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第131号
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。

富里市商工会　TEL 93-0136

富里市
商工会
だより とびらとびら

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12月25日（火）　
　　13：30～16：30（丸山先生）
　•平成31年1月21日（月）　
　　13：30～16：30（石井先生）
　•平成31年2月15日（金）　
　　13：30～16：30（丸山先生）
●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）

無料法律相談会開催

●期　　日　平成３1年１月１6日（水）  午後 2：００ ～ 午後 5：00
●会　　場　ラディソンホテル成田

講　師 千葉県商工会連合会副会長・神崎町商工会会長
 髙橋　正剛 氏
テーマ 「道の駅発酵の里こうざき」の取組みについて

第一部

会　　費　お一人様 5,000円（当日受付にて承ります）
※尚、当日お名刺を名札として使用しますのでご準備下さい。

申込方法　平成30年12月28日（金）までに、別紙申込み用紙にご記入
の上、FAXにて商工会までお申込み下さい。

第二部

【お問い合わせ】
富里市商工会

TEL：93-0136、FAX：92-1971

皆様の新しい年の飛躍と富里市商工業者の更なる発展を祈念して、以下のとおり新春賀詞交歓会を開催
致します。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

新春講演会・賀詞交歓会のお知らせ

新春講演会　午後 2：００ ～ 午後 2：5０

賀詞交歓会　午後 3：00 ～ 午後 5：00

◆年末調整個別指導会
①平成31年1月8日（火）
………………………………………………………………………………………………
◆所得税・消費税  確定申告個別指導会

①平成31年2月 18日（月） ⑤平成31年3月 6日（水）

②平成31年2月 26日（火） ⑥平成31年3月 7日（木）

③平成31年3月 1日（金） ⑦平成31年3月 11日（月）

④平成31年3月 5日（火） ⑧平成31年3月 13日（水）

年末調整・確定申告指導会の開催について《事業承継セミナー》　　　　　　　　　　　　
　　　～円滑な事業引継ぎのために～

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
催致します。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 確定申告 消費税申告

※全日共に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。）
※詳細については商工会までご連絡下さい。　TEL 93－0136

確定申告にはこんなものが必要です
（ご持参いただくもの）

○決算書、確定申告書用紙一式
○平成30年分各帳簿、月別集計表、棚卸表
○社会保険料の支払額（国民健康保険料・
介護保険料・国民年金保険料・厚生年
金・雇用保険料等）

○小規模企業共済控除証明書
○生命保険料控除証明書（一般用・個人年
金用・介護医療用）

○地震保険料控除証明書
○事業収入以外に収入がある場合の関係
書類（給与所得の源泉徴収票・公的年金
等の源泉徴収票等）

○医療費控除を受ける方は領収書等
○住宅取得控除等を受ける方は明細書等
○平成29年分確定申告書、決算書の控え、
集計表

○印鑑・電卓などの必要と思われるもの
○マイナンバーカード又は通知カード及
び運転免許証等身元確認書類
○扶養家族のマイナンバー
（個人番号）

※相談時間は、10時より15時となります。

※相談時間は、
　9時より12時
　となります。

会　場 富里市商工会館

●開催日時 　平成３１年２月５日（火）14：00～ 15：30

●開催場所 　富里市商工会館  ２階会議室

●講　　師 　千葉県事業引継ぎ支援センター

　　　　　　 ブロックコーディネーター　大石　泰弘　氏

 

インバウンド×補助金活用！販路拡大セミナー
～消費税引き上げによる売上ダウン対策の切り札～

●開催日時 　平成３１年２月６日（水）14：00～ 15：30

●開催場所 　富里市商工会館　２階会議室

●講　　師 　中小企業診断士　

　　　　　　 インバウンド支援コンサルタント　姫田　光太　氏



ニッポン全国物産展　おやつランキング

商工会のビジネス総合保険制度

スイカを使った洋風どらやき『三笠焼  とみちゃん』が 
ニッポン全国物産展のおやつランキングで11位になりました！

11月16日( 金 )～18日（日）に池袋サンシャインシティ
で開催されたニッポン全国物産展のおやつランキング
に千葉県代表として参加した㈱ケー・イー食品開発さ
んのスイカを使った『三笠焼とみちゃん』が全国で 11
位になりました。

新入会員の紹介 平成30年8月3日～平成30年10月30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～

