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会議所は創業・新規事業を応援します！

〒277-0011 柏市東上町7-18
ｆ04-7162-3322

☎04-7162-3311

発行人：髙橋直資

今月の

TOP記事

夢 への 一歩を

踏み 出せ！

かしわ創業塾

第16期

柏市で創業するために役立つ知識（事業計画や資金計画の策定、マーケティング手法など）が、ワン
ストップで学べます。あわせて、受講者の創業計画をブラッシュアップするため、中小企業診断士等の専
門家による個別相談会を実施いたします。かしわ創業塾は特定創業支援制度として認められており、修
了すると柏市内で会社を設立する際の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例、日本政策金融公庫
「新創業融資制度」の要件拡充等のメリットがあります。

創 業 塾 レッスン 内 容
時対面：10月2日（日）、16日（日）、11月13日（日）
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さあ創業を考えよう！
開講式、創業の心構え、成功事例/
失敗事例

創業を成功へのホップ❶
創業時の手続きや準備のポイント

lesson
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lesson
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創業を成功へのジャンプ❶

各日10時〜17時

創業計画書作成

オンライン：10月5日（水）、12日（水）、19日（水）、
26日（水）各日19時〜21時

創業を成功へのジャンプ❷
創業計画書作成/商工会議所活用

個別相談：10月30日（日）、11月2日（水）
所対面：柏商工会議所会議室（柏市東上町7-18）
オンライン：Web会議システム（Zoom）を活用
対 柏市内で創業を検討しているか、市内で創業
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創業を成功へのホップ❷
創業者のIT活用

創業を成功へのステップ
売上向上戦略と事業計画/創業者
の資金調達

※修了には全体の80％以上のご出席が必要です

lesson
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講師

創業塾のフィナーレ
創業塾OB・OGの講和、事業計画
プレゼン大会、修了式

後間もない（5年未満）の方
（※市外で創業を検討あるいは、市外で創業済み
の方を除きます。）
費（参加費）6,000円（第1回にご持参ください）

秋島一雄氏（中小企業診断士）

定18名（先着順です。定員に達し次第、受付終了

稲葉寛氏（中小企業診断士）

となります。）

北澤彩子氏（社会保険労務士）

申９月１日（木）9時から当所ホームページにて

支援

チ ャ レ ン ジ 支 援 補助金について
柏市は、市内事業者が行うＤＸ推進の取組やスタートアップ企業等

問経営支援課☎04-7162-3305

対 共通事項＝市内に本社等のある中小事業者・個人事業主・団体等が行う、市内
産業の活性化に資する取組
②＝共通事項＋創業後５年以内の事業者

④＝共通事項＋５事業者以上の連携

申請期間 8月1日
（月）〜9月16日（金）
（当日消印有効）
申請方法 市のホームページからダウンロードした申請書に必要事項を書き、
必要書

を支援します。

類を添えて①③④：〒277-8505 柏市役所商工振興課へ郵送

補助金種別 ①ＤＸ支援、
②スタートアップ支援、③子育て応援事業者支

②：柏商工会議所経営支援課（☎04-7162-3305）に電話の上、持参

援、④消費喚起支援（イベント等）

問柏市商工振興課☎04-7167-1141

補助額 ①〜③＝上限100万円
（補助率3/4）、④＝上限500万円（補助

他審査の結果、対象とならない場合あり

率3/4）

※対象条件や必要書類など、詳しくは市のホームページをご覧ください
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報告

