2018年（平成30年）1月1日
商工とう が ね

 今年は数年ぶりにボートを

と対決です

 蔵で統一された川越商店街

日 経済さいこう委員会（ 月まで全３回）
（経）
日 第１１５回 通常議員総会
財務会館委員会（７月まで全２回）
		
日 平成 年度 市民提案型協働事業実行委員会（８月まで全５回）
（ま）
７月２日 ＹＥＧビジネス研修例会（青）
第 回 ビジネス実務法務検定
		
４日 地域産業振興会議事務局会議
５日 千葉県商工会議所連合会 第１回事務局長研究会〈千葉商工会議所〉
８日 第 回 リテールマーケティング検定
９日 第 回 福祉住環境コーディネーター検定
日 女性会 親睦旅行・移動総会（女）
日 情報化研究会〈佐倉商工会議所〉
日 第３回辺田方バスとＹＡＳＳＡ Ｃｏｍａｃｈｉの写真撮影会＆辺田方共和国（観）
日 防犯対策セミナー（労）
日 第 回 ｅｃｏ検定
８月２日 地域産業振興会議役員会・総会〈九十九里〉
５日 八鶴湖クリーン作戦（青）
９日 金融業部会 全体会議（金）
まちの駅 第 回駅長会議・納涼会（ま）
		
日 東金商業高校インターンシップ（～ 日）
日 ＹＡＳＳＡフェスティバル 
建設業部会交流会（建）
		
（観）
日 サマーキャンプ舞楽ダンス合宿（～ 日）
千葉経済短期大学インターシップ（～ 日）
		
日 女性会交流会 ＡＥＤ講習（女）
日 ＹＥＧ ＪＣスポーツおにごっこ協力〈さんむの森公園〉
（青）
日 茂原工業部会との交流会（ 月まで全２回）
（労）
９月２日 まちの駅 平成 年度市民提案型協働事業「東金のまちの地図を作ろう」
（ま）
３日 ＹＥＧ 子ども会水鉄砲大会協力〈田間中央公園〉
（青）
９日 笑って楽しくスマイル体操〈サンピアステージコート〉
（福）
（サン）
日 クレーム対応セミナー
日 日本商工会議所 第１２６回通常総会〈帝国ホテル〉
月４日 東金わくわく塾① 地域密着集客術セミナー（商）
十五夜・八鶴湖キャンドルナイト（観）
		
産官学（市・ＪＩＵ・会議所）懇談会
		
６日 女性会北海道全国大会（～８日）
（女）
東金わくわく塾②コトＰＯＰ作成セミナー（商）
		
日 女性会交流会 健康体操（女）
日 東金わくわく商品券販売（～ 日）
（商）
日 東金経済を考える勉強会
ＡＰＰＹ ＤＡＮＣＥ ＤＡＹ ＆ 辺田方共和国（観）
日
辺田方バスとＹＡＳＳＡ Ｃｏｍａｃｈｉ写真コンテスト表彰式（観）
		
日 第２１１回 珠算検定
日 平成 年度 東金わくわく商品券換金手続き（ 月まで全 回）
〈群馬県沼田市〉
（青）
日 ＹＥＧ 第 回 関東ブロック大会（～ 日）
日 東商連ハロウィンパーティ（経）
（サン）
日 関東ブロック相談所長会議〈東京商工会議所〉
月１日 十三夜
３日 ＪＩＵフェスティバル
〈城西国際大学〉
（ＪＩＵ）
（福）
５日 商業部会視察研修（～６日）
（商）
７日 東部ブロック商工会議所 事務局長会議〈八街商工会議所〉
９日 日本商工会議所 全国観光振興大会（～ 日）
〈群馬県前橋市〉
日 平成 年度事業所功労並びに永年勤続表彰式〈シャルローズ〉
日 千葉県商工会議所連合会 正副会頭会議〈ホテルザマンハッタン〉
日 第 回 東金市産業祭（青）
（女）
（商）
（観）
第１４７回 簿記検定
日 労務協議会視察研修（労）
日 Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ動画セミナー（庶）
日 第 回 福祉住環境コーディネーター検定
日 生活習慣病健診
月３日 第 回 カラーコーディネーター検定
５日 ＹＥＧ研修例会（青）
８日 一 日公庫
９日 小さな親切運動 
日 第 回 ビジネス実務法務検定
平成 年度創業塾（ 月まで全３回）
		
日 工業・建設業部会懇親会（工）
（建）
日 第 回 ｅｃｏ検定
日 まちの駅 第 回駅長会議・忘年会（ま）
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（工）＝工業部会 （労）＝労務協議会 （交）＝交通業部会 （建）＝建築業部会

（女）＝女性部会 （庶）＝庶業部会 （観）＝まちづくり観光委員会

（経）＝経済さいこう委員会 （ＪＩＵ）＝まちとＪＩＵとのつながりプロジェクト

（ま）＝まちの駅ネットワークとうがね （福）＝福祉のまち推進委員会

（サン）＝サンピアと会議所の意見交換会
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（商）＝商業部会 （青）＝青年部 （サ）＝サービス業部会 （金）＝金融業部会
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できました
頑張ってください
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情報交換

あなたとともに

 参加チームとして子どもたち
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聞いていました

ブースは盛況です
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！
 正面入口にはスロープも！

 みんなで怒りをコントロール

 今年最後の事業は大盛況で終われました

！
 みんなで東金をキレイに！

 ダンスでハッピー！
 大天狗とともに

 終日お客様の列が絶えませんでした
 EGフープバトル世界選手権2017
 新鮮な東金産品を求めて！
 整備の様子を近くで見学しました

 学生達の熱意を感じることが
 これからも東金経済のために

 今年も焼きそばは大人気！
 さあ、よくねらって投げて～

 金融機関と経済情勢について
 参加者は何と400人超！
 参加店も一緒に楽しみます！

にみんな熱心

お披露目です

 健康が何より一番！
 千葉県から140名で北海道へ！  お店同士でＴＫ（提携）しましょう！
～利用期限はH30.1.31まで

 この一枚でお客さまをGET！
 東金のお買い物を楽しんでください

 POPは1人の営業マンです！
 子どもたちも本気です

 茂原工業部会と情報交換
 鳥瞰図で今あるお店をチェック！
 まちを歩きお店で体験～畳作り
 ピンクの派手な新ユニフォーム

 会議所について真剣に説明を
 早い時間から青年部

の模様がつきました
大人気

 わんわんエアドームは子供に
を受賞！

を楽しくこなしました

 成果発表後の記念撮影！
 もしもの時のために…

 みんなのアーチに色とりどり
使いました

 多くの参加者でにぎわいました
 関商連ベストアクション表彰
 やっさフェスティバルのお手伝い

 夏は他団体とも積極的に交流

できました

 動画をアップしました

 商工会館のトイレが新しく

なりました！

