
−�−− � −

822006 年９月 第 号

公庫金利情報（平成18年8月21日現在）　■普通貸付　2.5％（年利率）　■経営改善貸付2.2％（年利率）
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商工会新理事の就任に伴い、商業部会、工業部会、サービス業部会においても新体制が発足しました。
幹事会メンバーは次の通りです。

職　名 氏　名 事業所名

部会長 大竹　武雄 （有）大竹商店

副部会長 秋葉　隆 （有）秋葉電器商会

副部会長 石井　功次 源田酒店

幹　事 岡野　耕平
（有）ｵｶﾉ北総衣
料家具ｾﾝﾀｰ

幹　事 森田　修仁 （株）森田商店

幹　事 斉藤　明夫 （株）マルフジ

幹　事 内田　 （資）内田屋商店

幹　事 川野　晴司 川野電機

幹　事 岩井　和徳 和食料理やまと

幹　事 相川　俊道 （有）丸充石油

幹　事 神保　孝夫 （有）わくや酒店

幹　事 秋本　真利 （有）ダイアナコパン

幹　事 中山　武 美章堂印房

幹　事 細野　由夫
ﾌﾙﾔ牛乳富里中
央販売店

幹　事 山本　汎 （有）ぼんぼん企画

職　名 氏　名 事業所名

部会長 森井　暁 （有）森井建設

幹　事 土 屋　 征 四 征建築（株）

幹　事 市川　一夫 （株）市川工務店

幹　事 臼井　正夫 ウスヰ設備工業（株）

幹　事 松元　正行 （有）マツモト通信工業

幹　事 山下　昭一 （有）山下工務店

幹　事 貫洞　哲男 協伸工業（株）

幹　事 鈴木　貞吉 （有）サダアート

幹　事 安藤　孝二 安藤板金

幹　事 矢部　和男 北総管工設備（有）

幹　事 吉岡　三郎 （有）吉岡工務店

幹　事 松浦　秀之 （有）日本エムテイエス

幹　事 横尾　保恵 横尾石材

幹　事 野路　一郎 （有）野路工業

幹　事 二タ見　正義 （有）二夕見工務店

職　名 氏　名 事業所名
部会長 山倉  健彦 国際商事㈱
副部会長 小梛　吉章 ㈲花新
副部会長 伊藤　良 ㈲伊藤自動車

幹　事 寒郡　茂樹 ㈲NRTガーデン
プロダクツ

幹　事 藤井　十郎 藤井税理士
事務所

幹　事 井花　重男 ㈲井花自動車
幹　事 豊田　進 豊田畳店

幹　事 海宝　治男 ボディショップ
南平台

幹　事 海宝　輝美 ㈲海宝モー
タース

幹　事 佐藤　敏文 ヘアー
BREEZE

幹　事 山本　泰正 山本印刷㈱
幹　事 江波戸  洋 理容エバト

幹　事 宮川　欽一 ㈲ニッコウ 
リネンサプライ

幹　事 三浦　和則 ㈲三和
幹　事 原　　伸男 ㈱フィールド

恒例の会員研修旅行を
右記のとおり開催いたし
ます。

参加を希望される方は、
別紙参加申込書にご記入
のうえ、お早めに事務局
までお申し込み下さい。

会員の健康維持増進を目的に健康診断を下記の
とおり開催いたします。なお、今年はご希望の方に
インフルエンザの予防接種も実施いたします。

期　日	 平成�8年�0月�4日（火）
場　所	 富里市商工会館２階大会議室
検診内容	 生活習慣病予防健康診断
　　　　検査項目及びオプションメニューにつ	
	 いては、別紙案内をご参照下さい。
検診料金　事業主及び配偶者　3,500円／１人
	 従業員及び家族　　6,000円／１人
申込方法　別紙参加申込書	にご記入の上、FAX・

郵送あるいは窓口持参にて事務局ま
でお申し込み下さい。また、Ｅメール
shokokai@tomisato.or.jpでのお申込み
もお受けします。その際には、受診者の
お名前、事業所名、ご住所、電話番号を
ご連絡下さい。折り返しオプションメ
ニュー等の確認のご連絡をいたします。