報告

第510回常議員会を開催

役員議員選挙

7月12日（火）、第510回常議員会を開催しました。

告

【審議事項】
第一号議案

第19期議員選挙日程案

第二号議案

新規加入会員

会員のみ

示
令和4年8月1日
会員・特定商工業者

いずれも原案どおり承認されました。10事業所の加入が承認され、総会員数
は3,979事業所になりました。

各位

柏商工会議所「議員選挙および選任に関する規則」第13条に
基づく選挙人名簿閲覧について下記のとおり告示します。

続いて、委員会活動の報告を行いました。

記
1.閲覧期間 令和4年8月4日
（木）〜8月10日
（水)10時〜16時

8月の行事予定
8/2〜4 生活習慣病健診

8/23 建設業部会総会

8/3

女性会正副会長会議・役員会 8/23 商業第1部会総会

8/4

青年部例会

8/5

後継者育成塾（入門コース）
② 8/24 商業第2部会総会

8/5

サービス諸業部会

8/24 保健環境衛生部会総会

正副部会長会議

8/25 青年部正副会長会議

事業承継出張相談会

8/25 商業第3部会総会

8/10

8/11〜15 事務所夏季休業

8/24 後継者育成塾（入門コース）④

8/26 工業部会総会

8/17

後継者育成塾（入門コース）
③ 8/26 金融・保険業部会総会

8/17

事業承継出張相談会

8/29 法務・医療・教育部会総会

8/23

経営審議会

8/29 サービス諸業部会総会

8/23

常議員会

8/30 若手製造業者向け

2.閲覧場所 柏商工会議所2階総務課
3.異議申立期間 閲覧期間内
柏商工会議所第18期の役員議員の任期が今年の10月31日
で満了になるため、19期議員の選任および選挙手続きを進め
ます。
令和4年8月1日に告示を行い、8月4日（木）〜8月10日（水）
に選挙人名簿閲覧を実施、8月に開催する常議員会で3号議員
を選任します。さらに部会総会で2号議員を選任するとともに、
各部会役員の改選を行います。また9月5日から1号議員の立
候補受付を開始します。
※3号議員(18事業所)は8月23日に開催する第511回常議
員会で、会頭が常議員会の同意を得て選任します
※2号議員（42事業所)は部会ごとの部会総会を開催して、部会
長・副部会長の改選を行います。会員の皆さまには所属する

マネジメントセミナー

部会から総会の開催案内を送りますので、
ご出席ください

催し

会員のみ
プレー費 参加者各自で清算、
（キャディー・乗用カート・昼食付で約17，
000円）
参加費 賞品代として5，
000円（当日、会場で）

定先着120人
柏商工会議所会員親睦ゴルフ大会を開催します。
当所会員の親睦を深めるため、会員の皆様、どうぞ参加ください。
時令和4年10月3日（月） 所藤ヶ谷カントリークラブ
対柏商工会議所会員事業所の役員・事業主・従業員および家族
※資格がない場合は、受付後でも参加を取り消します
競技方法 9ホール・ストロークプレー
（前半9ホールのスコアで順位を決定、

新ペリア方式）
※プレーは18ホールお楽しみいただけます
パーティー、表彰式 実施しません。
プレー終了後、賞品をお受け取りください

申 8月22日（月）までに申込書を所属している部会の担当者へ提出してくだ
さい。1人からの参加申込みも歓迎です
[部会担当者]

▶建設業部会＝雜賀
第2部会＝和田

▶工業部会＝小林

▶商業第3部会＝木村剛

▶保健環境衛生部会＝黒田

▶商業第1部会＝大竹

▶商業

▶金融・保険業部会＝斎藤

▶サービス諸業部会＝梅澤

▶法務・医療・

教育部会＝内海
問業務課☎04-7162-3315（担当：雜賀）
他新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止の可能性もあります

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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部会・委員会活動
青年部
青年部では６月９日（木）、資質向上
委員会（栗屋威史委員長）担当で、６月
例会「人間だもの！？−行動経済学入門
−」をアミュゼ柏で開催。現在、行動経
済 学を駆使した企 業が多くあります
が、自企業を守るための必須の素養で
ある行動経済学を学び、交渉相手の意
図に気付き、取引でだまされないよう
になるためのきっかけとなりました。

女性会

支援

事業再構築補助金
柏商工会議所の支援先５社が採択
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するた
め、
新分野展開、
事業転換、
業種業態転換という思い切った事業再
構築を支援する事業再構築補助金の採
択が発表されました。
(第5回公募)
当所の助言等を受けて事業計画書を
作成した5事業所が採択されました。
事業者名

補助事業で行う事業名

（同）
スパイラル

体験型ワークショップと学習支援を組み合わせた子供
向け学習サービス事業

（株）
ながせ

既存固定顧客と配達網を活用した宅配による高級食パ
ン販売事業計画

（株）
Land＆sky

居酒屋事業から時代のニーズに合ったファミリー・女性
向け焼肉店への転換事業

千葉機械工業
（株） 高機能医療用シート製造装置設計製作への新分野展開
ココエス

ポストコロナを見据えた民間学童クラブの開設

６月５日(日)にTTCとT-SITE主催でス

※法人形態は、
略称で記載しております

ポーツイベント「からだDAYS」が開催さ
れました。女性会は当日のお手伝いとし

第７回公募開始しました

て、午前担当と午後担当に分かれ、総勢
１０名で使用済みテニスラケット消毒
や景品の配布、ゴミ拾いの対応等を行
いました。お天気にも恵まれ、来場者数
も過去最高と伺っており、多少なりお役
に立てたのではと思います。

