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〜未来への絆〜
特
集

リニューアル記念インタビュー ②

ム”づくりですが、選手の自覚と誇り、そして個性をも
とにして日本一に向けて最大の努力を払っています。
　お尋ねのように、私たちのようなクラブチームと
実業団や学生チームとの最大の違いは練習量の差で
す。シーガルズの選手は、それぞれが別々の職業に
ついていますから、集まって練習できるのは週末に
限られます。練習に当てられる時間の少なさはク
ラブチームの宿命ですから、このことを前提として
チーム強化を図りますが、私たちは量で担保できな
い分は選手の“自覚”と“自律”によって得られる“質”
によって補っています。
　そのために、選手もコーチも徹底してコミュニケー
ションをとります。何よりも選手の“やりたい気持ち”
を最大限に引き出すことです。選手の技術的な特長
や最も得意なプレーを引き出すことを第一に考え、常
に話し合います。試合の戦術や練習方法にしても、や
らされているというのではなくて、選手がやりたいこ
とを導き出して、選手自らの工夫によって質的なアド
バンテージを作り出すようにしています。

　私たちのチームは、選手のバックボーンが様々なの
で一律のルールを作っても統率が困難です。職業も
先生から、銀行員、鍼灸師、商社マンもいれば自衛官
もいる。東北在住の選手もいて全体練習は週末のみ。
フットボールと仕事の両立を基本にして集まってい
ますので、規制でチームを統制するのではなく、型に
はめずに選手の“自主性”によって個性を発揮させて、
いかにして“個性の集合体”としてのチーム力を強化
するかに重きをおいてチームづくりをしています。
　会社でも社員が生き生きと働いてくれないと目標
が達成されないのと同じで、私たちも選手自身がワ
クワクしてプレーすることが勝利のための最大の方
法だと思っています。したがって、一般的に持たれ
ているような規律に厳しい体育会系のイメージとは
異質なものだと思いますが、練習中に何をやっては
いけないというような禁止事項が非常に少ないのが
このチームの特徴です。
　ただし、規律が緩いということではなく、チーム内
に熾烈な“競争”があるということが絶対条件なの
です。日本一を目指す一人ひとりの本気が選手の自
律を促し、その結果としてチームの統制が得られる。
目標達成のために、自分を律することのできる選手
が生き残るという結果につながると考えています。

　我々が、ワクワクするフットボールをやり続ける
ために、絶対に曲げないと決めていることは、何事に
も“本気”で取り組むということです。
　一人ひとりの本気が、チームの核心と考えていま
すので、本気でさえあれば、今までと違ったやり方で
も、見っともなくても構わないと言っています。
　そして、チームづくりで大切にしていることは、
チームのための選手ではなく、選手のためのチーム
になることです。決して、選手におもねるのではな

　オービックシーガルズの創部は、83年11月（当時は
リクルートシーガルズ）。これまでに獲得したタイ
トルは、史上最多となる「日本選手権／ライスボウル
優勝５回」ほか、「アメリカンフットボール日本社会
人選手権制覇６回」を誇る日本一の強豪チーム。
　クラブチームとなって、2003年からは茜浜を拠点
として地域に密着した“ホームタウン活動”を展開。
小学校の訪問授業や多岐にわたる地域交流活動を通
じてアメリカンフットボールの普及活動に取り組む
かたわら、“習志野商工会議所会員”として地域イベ
ントにも広くご参加をいただいています。

　シーガルズは、クラブチームとして日本社会人アメ
リカンフットボール「Xリーグ」に所属しています。私
たちが目指すのは、選手が主役の“選手のためのチー

　会報リニューアル記念第2号にご登場いただいた
のは、1月3日に東京ドームで開催されたアメリカン
フットボール日本選手権「第65回ライスボウル」で、
学生王者・関西学院大学ファイターズを破り、チーム
を“2年連続日本一”へ導いた「オービックシーガルズ」
の“大橋誠”ヘッドコーチ。茜浜にあるオービック習
志野グラウンドを訪ねて、同席していただいた副将
“ケビン・ジャクソン”選手、キッカー“金親洋介”選手、
ワイドレシーバー“森健太郎”選手を交えて、“一流の
社会人、一流のフットボール選手”として常に頂点を
目指すシーガルズに受け継がれる“本気”のチームづ
くりについて伺いました。