申込締切　平成�8年�0月６日（金）

※インフルエンザ予防接種料金は�,400円（消
費税込）になります。また、健康診断はオプショ
ンメニューもございます。別紙案内をご覧の上、
ご希望の方は併せてお申し込み下さい。

期 日 平成18年11月８日（水）　場 所 　久能カントリー倶楽部
会 費 3,000円（当日集金させていただきます）
参加資格 原則として会員とその家族及び従業員　募集定員 　40名
申込方法　別紙参加申込書にご記入の上、FAX・郵送あるいは窓口持

参にて商工会事務局までお申し込み下さい。また、Ｅメール
shokokai@tomisato.or.jpでのお申し込みもお受けします。
その際には、参加者のお名前、事業所名、ご住所、電話番号を
ご連絡下さい。

申込締切　 平成18年10月20日（金）。ただし、申込締切日前
でも、定員に達し次第、募集を締切る場合もござ
いますので、お早めにお 申し込み下さい。

※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、諸経費、
利用税、キャディーフィー等で16,000円位（昼食含む・消費税込）の見込みです。

３部会新幹事のご紹介

期　日 平成18年10月１日（日）
～２日（月）

行き先 静岡県舘山寺温泉
参加費 22,000円／１人
定　員 先着40名
参加対象者 原則として会員と  
 その家族及び従業員
締切り ９月22日（金）

会員研修旅行のご案内会員研修旅行のご案内

会員親睦チャリティゴルフ大会のご案内
今年も恒例の会員親睦チャリティゴルフ大会を下記のとおり
開催いたしますので、皆様奮ってご参加下さい。

健康診断のご案内

商業部会 工業部会 サービス業部会
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非常に簡単に言えば、「自らの事業所で新しい革新的な試みを始め、今

後５年間かけて計画的に経営を伸ばしていこうということを県に認定

してもらうと、公的融資や税制面などで様々な特典を得られる」というも

のです。

従来までは、このような制度は主に製造業中心でしたが、当制度につ

いては、小売業、サービス業、建築業など、ほとんど全ての業種、そして、

法人事業所、個人事業所関係なく対象となっております。

当商工会会員でも、これまでにいくつかの事業所がこの認定を取りま

して、経営に役立てております。商工会では、各事業所の皆さんが、この

「新事業活動促進法」の認定を受けるためのサポートを行っております

ので興味のある方は是非一度ご相談下さい。

詳しくは商工会経営指導員（池田、中台、山中）までお問い合わせ下さい。

今回は都合により、「会員さんのお店食べ歩き」をお休みさせていただきます。

「新たな取り組み」とは
●新商品の開発や生産
●商品の新たな生産や販売の方法の導入
●新サービスの開発や提供
●サービスの提供方法の導入やその他    
　の新たな事業活動

以上のことを意味します。自社にとっての新
たな取り組みであれば、他の事業者が採用し
ていることでも構いませんが、すでに相当程
度普及しているものは含まれません。

新しい制度内容の HP アドレス
http://www.chusho.meti.go.jp/

－趣味・休日の過ごし方は？
木村　野球が好きで、以前は「末広
チーム」を作り野球をやっておりま
したが、ここ数年遠ざかっています
ね。今は仕事が趣味かな。

－商売の現状は？
木村　バブル期に投資した設備関係
のリースが終わったので、少し楽に
なってきました。あと何よりも、２
年ほど前から経理・税務に詳しい知
人に教えていただいて、自分で帳簿
関係をまとめることにしたのは大き
いと思います。さすがに決算申告の
最後の確認だけは法人ということも
あって税理士さんにお願いしていま
すが、自分で会計管理をやるように
してから非常に会社の経営内容が見
えてきましたね。

－経営方針は？
木村　うちの目指すスタイルは、“お
客様に信頼される元気な店”という
ことでしょうか。ここ数年セルフス

タンドが増えてきましたが、逆に減っ
てきたフルサービスの店を欲してい
るお客さんも多いんです。そんなお
客さんに、日ごろのガソリン給油か
ら声かけして、世間話から始まって
車の調子などについても日々気軽に
聞ける関係を築いているので、そこ
から修理や車検に繋がることが多い
ですね。やはり、民間車検場として
整備工場の機能もあるのは非常にプ
ラスになっていると思いますし、そ
の信頼と期待を裏切ってはいけない
といつも心がけています。