当所で個別相談随時実施中

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、認定経営革新等支援機関と共に事業
計画を策定し、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取
組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す
中小企業等の新たな挑戦を国が支援するものです。また、当所で
は随時個別相談を行っています。
（ 当所は認定経営革新等支援
機関です。）
内 通常枠の他に5つの申請類型があり、補助率等が異なります
ので、詳細は下記の事業再構築補助金サイトから公募要領をご
参照ください。尚、本事業の申請には、原則ＧビズＩＤプライムア

お願い

特定商工業者の皆さまへ

法定台帳提出のお願い
当所では、商工会議所法に基づき、特定商工業者（当所会員・非会員を問わ
ず）に、法定台帳の提出をお願いしています。ご案内を該当事業所に郵送しまし
たので法定台帳の提出にご協力ください。
法定台帳とは、商工業者の実態を把握するとともに、調査研究や災害時等に
貴重なデータとして活用するものです。
8月31日（水）までにFAX、メールのいずれかでご提出ください。
問 総務課☎04-7162-3325

カウントの取得が必要です。未取得の方は、必ず利用登録を行っ
てください
申請受付 8月下旬予定

応募締切 9月30日
（金）18時

問 ●振興課☎04-7162-3305
●補助金事務局
（ナビダイヤル）
☎0570-012-088
IP☎03-4216-4080
他7月14日
（木）
現在の情報です

事業再構築
補助金サイト
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相談

非会員も可

無 料で す

柏商工会議所経営相談室

融資

会員のみ

事業資金の相談は、柏商工会議所へ

専門家による相談 要予約

マル経融資とは商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫から事

▶税務＝9月21日(水) 千葉県税理士会柏支部 ▶法律＝相談者と調整

業資金の融資を受けられるものです。新型コロナウイルス対策マル経及

弁護士／木村和俊･児玉隆晴･大澤一郎･守屋智章 ▶経営＝相談者と調

び「特別利子補給制度」
（実質無利子）とも、令和4年9月末日まで延長さ

整 中小企業診断士／大橋唯男・友光俊郎・細野眞・大矢たかし・石井伸

れています。※令和4年7月1日現在の情報

暁 ▶労務＝相談者と調整 社会保険労務士／友光俊郎・青木康明 特定
社会保険 労務士／大 村文 江･川村由里子 ▶メンタルヘルス・ストレス
チェック＝相談者と調整 日本産業カウンセラー協会東関東支部 ▶事業
承継・経営者保証解除支援＝8月17日(水) 千葉県事業承継・引継ぎ支援
センター ▶特許＝相談者と調整 弁理士／木船英雄 ▶国際化＝相談者
と調整 相談員／杉下初男・山口正路 ▶個店Ｗｅｂマーケティング＝相談
者と調整 ＩＴコーディネータ／谷内剛 ▶許認可＝相談者と調整 行政書
士／杉下初男

日本政策金融公庫の特別相談

対次の①〜⑤を満たす事業所

下の個人と法人。製造業・その他は20人以下の個人と法人

時8月19日(金)10時〜15時（予定）

議所の経営指導を6カ月以上受けている事業所

日本政策金融公庫・国民生活事業の融資（7月1日現在）
限度額
一般貸付

マル経融資

(保証人不要）

で同一事業を継続して行っている事業所

4,800万円

の対象としている業種

②柏商工会

③最近１年以上柏市内

④日本政策金融公庫が融資

⑤所得税・法人税・住民税・事業税等を完納して

金利

2.02〜2.90％（基準利率）

期間

運転５年〜７年以内、設備10年以内

いること

2,000万円

※商工会議所の推薦が必要、ほかにも要件があります

金利

1.22％（柏市利子補給により実質1％）

申問中小企業相談所☎04-7162-3305

期間

運転7年以内、設備10年以内

※どちらの融資も、
審査の結果、
ご希望に添えないこともあります

限度額

所柏商工会議所経営相談室 等

申相談は完全予約制
■マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）

問経営支援課☎04-7162-3305

営改善に必要な資金を無

資金使途
融資限度額
返済期間
（据置期間）

担保・無 保 証 人で 利 用で

利率（年）

商工会議所の経営指導を

支援

①従業員数が商業・サービス業は5人以

事業承継・経営者保証解除
支援出張相談会

非会員も可

当所では、事業承継に関わるさまざまな課題解決を支援する公的相
談窓口である千葉県事業承継・引継ぎ支援センターによる出張相談会
を開催。経営保証解除に向けた相談にも応じます。
対 東葛地域の事業者
時 令和4年8月17日、9月14日の各（水）10時〜16時