少ない練習時間を
“自律”による“質”で補う

自主性と競争により
個性の集合体としてのチームづくり

未知への挑戦をテーマにV３を

▲ ライスボウルで戦況を見つめる大橋ヘッドコーチ

※表紙の写真：1 月 3 日に東京ドームで行われたアメリカンフットボール日本選手権「第 65 回ライスボール」の様子
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く、“選手が主役”で勝つフットボールが私たちの目
指すところだからです。
　また、スローガンという形でチームの精神的な軸を
持つことで、個性的な選手が集まるこのチームも一つ
にまとまります。危機的な場面を迎えても共通の目
標に立ち返ることができますので、チームスローガン
も選手同士で話し合って、自分たちがどのような攻撃
をしたいのか、守備をしようとしているのかというこ
との意思統一を図るように努めています。

　今は、ファンが世界のトッププレーをリアルタイ
ムで見られるようになるなど、当然のことながら、ス
ポーツの世界でも多様化とグローバリゼーションへ
の対応が強く求められています。
　まして、本場のアメリカンフットボールと比較され
るのが私たちの宿命ですが、いつか“世界有数の強い
チーム”になりたいという気持ちで取り組んでいます。
　まずは、今シーズンの最大目標である“ ３年連続”

の「ライスボウル」優勝に向けて、他チームからの厳
しくなるマークについて考えるよりも、何をおいて
も自分たちのパフォーマンスレベルを高めること、
とりわけ攻撃の精度を上げることにポイントをおい
て戦い抜きます。
　同時に、これまでどおり、地域と生きる“ホームタ
ウン活動”を運営の柱にすえて、小学校の訪問や体験
教室という形で、フラッグフットボールを通じて子ど
もたちにスポーツの楽しさを普及したり、選手もチア
リーダーも様々なイベントに参加させていただいて、
地域の皆さんのお役に立ちたいと思っています。
　シーガルズが、地元のチームとして市民の方々か
ら応援されることは、選手の大きな励みです。皆さ
んのためにも必ず勝ちたいという強いモチベーショ
ンになりますので、声援を送ってくださるファンが
増えることは、我々が最も大切にしている選手の“や
りたい気持ち”を引き出すことと同じで、チーム強
化の一つと考えています。
　惜しみない声援を送ってくださる地域の方々や力
強い支援をくださる市役所、商工会議所の方々の期
待に応えるためにも、更に強くなって勝利で地域に
貢献するとともに、これからも“ホームタウン習志
野”のために何ができるかということを常に念頭に
おいて、V３の達成を目指して頑張ります。

2012年スローガン CONQUEST
「末踏の地を制覇する」を意味する言葉。2012年シー
ズン、シーガルズは未知への挑戦をテーマに戦います。
それを成し遂げるためには、チーム・個人が日々進化
することが不可欠のことと考え。進化するために、日々
の戦いを征していこうという思いを込めています。
　また、この言葉は、CON＝共に・QUEST＝探求す
るという意味も内包しており、進化するための探求
を常に続けていくシーズンにします。

世界を見据えつつ
クラブチームとして地元と生きる

▲ 左から 金親洋介選手、大橋誠ヘッドコーチ、森健太郎選手、ケビン・ジャクソン選手

オービックシーガルズの公式ファンクラブ
「ブースタークラブ」に入会して熱い日本一
の戦いに参戦しましょう。

入会方法等詳細はオービックシーガルズホームペー
ジをご覧ください。http://www.seagulls.jp/
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平成 24 年度

事業計画
委員会・青年部・女性会

委員長　佐々木秀夫氏
ダンデイエンタープライズ有限会社
①習志野市の現状についての勉強会 
②商業先進地事例の研修会
③NPO・ボランティア団体等との交流会
重点項目／方向性の確認と次世代への継承