会員事業者を取り巻く様々な事業活動リスクからお守りします！
事業者は事業活動を行う上で様々なリスクを抱えております。特に近年増加している民事

賠償への備えとなる「施設賠償」「業務遂行賠償」、災害時の「事業休業補償」などをワン

ストップで加入できる保険制度の必要性が高まっている中、「ビジネス総合保険制度」によ

り、それぞれの実情にあった補償を任意で組み合わせることが可能となりました。

【特徴1】 会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し一本化
【特徴2】 賠償責任（PL・リコール・情報漏えい・施設・業務遂行等）リスクを総合的に補償
【特徴3】 事業休業補償により災害に遭った際の事業継続のための資金を確保
【特徴4】 全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準
【特徴5】 保険会社の早期災害復旧支援により事業継続を後押し

賠償補償

•提供した飲食物でお客様が食中毒となり、
下痢や発熱を発症した。
•サイバーテロにより顧客情報が流出した。
•給排水設備からの漏水により階下のテナント
を水浸しにさせてしまった。

etc.

こんな時に…

事業休業補償

•大型台風による河川の氾濫で店舗が浸水し、
事業を休業した。

•工場で火災が発生し、復旧までの期間、生産
ラインがストップした。
•大規模震災が発生し、事業を休業した。

etc.

こんな時に…

財産補償

•閉店中の店舗に何者かが侵入し、金庫内の
現金が盗難に遭った。

•工場で火災が発生し、工場及び納入前の商
品が全焼した。

etc.

こんな時に…

工事補償

•台風による強風で、建設中の建物屋根が損
壊してしまった。
•工事中に作業対象のビル建物で火災が発生
し、建物の再建費用を負担した。

etc.

こんな時に…

傷害プランは、職種・年齢・性別を問わず、月額2,000円で充実な保証内容。
更に月額1,000円の追加で先進医療共済金の付いた医療特約に加入できます。
がん補償・生命補償も組み合わせることができます。
「傷害プラン」に個人賠償責任保険が付いて、さらにパワーアップ！！しました。

全国商工会福祉共済全国商工会福祉共済全国商工会福祉共済
月々2,000円であなたも家族もまるごと守ります

労働保健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、下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
2月1日（金）

労働保険料第3期分
振替のお知らせ

よ
ろ
し
く
っ
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血液は生きている細胞であり、医療技術
の発達した現在でも、血液とまったく同
じ作用を持つものを人工的に作ること
はできません。そのため、医療に必要と
される血液は、みなさんの献血へのご
協力により提供していただいています。
千葉県内では、輸血用の血液が大変不
足しております。多くの人命を救うため
にも、献血にご協力下さい。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
●日　時
平成31年3月22日（金）
10：00～11：45／13：00～16：00
●場　所
富里市保健センター
●持ち物
献血カード（お持ちの方）

富里市商工会商業部会、工業部会、
サービス業部会共催

献血ご協力のお願い

ビジネスダイアリーを
ご活用ください

知っていると得をする経営者のための
実用ガイド、商工会のサービス内容などが
付録していて、ちょっとした家計簿にも使え
ると評判の2019年のビジネスダイアリーを
同封させていただきましたので、是非ご活
用ください。

献血された方
先着20名様に

「落花生」1袋 150g
プレゼント

献血された方
先着20名様に

「落花生」1袋 150g
プレゼント

献血された方
先着20名様に

「落花生」1袋 150g
プレゼント

●1.貯蓄
知らず知らずに自己資金の貯蓄

●2.融資
事業資金（５０万～１,０００万円）
生活資金（１０万～２００万円）

●3.生命保険
万一の場合は貯蓄積立金の他に、保険金が支払われます。
掛金のうち保険料、手数料は控除及び損金、必要経費の対象になります。 
＊加入者の特典として、旅行割引制度もあります。

商工貯蓄共済
─ 月々２,０００円の掛金で大きな安心 ─

平成30年 12月 29日 （土）～
平成31年 1月 3日 （木）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。

３つの機能

※引き続き、加入促進をしていますので、お知り合いの方がいましたらご紹介をお願
いします。

事業所名 所在地 業　種

㈱SR基工 十倉212-185 建設業

もつ焼き
ホールモン 日吉倉3-13 飲食業

わくわくホーム 日吉台3-25-2 リフォーム業

㈱アルテディア 東京都港区
浜松町2-4-1

介護業

薩摩商会 七栄329-15 建設機リース業

富士山溶岩焼肉
飛騨九兵衛 七栄532-248 飲食業