受けた小規模事業者が経

きる融資※利子補給あり

■新型コロナウイルス対策マル経融資
上記に加え、
新型コロナウ

資金使途

イルスの影 響により最 近

融資限度額

１ヵ月の売上高または過

返済期間
（据置期間）

去6ヵ月
（最近1ヵ月を含み

※日程は変更になる場合もあります

ます。）の平均売上高が前

所 柏商工会議所

期と比較して5％以上減少

※公共交通機関のご利用を

費 無料

保証人・担保

４年のいずれかの年の同
している小規模事業者

利率（年）
保証人・担保

運転資金

設備資金

2,000万円
7年以内
10年以内
（1年以内）
（2年以内）
1.22％柏市の利子補給適用で
5年間実質金利1.0％
保証人・担保は不要
2022年9月末日まで
運転資金
設備資金
通常のマル経融資＋
別枠1,000万円以内
10年以内
10年以内
（3年以内）
（4年以内）
通常マル 経 融 資 利率から当初3年間
は▲0.9%引下げ。柏市の利子補給適
用で残り2年間実質金利1％※一定の
要件あり
保証人・担保は不要

申 相談は完全予約制。開催日の1週間前までに予約を
他 詳細は、
「柏商工会議所 事業承継・経営者保証解除支援出張相談会」
で検索
問 経営支援課☎04-7162-3305（担当：近藤）

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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支援

支援

当所で個別相談随時実施中

＜柏市受託事業＞

柏市内事業者対象
専門家（中小企業診断士）による
個別相談実施中

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、当所と一体となって事業計画等を作
成し、
販路開拓等に取り組む費用を国が支援するものです。
持続化補助金は、
補助対象経費が広く、
多くの小規模事業者の皆さん

資金繰りや販路拡大、デジタル化等の経営相談やウィズコロナ・アフ

に活用できるチャンスがあります。
当所では随時個別相談を行っていま

ターコロナ時代に向けた戦略と事業計画の策定のほか、補助金等の

すので、
お問い合わせください。

電子申請サポートなども相談できます。尚、相談には事前予約が必要

補助額 上限50〜200万円

です。

補助率 2/3

通常枠に加え5つの特別枠が設けられており、
それぞれ補助額が異な

10時〜16時（相談時間は1件1時間程度）

時原則毎週木曜日

りますので、
詳細は下記の小規模事業者持続化補助金サイトから公募要

所柏商工会議所1階相談室

領をご参照ください。

対市内中小企業者（小規模事業者含む）

問●振興課☎04-7162-3305

相談員 中小企業診断士

●補助金事務局☎03-6632-1502
他7月14日
（木）
現在の情報です

相談内容 経営相談、
事業計画策定支援、持続

化・事業再構築補助金電子申請サポート等

小規模事業者
持続化補助金サイト

応募締切 第９回：９月20日
（火）

費相談料無料

問振興課☎04-7162-3305

一般も可
入会金なし

パソコン教室
入 室 者 募 集

当所のパソコン教室は、手頃な価格かつ、自分のペースで学べ、分からないことは気軽に

コロナ対策
実施中 !

質問できると好評です。さらに当所会員事業所は、機器使用料200円が無料になります。
※教室維持費として別途1,400円(1カ月)

▼パソコン教室の特徴

参加には

※全て税込み

ご予約が必要です

①パソコン動画による学習

⑦教室見学と説明会で納得した場合に入学

②日程は自由に設定

教室見学・説明会（無料）随時実施

③自分のペースで学べるので挫折しない

費 前払いの月謝制。受講料(50分)1,000円と機器使用料

④受講回数も自分の予定に合わせて決定(月4回以上)

200円。
当所会員は機器使用料が無料

⑤年齢制限なし

問☎04-7157-3460

⑥入会金なし、オリジナルテキスト無料

時月・木・土 9時〜18時、火・水・金 9時〜20時30分

クロスワード

お便りコーナー
こちらのコーナーでは、読者より届いた本誌
の感想などを紹介します。
●紙面が横4段構成になっていて、すっきりと
して読みやすい。特に4段目下段に広告がま
とめられているのが良い。こんな企業があ

