2月１5日(日)

1/6(金)〜1/20(金)

福祉住環境
コーディネーター 第３７回 １１月２７日(日)
（2・3 級）

9/13(火)〜
10/14(金)

2級 6,480
3級 4,320

10/7(金)〜10/21(金)

簿記

だけではなく︑当地らしさが

第79回

表現されていればダンスや自

販売士

作ドラマ︑サークルや企業の

2級 6,480
3級 4,320

ＰＲでもＯＫです︒

9/27(火)〜
10/2８(金)

企業向けセミナーを開催！
動画大賞に先駆けて︑情報

報発信委員会のメンバーが︑

第４０回 １２月１１日(日)

まちの駅案内板

作る動画のワークショップな
発信委員会と東金商工会議所
︵ＣＣＩの駅︶による︑地域商

ホームページとＳＮＳの活用

12/22(木)〜1/12(木)

まちの駅ネットワークとうがねと東金商工会議所

第５回動画大賞の開催
どを開催してきました︒
店・企業向けのセミナーを開

また︑今年度は東金市の市民

暗算

︵ＣＣＩの駅︶の連携事業が実施されます︒
まちの駅ネットワークとう
募作品などは︑道の駅みのりの

がねの情報発信委員会では︑
郷東金のホームページからご覧

過
※去活動の様子や動画大賞応

昨年より﹁みのりの郷東金マ

提案型協働事業にも採択され︑

セミナーでは︑まちの駅情

催することになりました︒

成して︑地域の動画人口を増
から︑スマホによる動画撮影

になれます︒

ルチビジョンなんとかし隊︵仮

やしていこうという運動を展
現在︑﹁マルチビジョンなんと
のテクニック︑お勧めのアプ
リなどを２回に分けて学び︑

木村屋ベーカリー

小麦のめぐみの駅

称︶﹂という市民グループを結

開しています︒
かし隊﹂では︑第５回のふる
さと

℡ 0475（52）2202

〒283-0802 東 金 市 東 金 1 2 7 5

具体的には︑定期的に開催
される﹁ふるさと
お店の売り出しやキャンペー

動画大賞の募集開始
mini

に向けた準備を進めています︒
ン︑スタッフ募集︑販路開拓

動画大
mini

賞﹂の実施︑そして動画撮影
月上旬となる
に指導します︒

などに動画を活用できるよう

公開審査会は
予定です︒
動画大賞の審査基準は﹃地

戦

挑

や編集から様々な活用方法な

元愛﹄です︒単なる観光ＰＲ

ときに落ち着いて行動できるよ
う訓練して慣れておくことが大
切です︒
続いて三角巾法に挑戦し︑止血
や患部の固定の方法を学びました︒
講習会後︑交流会として昼食
をいただき終了となりました︒
今回は︑青年部から４名参加し
ていただき︑交流を深めること
ができました︒

2月12日(日)

第144回 １１月２0日(日)

1/13(金)〜1/27(金)

第145回

日曜定休

8:00 〜 19:00

営業時間

どを勉強する﹁カフェ・ミー
ティング﹂の開催などを行っ

連メンバーで体感し︑情報交換

に移してお祭りの雰囲気を県青

千葉県商工会議所青年部連合

県青連第２回役員会 ―
―

文責 監事︵県青連監事︶
佐久間稔

女性会だより
交流会 ＡＥＤ体験講習会 開催

http://www.kimuraya-b.com/

HP

てスマートフォンを活用して

青年部だより

の場としてたいへん有意義な時

名

間となりました︒

会議所青年部で組

会︵県内の
織︶の第２回役員会が︑７月
日︵金︶茂原市役所にて約
年度

参加のもと開催されました︒

―
主な議案として︑平成

第２ラウン 関東ブロック大会主管単会の選

日︵水︶﹁アマチュア

第２ラウンド

アマチュアゴルフ選手権大会
―

７月
ゴルフ選手権大会
ド﹂と題しまして︑ゴルフ例会
を新千葉カントリー倶楽部にて

この講習会も回を重ね︑少し

こと︒今後も恒例の事業として

第209回

9/9(金)〜9/23(金)

