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公庫金利情報
（平成18年11月15日現在） ■普通貸付 2.4％（年利率） ■経営改善貸付2.1％（年利率）

年末調整

確定申告

消費税申告

個 別 指 導 会のお 知らせ
個人事業主を対象に、年末調整、
青色決算確定申告、消費税申告の
個別指導会を開催します。
関係書類※をお持ちの上、
下記の日時に商工会館までお越し下さい。

年末調整個別指導会
①平成 19 年１月 ９日（火）

②平成 19 年１月 15 日（月）

◇両日とも税理士が来訪します。

青色決算・確定申告個別指導会
①平成 19 年２月 19 日（月）
③平成 19 年２月 27 日（火）
⑤平成 19 年３月 7 日（水）

②平成 19 年２月 23 日（金）
④平成 19 年３月 ２ 日（金）
⑥平成 19 年３月 13 日（火）

◇ ①、②、③、④、⑤は、税理士が来訪
します。（相続・贈与・譲渡につい
ては、成田税務署へご相談下さい）

消費税確定申告個別指導会
①平成 19 年１月 ９日（火）
③平成 19 年３月 16 日（金）
⑤平成 19 年３月 23 日（金）

②平成 19 年１月 15 日（月）
④平成 19 年３月 19 日（月）

◇すべて税理士が来訪します。

相談時間は、全日程ともに、午前 10 時〜午後３時（正午〜午後１時を除く）となります。

※関係書類とは・・・
●
●
●
●
●

1

税務署から届いた本年度の確定申告書・決算書
前年度確定申告書・決算書控え
控除証明書類（健康保険、年金、生命・損害保険等）
認め印
関係帳票類

詳細については、商工会（川嶋、木川）までご連絡下さい。
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新春賀詞交歓会の
新春賀詞交換会のご案内
地元企業の発展と地域経済振興のため、会員相互及び関係
の方々との交流を深めてみませんか！ 今回は新春講演会も併
せて開催することになり、多数の参加をお待ちしております。
開催日時・場所等は次のとおりです。

日

時

平成 19 年１月 12 日（金）午後２時〜５時

場

所

ラディソンホテル成田エアポート
富里市七栄 650-35

内

容

●

講演会（午後２時〜３時）
講 師 富里市長 相川 堅治
テーマ 富里市の将来

●

参

加

費

参加申込み

氏

交歓会（午後３時 10 分〜５時）

１人

5,000 円（開催当日受付でお支払い下さい）

平成 18 年 12 月 22 日（金）までに
同封の申込書にてお申込み下さい。

商工会員
（11 月〜３月）
月〜３月）
増強運動を実施します（11
富里市商工会では、平成 18 年 11 月〜平成 19 年３月の期間で、
会員増強運動を実施いたします。
会員の皆様におかれましては、お取引先事業所、加盟されて
いる団体のお仲間、お知り合いの方などにご加入くださるよう
お勧めいただき、加入運動へのご協力をお願いします。
商工会の詳しいサービス内容や入会手続きに関しては、職員
が訪問しご説明いたします。

協力業者に登録しませんか？
工業部会では、これまで部会内に『介
護住宅相談委員会』を設置し、介護者
向けの住宅改修に関する相談に対応し
てまいりました。
このたび、さらに対象を広げ、一般
住宅のリフォームを検討している市民
からの相談にも
対応できるよう
に、新たな組織
づくりを進めて
いるところであ
ります。
部会員の方で建築関連業種の方はぜ
ひ新組織（名称未定）の協力業者にご
登録下さい。今後は、新聞折込チラシ
を作成配布し、PR していく予定であり
ます。リフォームに関する相談があっ
た場合には相談内容に合った協力業者
に対応していただき、受注につなげて
いただきたいと思います。
つきましては協力業者を募集します
ので、建築関連業種で登録を希望され
る方は同封の登録申込書にてお申込み
下さい。なお、
登録に関しては無料です。
商工会商業部会