性を認識しました

●自転車損害賠償保険がR4.7.1から加入義務
化の記事を見て、改めて自転車保険の重要

お電話 または
QRコード から

支援は、一般市民も注目している内容もあり、と

●7年ぶりに単身赴任から帰ってきました。柏の元

ても楽しく読ませて頂いてます

気のため、少しは力になりたいと思いました

●久し振りに全頁をゆっくり眺めることが出来、編

●柏の景気情報で各業種別のDI（景気状況判断

集者の御苦労がよく解ったような気がしていま

指数）の値が下降気味で、景気が後退している様

す。第6頁の「柏の景気情報」については、特に興

が分かる。今後も、未だ好転せずでしょうね。コ

味深く読みました。DI値が▲なのは残念ですね

ロナ・値上げ問題等が有る為

●「柏の景気情報」は「景気天気図」を使うなどして

●花火や柏まつり残念です

分かり易い

るのだと、興味を持って見ることができる。 ●正直だなぁといつも思う。でも本当のことを知ら
知らない企業が目にとまる

ご予約は

●柏の景気情報で原材料高騰、材料不足が製造、

ないと何もできないのも事実。必ず良い日が来

建設関係に影響を及ぼしている点等が、よく判る

ると信じてます

記事だと思った

●自転車損害賠償保険やウクライナ避難民の就業

リストから漢字を選び、空マスを埋めクロスワードを完
成させ、Ａ〜Ｃのマスに入る漢字でできる熟語は？

図 書 カー
ド

東

北

A
活
不

金
産
質

解
答：

C
注
B

※ひとつの文字は1回だけ使います
【応募】

リスト

西

膨

南

放

字

座

文

十

動

問

部

可

屋

大

疑

塔

品

ハガキに、下記の情報を記載の
うえ、〒277-0011 柏市東上町
7-18「柏商工会議所 商工かし
わクイズ係り」までお送りくだ
さい。8月8日（月）必着です。
① クイズ の 答 え

【景品】

② 興味を

持った記事・感想など

③応募

図書カードを抽選で５名に

者情報（郵便番号・住所・氏名）

プレゼント

※7月号の答え「海水浴」
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6月

市内151事業所・組合に調査

電話から商談が成立。ネット通販がカタログ機能に」(畳)

【製造業】
「コロナ当初の緊急事態宣言で車検の３か月延長があったため、４、５月の車検部
品の売上が減少。中国の生産・物流の混乱で、一部の部品が欠品増」(自動車付属品)、
当所は柏市内の事業所等を対象に景気動向調査を実施しています。

「海外受注が堅調で、円安の影響で今後も需要は増えそう」(機械・同部品)

調査期間＝令和4年6月21日〜令和4年7月4日

【卸・小売業】

調査対象＝市内151事業所・組合(回答数105)
卸・小売業が大幅に改善し、全産業ＤＩは改善。先行きも回復の見方だが、コスト増
加に危機感は強い
※【ＤＩとは】売上、採算、業況などを示す景況判断指数。ＤＩ＝「増加・好転などの
回答割合」−「減少・悪化などの回答割合」
6月の全産業合計のＤＩ(前年同月比以下同じ)は、▲14.2(前月▲16.0)となり、マイ
ナス幅が1.8ポイント縮小した。

「コロナ規制の緩和でリモートからの戻りが影響し、スーツ等外出着の需要が回
復。一方、値上がりニュースで食物販は買い控え傾向」(百貨店)、
「気温上昇で、顧客動
向は午前と夕方以降に分断。夏物衣料は好調。外食にシフトした分、食品の客数が伸
び悩む」(大型小売店）

【サービス業】
「原価上昇に伴い、メニューを見直し。猛暑で来店客が減るので、駅前デパートに短
期出店、キャンプ場への卸売を増加して調整」(飲食店)、
「光熱費上昇、物価高、猛暑
が悪影響。ここ2年間はコロナバブルで売上拡大。今年もコロナ前比で110〜115%

業種別トピックス

の見込み」(ゴルフ練習場)