委員長　竹谷嘉夫氏　
総栄建設株式会社
①多機能携帯端末を利用した会員メリッ
トの研究 ※スマートフォン実践活用セ
ミナーの報告を５面に掲載 
②ホームページリニューアル検討 

③クラウド政策の調査研究
重点項目／ビジネス現場に変革をもたらすデジタル化
への支援を通じ、会員企業の経営力（生産性）向上に寄与

委員長　増田彰司氏
増田運輸株式会社
①会員事業所の方々に活用される経営支
援策の調査・研究／有効支援策・会員満足
度の向上 
②人材確保、就職活動支援事業の調査・研究 

③会議所の経営基盤強化に向けた調査・研究
重点項目／組織・事業・意識改革

会長　高橋正英氏　
三興ベンディング株式会社
①部員拡大 ②エンジェルタッチ実用化 
③婚活事業（出会いと交流事業）の開催 
④商工会議所事業への参加 
⑤部員間の交流 

⑥他青年部活動（全国、関東、県連）の出向
重点項目／会員拡大、参加率向上

会長　梓澤清子氏　有限会社朱泉
①創立30周年記念事業企画 
②地域活性化各種イベントへの参加 
③女性会事業のPRと自己研鑽のための
講演会 
④他女性会との交流 ⑤白鷺園ボランティア

重点項目／会員拡大、後継者育成、収益事業の見直し

　習志野商工会議所では商工会議所の事業活動につい
て調査研究し、組織強化と事業の一翼を担う場として
委員会（街づくり戦術・情報戦術・企業経営戦術）と
青年部・女性会を設置しています。今回は、前号でお
知らせした部会に続き、委員会・青年部・女性会の平
成 24 年度事業計画をご紹介します。

マルケイ融資をご利用ください［年利1.85％で１千五百万まで（５月１日現在）。無担保・無保証人］

習志野市内での
はお任せください！

http://2750002a.hpbegin.jp/
事務所・店舗探し

千葉県知事免許（9）第7171号

習志野市実籾5-9-28　TEL：047-479-3122

街づくり戦術委員会

青年部

女性会

情報戦術委員会

企業経営戦術委員会

５月下旬

〜

６月上旬
５月下旬
22 日㈫　常議員会（11 時～ 大会議室）
25 日㈮　商業部会役員会（11 時～ 特別会議室）
28 日㈪　巡回健康診断（8 時 30 分～ 茜浜ホール）
29 日㈫　巡回健康診断（9 時～ 谷津公民館）

　女性会役員会・監査会（18 時～ 特別会議室）
31 日㈭　巡回健康診断（8 時 30 分～ 茜浜ホール）

4 日㈪　巡回健康診断（8 時 30 分～ 会議所会館）
5 日㈫　巡回健康診断（9 時～ 東部体育館）
6 日㈬　巡回健康診断（9 時～ 東部体育館）
8 日㈮　女性会通常総会（18 時～ 特別会議室）

具体的・専門的立場からアドバイス

　会員の皆様のニーズに迅速かつ的確に対応した事業を
展開し、会員の皆様にとってより一層活用しやすい会議
所づくりを目指すため、本年度より会員事業所を対象と
した ｢会員巡回訪問｣ を実施します。
　つきましては、担当職員訪問の際には、皆様の景況や
商工会議所活動に対する率直なご意見等をお聞かせいた
だきますようお願い申し上げます。

「会員巡回訪問」を開始します

６月上旬
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株式会社 ハセガワ
本　　社：習志野市大久保 1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田 710

http://www.hasegawa-eco.com/

産業廃棄物中間処理場
廃棄物の事は全てお任せ下さい！

TEL：047‒473‒1638

マルケイ融資をご利用ください［年利1.85％で１千五百万まで（５月１日現在）。無担保・無保証人］

株式会社 Tel.043-297-8220
Fax.043-297-8223

千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト7Fコメット工業
PC周辺機器の検査及び修理から在庫管理・配送迄の一貫したサービス提供