最新の消費動向セミナー
開催迫る！

千葉県の消費動向を
探る上で参考となる
お話をうかがいます！

また、新入会員をご紹介いただいた会員の方には、一件につき 2,000
円の商品券（QUO カード）を贈呈させていただ
きます（尚、贈呈は、入会手続完了後とさせて

日

いただきます）
。

時 平成 18 年 12 月 4 日（月）
午後２時〜４時まで

場

商工会加入金 5,500 円

受講料 無料

商工会月会費
個人事業所

1,000 円

法人事業所

1,500 円

所 富里市商工会館

講

師 株式会社ちばぎん総合研究所
研究員

※まだ、空きがありますので、参加希望の
方は当日会場まで直接お越し下さい。
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元気で活気のある会員・事業所 No.36
アジアン創作料理

じゃらんじゃらん
飲食業

い と う

伊東
い と う
伊東

TEL 93-7030 七栄 127-45

き さぶろう

以前より興味のあったバリ島や東南アジアに関する雑貨や
喜三郎さん（51） 成田市にて寝具店を営む一方、
家具を扱うお店を４年前に開店。
以降、
保育園の保母さんとして長年従事してきた奥さん
よ し え
と共に、
現地に直接買い付けに出向くなど妥協を許さない多忙な日々を送る。
今年５月に
由栄さん
は新たな展開としてアジアン創作料理を提供する当店を富里に開店。

アジアン雰囲気の異空間で、おなかも心も満足していただければ・・・。
－趣味・休日の過ごし方は？
伊東 絵を描くことが好きで、気が
つけば油絵を始めて 36 年にもなりま
す。一時は絵描きを目指していたこ
ともありましたが、今は趣味の範囲
です。でも年に一度は友人らと共に
個展を開いて楽しんでいます。
－商売の現状は？
伊東 まだ半年程ですが、おかげさ
まで売上は順調に推移しています。
飲食店は初めてのチャレンジなので、
最初はどうなることかと心配してい
た部分もありましたが、お客様の評
判は上々で、口コミで来ていただく
方が増えてきています。日ごろは 20
代～ 50 代の女性の方を中心に、その
他は結婚式の２次会などパーティに
も多くご利用いただいていますね。

－お店のコンセプトは？
伊東 従業員には接客を特に重視して
もらっています。美味しい料理の提
供はもちろんですが、お客様にはゆっ
たりとした癒しの空間や和みの時間
を提供したいと考えています。飲食店
として、ただお腹がいっぱいになれば
良いというのではなく、心の面でも満
たされて帰っていただければ･･･とい
うことを日ごろより心がけています。

TEL 93-7030
営 11:00〜23:00
MAP
休 月曜日
至 久能
イタコ自動車さん
（ 月曜が祝日の場合
）
翌日が休み
じゃらんじゃらん
Ｐ 27台
R296
席 60 席
★宴会４名様
より承ります。

無担保無保証融資のご案内
商工会では、一定の要件を満たす事業所さんを対
象に、無担保無保証制度をご用意しております
（貸付け審査によってはご希望に添えない場合もあります）。

お問い合わせ・ご相談は、
商工会
（池田、
中台、
山中）
まで
−
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R409

ESSOさん

至 八街

七栄小学校

至 八日市場

至 酒々井

－変わった店名ですが？
伊東 店名の「じゃらんじゃらん」と
いうのは、インドネシア語で「散歩」
という意味なんですよ。当店はアジア
ンのエスニック料理店。どうしても日
本人には、まだ馴染みが薄いと思うん
です。ですから、敷居を下げるつもり
で「散歩の合間にでも気軽にお立ち寄
り下さい」という思いを込めてそう名
づけました。日本人の舌にも合うよう
に創作し、でも嘘ではない本格的なエ
スニックの味を是非ともご堪能いた
だきたいと思っています。