【全国との比較】

【建設業】
「若い従業員の定着は難しい。長年従事している従業員の年齢は上がるが、仕事が

全産業の合計ＤＩは柏▲14.2に対し全国▲20.3で、柏のマイナス幅の方が小さい。

できるので工期に支障ない。7月に4回目の仕入値上げが予定され利益に影響」
（と
び）、
「 ベイスで畳縁バッグのネットショップを立ち上げ10か月。問い合わせメールや

景気天気図
業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

全産業

※DI＝「好転」の回答割合ー「悪化」の回答割合
先行き見通し
7月〜9月

R4
1月

2月

3月

4月

5月

6月

全産業

▲15.9

▲19.1

▲28.5

▲14.5

▲16.0

▲14.2

▲8.5

建設

▲19.0

▲40.0

▲19.0

▲16.0

▲15.7

▲21.0

▲10.5

製造

△6.6

±0.0

▲36.0

▲18.5

▲16.0

▲22.2

△3.7

卸・小売

▲16.2

▲41.6

▲40.5

▲29.4

▲34.3

▲12.1

▲33.3

サービス

▲29.5

△2.9

▲13.7

△12.5

△8.3

▲3.8

△11.5

柏の景気

CCI-LOBO

柏と全国の
景気天気図

令和4年度業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

お願い
告知

建設

製造

卸・小売 サービス

▲14.2 ▲21.0 ▲22.2 ▲12.1

▲3.8

▲20.3 ▲29.3 ▲19.8 ▲32.2 ▲4.4

特に好調
DI≧50

好調

まあまあ

不振

極めて不振

50＞DI≧25 25＞DI≧0 0＞DI≧▲25

▲25＞DI

柏商工会議所創立50周年事業会員大会

会員のみ

柏市立柏高等学校吹奏楽部コンサート
当所は、昨年創立50周年を迎えました。会員の皆様へ感謝の気持ちを

内●第1部 開場10時15分 開演11時〜13時終了

込めて会員大会を開催します。“音楽の街かしわ”を象徴する“イチカシ吹

●第2部 開場15時15分 開演16時〜18時終了

奏楽部”のコンサートをお楽しみください。ご応募お待ちしています。

※1部、
2部のコンサートプログラムは同じです

時令和4年9月23日
（金・祝）

※全席指定となります。
ご希望の席を指定することはできません

所柏市民文化会館 大ホール

※会場定員に達し次第ご応募を締め切ります。
ご了承ください

※駐車場はご利用いただけません。
公共の交通機関をご利用ください
対柏商工会議所 会員事業所
※未就学児の方のご来場はご遠慮ください
演奏者 柏市立柏高等学校吹奏楽部

申込フォーム

費無料
※当日会場内に設置している吹奏楽部への活動支援募金にご協力下さい
申ＱＲコードリンク先の申込フォームからお申し込みください
問業務課☎04-7162-3315
（担当：木村）

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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会員紹介

会員はこのプレートが目印です

新入会員紹介（令和４年６月加入）

ザ・クレストホテル柏
総支 配人 田伏 奈緒 美 さん

情報公開希望の事業所のみ掲載

帝国ホテルグループ初の女性総支配人として活躍されている田伏奈緒
美さんに、本業を活かしたSDGsの取り組みや、地元柏で愛されるクレス
トホテルの魅力についてお話を伺いました。

