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商工会では随時会員を募集しております。お知り合
いの方で、商工会に興味のある方がおりましたら、
ご連絡いただければ、
職員が説明に伺います。

富里市七栄653‐1

富里市商工会

TEL 93-0136
（代） http://www.tomisato.or.jp/

とみさと創業支援セミナー
商工会では、起業・創業をご検討中の人を
対象に創業支援セミナーを開催します。
開催期間

平成 30 年

対

象

全カリキュラムを受講できる人で、起業・創業を
ご検討中の人又は創業後間もない人

会

場

富里市商工会館

定

員

先着 20 名

10/21

・28

・11

・11/4

実現を商工会が応援します！
夢の

開催内容

創業の基礎知識、販路開拓方法、事業計画策定
創業資金調達の知識、人材育成等

申込費用

3,000 円

申込方法

申込書に申込費用を添えて、商工会窓口までお申込ください。

※申込書は、市商工会、市商工観光課で配布しているほか、商工会のホームページでもダウンロードできます。

お問合せ

富里市商工会 TEL 0476-93-0136

http://www.tomisato.or.jp

創業塾カリキュラム
1 日 目

10：00〜12：00

① 「創業の心構えとは」

10/21㈰

13：00〜16：00

② 「創業に必要な経営知識」

16：00〜16：30

③ 「中小企業組合制度と創業組織」

2 日 目

10：00〜12：00

④ 「販売計画

10/28㈰

13：00〜16：00

⑤ 「売上計画作成のポイント」

16：00〜16：30

⑥ 「なるほど中小企業応援ガイドブックについて」

受付

9：30〜

マーケティングを考える」

TEL 93-0136

【特典１】株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽
減
（資本金の0.7％→0.35％）
になります。
（注）
最低税額あり
【 特 典２】無 担 保 、第 三 者 保 証 人なしの創 業 関 連 保 証の枠が
1,000万円から1,500万円までに拡充されます。尚、既に創業して

無料法律相談会開催
富里市商工会では、会員を対象に法律
に関する無料法律相談会を下記日程に
て開催いたします。ご相談は富里市商
工会が顧問契約を結んでいる弁護士が
対応いたします。相談内容につきまして
は、経営に関する法律問題以外もＯＫで
す。ご希望の方はぜひこの機会にお申
込み下さい。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
●日 時
平成30年9月20日
（木）
石井弁護士
平成30年10月23日
（火）
丸山弁護士
平成30年11月13日
（火）
石井弁護士
●会 場
富里市商工会館
●申込み
相談は完全予約制といたしますので、各
相談会開催日の1週間前までに富里市
商工会事務局
（TEL 0476-93-0136）
ま
で電話にてお申込み下さい。
（各回とも事前予約がない場合、中止と
いたします）