お気軽にお問合わせ下さい。

身近な事例から学ぶ
スマートフォン実践活用セミナー

　4月17日㈫、商工会議所会館において、入会5年未満の
方々を対象にした「新入会員の集い」が開催されました。

（参加新入会員49事業所68名、役員・議員19名）
　比較的入会の浅い新入会員の方々に、商工会議所の活
動内容や活用メリットに対するご不明な点などを解消
して、より身近に商工会議所を感じていただこうとの趣
旨で開催したもので、当日は、鈴木会頭はじめ役員議員
の方々にもご参加いただきました。（第一部：知って得す
る活用メリット　第二部：交流会）
　第二部の交流会では、今回ご入会いただいた地元相撲部屋の「阿武松部屋」やアメリカンフットボール２年連続日本
一の「オービックシーガルズ」の皆様にもご参加をいただき、終始和やかな雰囲気の中、大盛況のうちに終了しました。
　また、参加者からは、「様々な業種の方と知り合えて仕事の幅が広がった」、「このような情報交換の場をたくさん
つくってほしい」という声が寄せられました。

新たな交流でビジネスチャンス

「新入会員の集い」

　３月29日㈭、商工会議所会館において、情報戦術委員会
（委員長：竹谷嘉夫）主催による「スマートフォンで仕事が
変わる！身近な事例から学ぶ実践活用セミナー」が開催
されました。
　ITコーディネータの鬼澤氏（おにざわIT経営支援オ
フィス代表）を講師に、今話題のスマートフォンやタブ
レット等の多機能端末についての特徴整理や、日々愛用
している身近な会員事業所の方（織戸自動車整備工場㈲
織戸氏、㈱ベル・ヴォア 大久保氏）から、仕事に活かせる
お役立ちツールの事例発表がありました。
　参加者からは「身近で具体的な事例が聞けて良かった」

「今後の自社のIT環境を見直すきっかけになった」といっ
た声をいただきました。
　情報戦術委員会では、今後も会員事業所の皆様の経営に
役立つ情報化推進を積極的にご提供してまいります。

1 口 800 円〜（15 〜 70 歳）からの生命共済です

▪割安な掛金で幅広い保障！▪見舞金・祝金制度が充実
▪毎年収支計算し剰余金があれば配当金も▪１年更新で
医師の診査なし▪業務上・業務外問わず 24 時間保障

  こんなにお得

  加入者還元事業に参加できます
平成 24 年度はお楽しみプレゼントを実施
  最大 2,000 円を助成！（健康診断受診料）
当所実施の ｢巡回一般健康診断｣ の受診料を一部助成
  お問合せ
引受保険会社アクサ生命保険㈱ 習志野分室
HP：http://www2.axa.co.jp/　TEL：047（451）0256

  習志野商工会議所共済推進委員のご紹介

※記載の内容は、あじさい共済制度の一部を記載したものです。
　ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・
　注意喚起情報）を必ずご覧ください。

鈴木 祐子湯浅 聖子柴原 由美子所長　溝口 裕之

あじさい共済 会員限定
従業員の福利厚生に

▲ セミナーの様子

（無料保険診断実施中）
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びに繰り返される一方的で大幅なコストダウン要請など
の問題に直面。それに嫌気が差し、「このままでは経営は
じり貧になり、自分も社員も幸福になれない」と考えた十
河夫妻は、「好不況に左右されない自家商品を何としても
持たなければ」とさまざまなセミナーに参加し、同時に市
場調査も重ねた。そして、開発する商品を腫（は）れやむ
くみ、外反母趾（がいはんぼし）など、足に悩みを持つ高齢
者のためのシューズに絞り込んでいく。実際の商品づく
りでは、不足していた技術力を補うために一流の靴職人
を招聘（しょうへい）。その一方で、試作品を約500人の高
齢者に試用してもらった。
　こうして全社一丸となって自社の商品開発にまい進し
て５年がたった平成７年。ようやくケアシューズが完成
し、オリジナル商品がほぼ100％という脱下請けに成功し
た。ちなみに、23年までの16年間に販売したケアシューズ
は、累計で500万足を超える。
　同社の快進撃の要因は多々あるが、あえて３つを挙げる
とすれば、第１は、新商品の開発に当たり十分な市場調査
を行い、中小企業ならではの特徴を発揮できるニッチマー
ケット（隙間市場）に絞り込んだこと。第２は、その販売を
流通業者任せにせず、宅配便を活用した直販としたこと。
そして第３は、商品を発送するケースの中に入れる、社員
が一枚一枚真心込めて書き上げた「真心のはがき」と名付
けられたメッセージカードや、誕生日に贈る手紙付きのプ
レゼントが顧客の心をつかんでいることだ。ちなみに、同
社に届く顧客からのお礼の手紙は、年間なんと２万通にも
上るそうだ。
　同社のこうした経営を見せられると、「景気は与えられ
るものではなく、自らが創るもの・・・」と思い知らされる。