部会

クレストホテルが取り組む11のゴール

事業所名

事業所在地

カドルデザイン

柏市増尾

大和工業

柏市豊四季

電話番号
070-8468-8198

営業内容
外構・造園工事業

建

クレストホテルは、87の客室 7つのバンケットにレストランとチャペル
を備えたコミュニティホテルとして2000年に開業しました。帝国ホテル

工 （株）ＴＯＰＴＯＮＥ

ボイラー設置工事

柏市青葉台

090-1504-3517

楽器部品製造業

大衆焼肉わだい家柏店

柏市旭町

04-7192-8800

飲食業（焼肉店）

花いちもんめ

柏市増尾台

04-7173-9233

飲食業（居酒屋）

ハレマリー

柏市布施新町 090-3144-8792

結婚相談所

グリーンスフィア・
テクノロジー（株）

柏市若柴

04-7196-6789

専門サービス業（ビジネ
スコーディネート）
・化学
製品卸売

（株）
ＴＥＭＰＲＯＮＴ

柏市若柴

080-3215-6584

デザイン（グラフィック・
Ｗｅb・イラスト）

柏Ｃ＆Ｆサポート

柏市豊四季

04-7106-0033

食品機械整備

住まいのお金FP相談室

柏市若柴

050-5052-1298

ＦＰ事務所（住宅相談）

■柏をまるごと知って楽しむ子ども向け企画の販売

Do Soccer Club

柏市若柴

029-886-4742

サッカースクール、
フットサルコート運営

■地域調達促進

石井治療院

柏市西原

04-7100-8889

指圧・整体の施術

千葉県社会保険労務士会
柏市東上町
東葛支部

04-7135-2560

社会保険労務士業務

デイサービス
ちーちゃん家

柏市南逆井

04-7105-3045

介護保険事業

原園宜治税理士事務所

柏市中央

04-7164-0606

税理士事務所

グループでは、2015年に国連でSDGsが採択される前から、ゴミの分別
や環境に配慮した取り組みを行ってきましたが、2020年に「サステナビ
リティ推進委員会」を発足し、環境だけではなく社会・経済への取り組み

保

にも力を入れています。
SDGsの主な取り組みの一部をご紹介します

１ 環境への取り組み

■照明器具のLED化（電気使用量が従来の15%に抑えられる）
■レインフォレストアライアンス認証を得たコーヒーを提供

サ

■とうもろこしから作った「土に還るストロー」や「紙製パックのミネラル
ウォーター」など、脱プラスチックを推進

■「混ぜればゴミ、分ければ資源」を合言葉にゴミを20種類に分別

■食品ロス（出汁を取った鰹節も余すことなくふりかけにして朝食で提供）

2 地域貢献
■地域一体の防災対策・西口商店会との連携

■コワーキングスペース新設

3 お客様の安全安心/新型コロナウイルス対策
■災害・テロ対策のマニュアル整備

■ホテル入口にサーモグラフィ検温器とアルコール自動噴霧器の設置
■出入り口の導線を区分け

■就業時の第三者による検温チェック

4 ダイバーシティ

■メンタルヘルスケアやコンプライアンス研修を実施
■子どもが３歳の年度末まで育児休業が取得可能

■女性活躍

法

特 （株）ＮＥＸＴ

柏市手賀の杜 04-7105-5490

5 人材育成
■「さすが帝国ホテル推進活動」で、年間大賞（団体表彰）を２回受賞
■調理師専門学校の実習生の受入れ

帝国ホテル初代会長 渋沢栄一翁の公益性の追求の信念が今も脈打
つクレストホテル。地元企業との様々なコラボレーションを始め、地域密
着で柏に貢献したいという真摯な姿がクレストホテルの愛され続ける理
由の一つだと感じました。

一般住宅の給排水設備
工事及び上下水引き込み
工事

※法人形態は、
略称で記載しております

建＝建 設 業部会

金＝金融・保険 業部会

工＝工業部会

保＝保 健環 境衛生部会

商１＝商業 第１部会

サ＝サービス諸業部会

商２＝商業 第２部会

法＝法務・医 療・教育部会

商３＝商業 第３部会

特＝特別会員
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●YouTubeの埋め込み、
FBのプラグイン設定
事業の継続・発展を目指す！

●検索エンジン向け設定

非会員も可

実践 販売促進かしわ道場２０２２

●買い物かごを付ける場合（b-SmileShop
の簡単な説明）

SNSの普及率は年々上昇し、商品やサービス

問 ザ・ビジ ネスモ ール 事 務 局

（大阪商工会議所）
☎050-71056220（担当：島田）

会員向けオンラインセミナー

まだ間に合う!
IT導入補助金2022セミナー

主催 ザ・ビジネスモール事務局
（大阪商工会議所）

り知っていただくためにオンラインセミナーを

行の設計が重要です。この講習ではQRコードや

非会員も可

アンケートの活用等、実店舗とオンラインとを
結びつける導線の作り方などを学び、今のトレ

実 施します。ザ・ビジネスモールに登 録したけ

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者様

ど、どう利用するか迷っている、もっと積極的に

の生産性向上と業務効率化を支援するため、国

使っていきたい方などを対象にしたオンライン

がITツール導入時の経費の一部を補助する制度

セミナーです。

です。また、2022年度は、来年2023年に迫った
マッチング

ンドを知り、より効果的な販促でセールスプラン
を立案します。また、ハザードマップに基づいた
自店舗の抱える「災害リスク」を考え、自社の強
みを活かした事業計画書の作成し、実践、効果
検証まで体系的に学んでいきます。
時 令和4年9月7日・14日・21日、10月5日・12
日・26日、令和5年1月25日の各（水）計7回