「商売繁盛相談窓口」
始まります！

昨年好評であった
「商売繁盛相談窓口」
ですが、
今年も開設致します。
これは、皆
⑦ 「会計の基礎知識をしっかり身につけよう」
3 日 目
10：00〜12：00
けることで保証枠が拡大します。
様の経営相談や事業計画策定のお手伝
11/ 4㈰
13：00〜16：00
⑧ 「事業を継続させるための数値感覚」
【特典３】創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事
ント」
いを行うために、毎月第４木曜日に中小
受付 9：30〜
16：15〜17：45
⑨ 「融資申込時の事業計画書作成のポイ
〜金融機関の考え方を理解する〜
業開始6か月前から利用できるようになります。
企業診断士の先生が、皆様の事業所を
4 日 目
⑩ 「人材採用のポイントと有効活用」
10：00〜12：00
【特典４】
日本政策金融公庫が取り扱う
「新創業融資制度」
につい
「創業にかかせないHPとSNSの重要性」
訪れます。そして、今後の事業活動の仕
⑪
13：00〜16：00
11/11㈰
て、
自己資金要件が撤廃さ
れます。
受付 9：30〜
「従業員との
トラブル防止について」
⑫
16：00〜16：30
方について、どのような方向性で、どの
4 日 目
【特典５】
国が実施する創業補助金や県が実施する創業助成金へ
ような方法で進めていくのかという事業
⑬ 「フォローアップセミナー」
14：00〜16：00
12/9㈰
受付 13：30〜
計画の作成や見直しなどについてアドバ
の申込の対象となります。
イスをいただけます。
※後日フォローアップ研修・交流会を希望者により開催します。
事業計画を作っておけば、持続化補助金
（一部会費負担あり）
など国の支援施策が発表された時に、す
商工会健康診断のご案内
会員親睦ゴルフ大会
ぐに対応が可能となりますし、自分だけ
では計画を立てるのは中々難しいという
今年も恒例の会員親睦ゴルフ大会を下記のとおり開催致しま
商工会員とその家族及び従業員を対象とした健康診断を実施しま こともあるかと思いますので、是非この
すので、皆様奮ってご参加ください。
す。また、ご希望の方にはインフルエンザの予防接種を別料金にて
機会を利用して相談してみませんか？
実施します。なお今回から諸般の事情により、健診実施期間を変更さ
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
せていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。
●期 日
●今後の相談日
平成30年11月14日
（水）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
平成30年 9月27日
（木）
●場 所
●期 日
平成30年 10月25日
（木）
久能カントリー倶楽部
平成30年11月5日
（月）
／平成30年11月19日
（月）
平成30年 11月22日
（木）
●会 費
※上記のうち1日をお選びください。
平成30年 12月27日
（木）
3,000円
（当日集金させていただきます）
●場 所
平成31年 1月24日
（木）
●参加資格
富里市商工会館
（2階大会議室）
平成31年 2月28日
（木）
原則として会員とその家族及び従業員
●検診内容
※全て午前9:00〜午後4:00
●募集定員
生活習慣病予防健康診断
●相談場所
40名
検査項目およびオプションメニューについては、別紙案内をご参
富里市商工会館または事業所へ訪問
●申込方法
照ください。
●相談時間
別紙参加申込書にご記入の上、FAX・郵送あるいは窓口持参
●検診料金
約1時間
にて商工会事務局までお申込みください。
別紙案内をご参照ください。
（相談の上、
更に濃密な相談が必要な場
●申込締切
●申込方法
合は、別制度によりフォローさせていただ
平成30年10月31日
（金）
別紙申込用紙にご記入の上、
FAX・郵送あるいは窓口持参にて
きます）
ただし、
申込締切日前でも、定員に達し次第、募集を締切る場合
商工会事務局までお申込みください。
●相談料
もございますので、
お早めにお申込みください。
●申込締切
無料
※プレー費は各自でご負担いただくことになります。
グリーンフィー、
平成30年10月15日
（月）
●申込み
諸経費、利用税、
キャディーフィー、昼食付、乗用カート付で
※インフルエンザ予防接種の料金は、
3,800円
（消費税込）
になりま
富里市商工会
（TEL 93-0136）
まで電
17,500円くらいの見込みです。
す。
また、
健康診断はオプションメニューもございます。別紙案内を
話にてお申込み下さい。
ご覧の上、
ご希望の方は併せてお申込みください。
受付

9：30〜

〜J-stat mapを活用しよう〜

いる方
（5年以内）
についても特定創業支援事業による支援を受

富里市産業まつりに出店しませんか？
富里市では、第45回産業まつりを11月18日
（日）
に予定しております。産業まつり
は、生産者、商業者、消費者との融和を図り、相互の発展向上を目的に楽しく行う市
の３大まつりの一つです。
商工会では会員の皆様の出店窓口となっておりますので、希望される方は商工会ま
でご連絡下さい。
（※以下は、
昨年の実績からの見込みも含まれます）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
●日 時
平成30年11月18日
（日）
午後9時〜2時30分
●出店料
4,000円
（テント１張り）
●対象者
商工会員事業所
●会 場
富里市中央公民館前特設会場
●申込み
商工会
（TEL 93-0136）
までご連絡下さい。申込み書をお渡しします。
（例年10月初旬までに申し込みが必要となります）