－今後の展開は？
伊東 そうですね、まだまだ OPEN
間もないので、今はまだ当初のコン
セプトのまま続けていくことが大切
だと思いますし、あまり今後の展開
ということについては考えていませ
ん。もちろん、従業員一同本当に頑
張ってやってもらっているので、そ
れに応えるためにもお店を大きくし
たいという気持ちはあります。でも、
今は地に足をつけて、地道に地域に
愛される店を目指してやっていきた
いのです。今のところ来客の大半は
女性ですが、是非とも男性の皆様に
もアジアン料理の美味しさを味わっ
ていただきたいと思っています。

東関
道

－経営のモットーは？
伊東 全てにおいて“ありがとう”の
感謝の気持ちを持つことです。お客様
に対して、スタッフに対して、食材や
モノに対して、バリに対して、家族に
対して･･･ etc。そういう全てのものに
感謝の気持ちを忘れずに、お客様の笑
顔やあたたかい言葉を励みにスタッ

フ全員が一丸となって日々頑張って
います。

平成 18 年９月スタート！市の制度

土地活用を
相談してみるか

あなたの土地活用を支援します。
あなたの土地活用を支援します。

珠算検定結果
第143回珠算検定試験が平成18年
11月19日全国一斉に行われまし

富里市企業等立地サポート制度
◆サポート１
市内の宅地建物取引業者（サポート制度に登録）
と市が協働し、土地活用を支援します。
◆サポート２
土地活用を検討している物件について、市が情
報提供を行います。
◆サポート３
土地活用を検討している物件について、市が企
業との橋渡しを行います。

た。富里市商工会
（会場）において
の受験結果は次の通りです。

1級･･･未名

2級･･･未名

3級･･･未名

6級･･･未名

7級･･･未名
受験者未名

合格者未名

制度の詳細は、下記までご連絡ください
市産業経済課

商工観光振興室

今年の 歳末なんぶ抽選会 は、

TEL

93-1111

サンタフェスタ 2006 開催のご案内

南部商店会発足 1 0周 年 にあたり

開催日時：2006 年 12 月 17 日（日）
開催時間：午後 0 時〜4
時〜午後
時 4時
10 周年記念特別賞 を
開催場所：富里市北部コミュニティ
３本 追加致します。
センター２階大ホール
開催内容：ゴスペル聖歌隊
賞の内容は、な、
大道芸人ショー
が当たる！！
アコースティックライブ
現金
ちょっぴり豪華な

なんと

５万円

ご来場された方全員に
クリスマスケーキ、飲み物を
ご用意しています。
年末の出費に有り難い
ちょいと早めのお年玉。

また、 お子様には

今回は、
12 月１日の新聞折込チラシで、
１回抽選出来る券をお付けしてますので
是非会場にお越し下さい！
！

ささやかな

クリスマスプレゼントを
用意しております。
＊ただし、数に限りがございますので

抽選日：平成 18 年 12 月 23
（土）
、
先着順とさせていただきます。
24日
（日）
、25日（月）
の3日間 お問い合わせ：サンタフェスタ実行委員
時 間：午後３時〜７時まで
実行委員長 中山 晃二
会 場：スーパーうちださんの駐車場
携帯：090-8286-7534

商 工会の

最低賃金 が 改正！
県内のすべての使用者
（労働者）
に適用される最低賃金が改正さ
れました。

687円（時間額）
平成18年10月1日（発効）

ビジネスノート無料配付
2007年のビジネスノート
（知って
得する実用ガイド付）
を無料配布し
ております。
ご希望の方は
商工会までご来
館下さい。
数に限りが
ありますので
お早めに

３大特長

比べてくださいあなたの保険

が ん 保険

千葉県の

ガンと診断
入院給付金
何日でも！ されたら何度でも

10,000円！

100万円！

初期ガンでも

給付金お支払い！

これに手術保険金、通院保険金まで揃って、
44 歳の社長さんの保険料は、月々たった 730 円！
気になった方は、今すぐ商工会へお電話下さい TEL.93-0136
※従業員・家族の方も入れます。
−−

平成18年12月29日（金）〜
平成19年 １月 3日（水）
まで
年末年始休暇の為、事務所を
閉所させていただきます。

