連絡下さ

い。

新規会員のご紹介
事業所名 住　所 電話番号 業種

クリーン・ワークス 冨士5-124 494-8178 ルームクリーニング及び室内美装、設備改修

Run＆Runエキスプレス 十余一8-9-202 401-0262 運送業

JA西印旛農産物直売所
やおぱぁく

木278-1 498-2007 農産物直売所

㈱ティーオーサービス 十余一 60-3-10 402-3322 カーコーティング・洗車

㈱　茜 木 833-16 491-0032 飲食業

ハヤシ企画 清水口2-1-12-502 497-1159 鞄・財布・雑貨小物及び食品（ラーメン）販売

使用料無料！

白井夏まつり納涼盆踊り・花火大会開催
日時：平成26年8月23日㈯

場所：白井市役所駐車場
白井夏祭り納涼盆踊り大会にご協賛ください
恒例の白井夏祭り納涼盆踊り大会につきまして、白井市役所駐車場を
会場に開催することとなりました。夏祭りは皆様の協賛金によって運営
されており、今現在、協賛企業を募集しており担当者がお伺いいたしま
すので、ご協力お願いいたします。但し都合によりお伺いできない場合
もございますので、ご協力いただける方はご連絡下さい。一万円からは
プログラムに掲載し新聞折込みで全戸配布いたします。※プログラム
掲載の関係上、締め切りは7月31日㈭とさせていただきます。
※協賛金　１万円・２万円・３万円

白井夏祭り納涼盆踊り大会　　大会会長　石田信昭
白井夏祭り実行委員会　　　実行委員長　平川昌宏
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菓子などの食べ物に限ります）
　参加資格：当商工会員の方
　加入金：５，０００円（初回のみ）
　出品商品１品ごとに掲載手数料：５００円
　販売手数料：売上代金の５％
　申込書：商工会ホームページ（会員へお知らせ）又
はご連絡ください。申込書をFAXにて送付いたします。

■ゆつぎ広告掲載のお知らせ
　商工会広報「ゆつぎ」は、年４回発行しており
内２回は新聞折り込みをしています。
　新聞折り込みの月に関しまして広告を募集
（会員事業所のみ）しています。
　最大で６事業所の掲載となりますのでお早め
にご連絡下さい。
１サイズ　縦8cm×横8cm　料金５，０００円

■街コンｄｅ白井(仮称)
　白井コミュニティセンターで昨年8月に開催し
ました「街コンｄｅ白井」を11/15日㈯に開催す
ることに決定しました。詳細につきましては決
定していませんので決まり次第ご案内いたしま
す。事業所においても後継者問題や少子化問
題等がありまた地域活性化に向けて今年度から
商工会も実行委員として協力していきます。

費用が掛かります。しかし、商工会広報情報委
員会で少額な諸費用で会員企業のホームペー
ジを開設していただこうと以下の料金でお手伝
いさせていただきます。
　今は、消費者がインターネットを使って目的
にあった事を探す時代です。現に思いがけない
ところからの仕事の依頼などがあります。簡単
なホームページを開設しているだけでも全然違
います。開設を希望される方は、商工会ホーム
ページ（会員へお知らせ）又は商工会までお申
し込み下さい。
　作　成　料：２，０００円（３ページまで）
　年間保管料：５００円（更新及びその他）
※３ページ以上作りたい方は商工会へご相談下
さい。

■オンラインショップについて
　平成２１年４月より千葉県商工会連合会ホー
ムページ「うまいもんちば」内に「白井市商工会
オンラインショップ」を開設しております。
　ホームページを通じて全国のお客様にこだわ
りの逸品をお届けしませんか。【ＦＡＸさえあれ
ば、参加可能です】パソコン操作・入金管理な
ど面倒な作業は一切ありませんのでご安心して
参加できます。（※対象商品は、食品・加工品・

花いっぱい運動実施
（地域振興活動）
　6月25日に花の植替え作業を行い複合セン
ター・公民館・交番（計8ヶ所）にプランターを設
置しました。今回植えたのは、ぺチュニアです。

女性部主張大会
　本年度の千葉県商工
会主張発表大会が平成
２６年５月１３日㈫にサン
ライズ九十九里において
開催され、北部ブロック代表で当部が発表するこ
とになっており、伊藤絹枝さん（マルオク）が出場
しました。結果は、努力賞でした。関東大会には、
大網白里市の矢部春美さんが出場します。

女性部員募集
　商工会員で経営者の方又は、経営者の奥さん
が入部できます。視察・研修・講演会・イベント
など様々な企画運営事業を行っていますので興
味のある方は、是非私達と一緒に活動してみま
せんか？		月会費２５０円／年３，０００円です。

県北部ブロック
主張大会開催
　本年度の「県北部ブロック（7商工会）商工会
青年部主張大会」が
5月16日㈮、栄町役場
会議室で行われ、当
部からは舟山大吉さ
ん（さかん大吉）が出
場。２つのテーマがあ

り「青年部活動に参加して」を選択し10分間の
主張発表をされました。
　結果は努力賞で残念ながら千葉県大会に進
むことが出来ませんでした。最優秀賞は富里市
の秋葉徹さん。県大会でも優秀な成績を収めま
した。

青年部員募集
　商工会員で経営者又は、後継者等（原則：年
齢45歳以下）の方が入部できます。視察研修・
講演会・イベントなど様々な企画運営事業を
行っていますので興味のある方は、是非私達と
一緒に活動してみませんか？
　年会費１２，０００円です。今現在入部して
いる方をホームページで掲載しています。友達
などが入部していましたら是非入部してくださ
い。

■第33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㈮より申込み受付開始します。
　開催日　10月18日㈯・19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20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
　☎４９２-０７２１へ

■ホームページ作成のご案内
ホームページを開設して事業を拡大しませんか？
　ホームページを作成・開設するといろいろ諸

木造改築・増改築
リフォーム・修繕など

宇 賀
工務店

① 電話 492-0612
② 〈住 所〉中102 ⑤ 〈注 文 料 金〉相談・見積り無料・

工事代金は要相談③ 〈配達・訪問地域〉市内全域　
④ 〈受 付 時 間〉8：30〜18：00 ⑥ 〈 別 途 費 用 〉なし

「暮らしなんでもお助け隊」
新規加盟店
切り取って、お助け隊の冊子の３２ページに張ってください。

　今年３月に自治会を通じパンフレットを配布し、すでに利用されている方もお
り、多少事業所の力になれたかと思いほっとしているところであります。まだ、加盟
店を募集しておりますのでご連絡ください。新規加盟事業所につきましては、会報
にて２回掲載させていただきます。また、すでに加盟されている事業所につきまし
ては、今月中にアンケートを実施いたしますのでご協力ください。