新入会員の紹介

平成 30 年 4月21日〜平成 30 年 7月13日 入会者

〜ご入会有り難うございます。宜しくお願いします〜
事 業 所 名

所 在 地

業

種

江波戸美装

酒々井町酒々井 1634-9

建築塗装業

吉田 憲章

御料 227

農産物販売業

㈱道建

立沢 368-10

解体業

プツマイスタージャパン㈱

美沢 7-4

製造業

インテリアみのわ

七栄 513-112

内装業

㈱アイ・ポート

七栄 127-48

警備業

パーツガレージ

七栄 646-52

タイヤ販売取付業

磯野塗装

七栄 482-180

塗装業

麺者屋ちくわ

七栄 646-135

飲食業

㈲石井電工

七栄 513-74

電気工事業

㈱ＴＨＰ

成田市花咲町 839-40

飲食業

㈱ＦＬＯＷＥＲ

成田市花咲町 736-51

飲食業

小規模工事等契約希望者登録制度のご案内

第4４回富里ふるさとまつり終了のお礼
第44回富里ふるさとまつり
が、去る8月4日
（土）に開催さ
れ、各位の絶大なるご協力と会
員事業所の皆様のご協賛によ
り、大盛況の中終了する事が
出来ました。
今年は、昨年に続き青年部
主催による、浴衣姿で来場され
た参加者を撮影し、写真審査
による浴衣コンテストが開催さ
れた他、
オラキノ・マイカイみちこ
フラスタジオさんによるフラダン
ス、
Happy Starsさんによるキッ
ズダンスや盆踊り、
ひずめ太鼓
の演奏を実施しました。
まつりのフィナーレには約1000発の打上花火が夜空を彩り、多くのご来場の皆様に喜
んでいただくことができました。
これも偏に関係各位のご支援、
ご協力、
また近隣住民の皆様の特段の配慮の賜物と深
く感謝申し上げます。今後とも富里ふるさとまつりには、
特段のご支援・ご協力を賜りますよう
宜しくお願いを申し上げます。
富里ふるさとまつり実行委員会

労働保険科第二期分及び手数料振替のお知らせ
労働保険事務組合富里市商工会にて労働保険の事
務を委託されている事業所については、
右記の日程で口座
振替
（自動引き落とし）
させていただきますので、
ご指定の預
金口座の残高確認をお願い致します。
今後とも、当所労働保険事務組合に対する一層のご理
解・ご協力をお願い致します。

口座振替日
11月1日
（木）

「働き方」が変わります！
〜働き方改革関連法が順次施行されます〜
①時間外労働の上限規制が導入されます
〔2019年4月1日施行〕
時間外労働が、
月45時間・年360時間が原則上限となります
②年次有給休暇の確実な取得が必要となります
〔2019年4月1日施行〕
10日以上の年次有給休暇を付与している従業員に対し、毎年5日・時期を指定して
有給休暇を与える必要があります。
③正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されます
〔2020年4月1日施行〕
同一企業内で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の基本給や賞与などの
不合理な待遇差が禁止されます。

期 間

2018

9 15 11 26
月

月（土）〜

月

日（月）

休演日：毎週木曜日と9月19日（水）、10月7日（水）、11月14日（水）
サーカスは 9/15（土）〜11/26（月）まで公演しております。
柏市大島田

この制度は，
市内事業者の受注機会の拡大を図るため，
市が発注する小規模な工
事等の契約希望者を登録するものです。

ところ

１．
対象の工事等
市が発注する１件の契約金額が５０万円未満の工事及び修繕となります。

駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
開演時間 公演は２時間 10 分（休憩 20 分）※雨天開演 入場料金（こども３才以上中学三年生まで）

２．
登録の要件
市内に本店を有する法人事業者又は市内に住所登録がある個人事業者で，
次の
全ての項目に該当しないことが要件となります。
①破産者であって復権を得ない者又は成年被後見人，
被保佐人若しくは被補助人
②市入札参加資格者名簿に登録されている。
③希望する業種に必要な資格や免許等を有しない。
④市税を滞納している。

特設
セブンパークアリオ柏 会場

区 分 10：10 11：10 13：00 13：40 15：40
○
○
月・火・土曜日
水曜日

○

○

※但し9月18日、10月17日、11月14日は休演
休 館 日
木曜日
金と9/15日（土）
○
○
○
○
○
日・祝日

●天候などの影響により休演する場合があります。
※9 月 15 日は 13：00 からの２回公演

主催 読売新聞社・日本テレビ
報知新聞社
kINOSHITA CIRCUS

区 分

前売券
当日券

お と な

こ ど も

2,800 円 1,800 円
3,200 円 2,200 円
日・祝は混雑致しますので、
なるべく平日にご利用下さい。

３．
登録の有効期間
毎年４月１日〜翌年３月３１日
４．
登録の申請方法
申請は随時受付していますので，
申請書を提出してください。
受付場所及び問い合わせ先
富里市役所総務部財政課契約管財班
（本庁舎１階南棟）
電話０４７６−９３−１１１6

○パートタイマーさんも加入できます。
○他の退職金・企業年金制度等のポータビリティも可能です。