インボイス制度導入への対応のため「デジタル

売り手編（20分）

各回17時30分〜20時

化基盤導入枠」が新設され、利用しやすくなりま

対柏市内の事業者、柏市内の創業予定者

本セミナーではIT導入補助金の概要や申請の

内●商談モールの仕組みの説明
●売り手としての活用方法

ポイントについてわかりやすくご紹介しますの

●案件メールの設定

で是非ご参加ください。

●案件詳細画面の見方

時令和4年8月19日（金）15時〜16時30分

●質問と応募について

所柏商工会議所会議室

した。

時令和4年8月9日（火）14時〜14時20分

●応募について

をとり、SNSをどのように活用するかの戦略と実

〜補助金を活用して、貴社のインボイス制度
も対応をしませんか〜

ザ・ビジネスモール事務局では当サービスをよ

①ザ・ビジネスモールの活用方法

事業者と消費者が直接的にコミュニケーション

詳細はこちら

会員のみ

ザ・ビジネスモール活用術

との最初の”出会いの接点”は変化しています。

内 ▼事業計画書の策定意義、自店舗の「強み」
の確認
▼来客数増加につなげるオンライン販促

所 柏商工会議所402・403会議室（オンライン

注意点と操作方法

▼商圏情報を生かした外部環境と災害リスク

参加も可）

注意点と操作方法

分析

●応募後の流れ

対市内中小企業、小規模事業者

●買い手とのやり取り

師富士フイルムビジネスイノベーションジャパン

●商談成立報告について

株式会社（情報処理支援機関（=スマートSMEサ

②街で活躍するお店のホームページに嬉しい

▼店舗・ペーパーメディアを利用した販売促進
▼事業計画書への落とし込みと具体的販売
促進施策の検討

ポーター）認定事業所）鈴木 貴寛 氏

サービス『ＢＭテンポ』の紹介セミナー(60分)

▼販売促進施策発表会

内①IT導入補助金の概要

▼効果測定、改善活動（PDCA）について

②2022年度の最新情報（インボイス対応に

時令和4年8月30日（火）14時〜15時

別途、個別相談も実施します。

特化した特別枠について など)

内●サービスの紹介・特長

費（全7回分）会員2,000円

③補助金制度の活用事例

●ログイン〜基本情報〜テンプレート適用

費無料

●下書き保存と公開ページについて

問 振興課☎04-7162-3305

申直接お電話にてお申込みください
問振興課☎04-7162-3305（担当：内海・小山）

（担当：梅澤）

●クーポンページ

非会員5,000円

定先着15名

●ページ編集方法のご紹介
●タブ編集と削除の注意

梅林行一氏 他

師中小企業診断士

他個別相談あり

●公開URLと、独自ドメインサービスの紹介

ご利用ください！柏商工会議所貸会議室

当所会員は料金3割引き、会議・研修会・面接に最適！検診車駐車可
■料金表 ( )内は会員価格

※消費税10％を含んだ料金です

会議室名 面積(㎡) 人数 9:00〜12:00 13:00〜17:00

17:30〜20:30

30

14,300円
(10,010円)

18,700円
(13,090円)

16,570円
(11,550円)

159

70

23,100円
(16,170円)

29,700円
(20,790円)

27,500円
(19,250円)

402
会議室

77

30

14,300円
(10,010円)

18,700円
(13,090円)

16,570円
(11,550円)

403
会議室

81

30

14,300円
(10,010円)

18,700円
(13,090円)

16,570円
(11,550円)

603
会議室

22

10

7,700円
(5,390円)

8,800円
(6,160円)

8,800円
(6,160円)

302
会議室

76

401
会議室

401〜
403会
議室は
通しで
の使用
が可

※付帯設備(液晶プロジェクター、
マイク、
無線LAN、
ホワイトボード等)が利用できます
※ホワイトボードを除き、
要追加料金
※検診車(1台)を駐車する場合、
1時間につき1,650円の駐車料金がかかります
※現在、
貸出人数の上限は各会議室の人数の半分となります

毎月１日発行

定価１部50円

（会員の購読料は会費に含まれます）
柏商工会議所は個人情報保護法に基づき対応しています
7月末の会員数3,979事業所

402及び403会議室

401〜403会議室通し

公式LINEアカウント

公式ホームページ

セミナー開催情報、
支援金情報などお届け

柏商工会議所の
最新情報はこちら