－最近の原油高騰の影響は？
木村　やはり影響が全く無いわけで
はありません。給油頻度や給油量が
減っているのは確かです。でも、そ
れは一過性のものなのかなと思っ
ています。車は必要不可欠なもので
すから、そのうち価格に慣れてしま
うように思います。ただ、今もそう
ですが、今後カードで支払うお客さ
んはもっと増えてくると思います。

JOMOでも入会金・年会費無料で１
リットル当たり２円値引きするクレ
ジットカード「ＪＯＭＯカードライ
ト」を始めました。カード加入は是
非当店で宜しくお願いします(笑)

－今後の展開は？
木村　そうですね。私もあと２～３
年後に息子に社長を譲らなければな
らないと考えております。創業者と
いうのは、私も含めてなかなか社長
の座を譲れないものですが、それで
はいけないと思っています。息子の
代になれば、また新たな方向性や取
り組みとなっていくとは思いますが、
少なくとも私が基本としていた“お
客様第一”の気持ちだけは忘れずに、
お客様の車を総合的にケアする、身
近な相談場所としてのスタンドであ
り続けて欲しいですね。

元気で活気のある会員・事業所 No.35

自分で会計管理をするようにしてから、会社の経営が見えてきました。

TEL 93-0022 七栄 646-81

木
き む ら

村　節
みさお

（62）
某有名食品会社から一転して職業訓練校に通い、自動車整備工場勤務を経て、昭和４４年ガソリンス
タンドを開業。整備士の資格を活かし、給油所と整備工場という２つの顔を持つサービスステーショ
ンとして営業を続けてきた。現在２人の息子さんと共に、年中無休の忙しい毎日を送っている。

経営革新して認定を受けましょう！              -新事業活動促進法-

ガソリンスタンド㈲木村石油　
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お世話になりました。
平成18年７月28日付
記帳専任職員　鷲見 洋子
在職期間　２年11 ヶ月

宜しくお願いします。
平成18年８月１日付
記帳指導員　木川 房枝

第�4�回珠算検定試験が平成�8年6月�8
日全国一斉に行われました。富里商工会（会
場）においての受験結果は次の通りです。

1級･･･1名 2級･･･2名
3級･･･6名 6級･･･2名
7級･･･1名
受験者46名　 合格者12名

珠算検定の結果

退職職員
の
報告

新入職員
の
紹介

平成18年度後期技能検定のお知らせ

退職職員、新入職員の紹介退職職員、新入職員の紹介

等　級　　特級（一部職種）、�級、�級、3級
（一部職種）、　及び単一等級

職　種　　（8�職種69作業）	 　　　　
機械保全／建築大工／枠組壁建築／配管

 パン製造／菓子製造

 石材施工／金型製作／工場板金／めっき

ロープ加工／機械検査／電気機器組立て

半導体製品製造／自動販売機調整

 鉄道車両製造・整備／時計修理　

 空気圧装置組立て／油圧装置調整

 縫製機械整備／農業機械整備

 冷凍空気調和機器施工

 婦人子供服製造／和裁

 プラスチック成形／強化プラスチック成形

 かわらぶき／型枠施工／鉄筋施工

 コンクリート圧送施工／防水施工

 カーテンウォール施工／ガラス施工

 テクニカルイラストレーション

 機械・プラント製図／電機製図

 金属材料試験／塗装／電子回路接続

 エーエルシーパネル施工

 樹脂接着剤注入施工／バルコニー施工

 特級（該当全職種）

受験資格　原則として各職種とも所定の実
務経験が必要

受験手数料　実技��,500円～�5,700円
　　　　　学科3,�00円
受付期間　 9月�5日（月）～�0月6日（金）
試験実施日程			平成�8年��月�4日（金）～
	 平成�9年�月�8日（日）の間の指定する日
合格発表日　平成�9年3月�3日（火）
受付場所　	千葉県職業能力開発協会　技能検定課
問合わせ	 TEL	043-�96-��50
	 URL	http://www.chivada.or.jp