受験料（円）

第２回 １１月 ９日（水）

実施していく予定です︒

昭和元年創業のパン屋です。現在では、店売りだけでなく、卸売り、高校の購買、学校
給食のパン・ご飯、みのりの郷様やみどりの風様でもパンを販売させていただいて
おります。お客様の「おいしい」を励みに、毎日パン作りしております。トイレ休憩だ
けでも歓迎です。ぜひお立ち寄りください。

）

‒ ２ ‒

進

前

食卓に、おやつに、催事に、
木村屋ベーカリーのパンやご飯をどうぞ！

（

上記お問合せ先
東金商工会議所
℡ 0475（52）1101

03（3989）0777

時間：１３:００～１６:００ 費用：５００円（テキスト代含）
内容：撮影・編集から動画投稿サイトやＳＮＳへの発信まで座学と実践を交えて行います。
対象：市内の会社・商店を経営またはお勤めの方（これから起業・出店を検討している方）で、
売り出しやキャンペーン、スタッフ募集、販路開拓などに動画を活用してみたい方。
条件：全２回のセミナー両方を受講可能で、スマートフォンを持参できること。

７月 日︵金︶ 名参加のもと
ずつ定着してきましたが︑機器
ＡＥＤ体験講習会を開催しました︒ も手順も年々変化しているとの
講習会では︑倒れている人の状
態・呼吸の有無等を確認し心肺
蘇生を施す手順を教わりまし
た︒人工呼吸は空気が漏れない

段位

１0月23日(日)

受験料（円）
第208回
珠算

2月26日(日)

※1級の施行なし

級分けなし
5,400

10/4(火)〜
11/4(金)

第２１回 １２月１８日(日)

開催しました︒当日は梅雨時の
ジメジメした過酷な環境下での
プレーとなりましたが︑お迎え
した東金青年会議所の部員さん
達と共に︑同年代のパワーで最
後まで乗り切りました︒くたく
たな中でしたが︑その後は再度

ように傷病者の鼻をふさぎ︑気
道を確保して空気を送り込むこ

元気に集まった懇親会にて︑活
動の部︵チーム︶は違えど同じ

とが重要︒胸骨圧迫︑人工呼吸
は救急隊が到着するまで続ける

地域で仕事をする仲間達と共に 出方法等について可決承認され

ＡＥＤは音声の指示に従って操

ことが望ましいとのことでした︒
作するだけなので︑いざという

終了後は開催中の茂原七夕ま

東金市はもとより山武郡市の未 ました︒
まちづくり委員会委員長 つりの会場近くで懇親会をおこ

来を熱く語る場になりました︒
文責

神定勇次 ない︑その後は舞台を七夕会場

2級 7,340
3級 5,250

7,710
4,630
2,570

１２月４日(日)

9/20(火)〜
10/21(金)

1級
2級
3級

申込受付期間

5,660
4,120

環境社会
（eco 検定）

スマホ 動 画 らくらく発信セミナー
第１回 １０月２６日（水）

平成２８年度市民提案型協働事業

まちの駅ネットワークとうがね

2級
3級

施行日

ビジネス
実務法務
（2・3 級）

21

32

申込受付期間
検定試験

検 定 日 程

12

1 級 2,100
2 級 1,570
3 級 1,360
4 〜 6 級 940
7 〜 8 級 840
段位 2,620
暗算各級 840

カラー
コーディネーター 第４１回
（２・３級）

15

17

施行日

検定試験

29

90
監事講評する佐久間君

27

お問合せ・お申込みは、まちの駅ネットワークとうがね事務局０４７５（５２）１１０１まで
もしもの時のために

東京商工会議所検定センター

上記お問合せ先

℡

2016年 （ 平 成 28年 ） 9月 1日
商工と う が ね

まちの駅 プチ 探検隊