法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本　光司

時代の風
を読む

「脱下請けを実現した中小企業」
　リーマン・ショックや円高などをものともせずに快進撃
を続けているのが、今回紹介する、従業員60人足らずの中
小企業「徳武産業」だ。
　同社は、のどかな田園風景の広がる香川県さぬき市郊外
にある中小企業だが、今やわが国のケアシューズマーケッ
トで約35％のシェアを持ち、業績も10年以上増収増益を続
けている驚くべき企業なのである。
　創業は昭和32年。現社長の十河孝男氏の義父である徳
武重利氏が、手袋縫製の下請け企業としてスタートさせ
た。その後、この技術を活用したルームシューズの分野に
業務をシフト。現在は、高齢者や足の不自由な人のための
ケアシューズ「あゆみ」が主力製品となっている。この商
品は、パーツオーダーシステム、つまりお客の要望に合わ
せて製造され、販売は宅配便を利用した直販で行われる。
　このように製造から販売までしっかりとした体制が整
えられている同社だが、これまでの道のりは決して平た
んではなかった。取引先の取引姿勢や、円高や不況のた

　女性会では、4月26日㈭から27日㈮にかけて福島県いわ
き市スパリゾートハワイアンズで移動例会を行いました。
　毎年研修と親睦をかねて、商工会議所以外の場所で実施
している同事業。今回は東日本大震災の記憶を風化させ
ないために、同施設の支配人から震災が起きてから営業再

開にいたるまでの苦労や、語り継いでほしいこと、また被災して
いない方々に伝えたいことなどについてご講演いただきました。
　女性会メンバーは、経営者や母としての立場から、各々が震
災から学び語り継ぐべき話について真剣に聞き入りました。
商工習志野4月号に同封させていただいた「Woman’s EyeVol.18」に下
記のとおり誤りがありました。訂正してお詫び申しあげます。
　正 → 新入会員　關口佳子㈱BELA
　誤 → 新入会員　關口佳子㈱ガレリーオベーラ

スパリゾートハワイアンズ

福島県いわき市
移動例会を実施

　当青年部が所属する千葉県商工会議所青年部連合会
の３区総務広報委員会が、４月 17 日㈫に船橋商工会議

所で開催されました。３区委員会が受け持つ本年度の担
当事業は、ホームページの作成と広報活動に決定し、会
議では事業スケジュールと方向性を協議いたしました。
委員会終了後の交流会では、県青連会長に就任された
八千代商工会議所の登坂会長も出席し、終始和やかな雰

囲気の中で終了いたしました。
　また単会の活動としては、４月19日㈭に定例会が開催され、
地域を支える青年経済人としてより良い活動が行えるよう事
業計画と年間スケジュールについて協議しました。
　青年部では、年間を通じて様々な事業活動を行なっており
ますので、皆様のご参加をお待ちしております。
習志野商工会議所青年部 担当：飯塚　TEL：047（452）6700

女性会通信

マルケイ融資をご利用ください［年利1.85％で１千五百万まで（５月１日現在）。無担保・無保証人］

青年部だより

会員事業所を
     ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇
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松樹印刷有限会社 〒 275-0014 千葉県習志野市鷺沼 1-15-16 Tel：047（451）2222

安心・充実・わかりやすく
幅広い保障で手厚くサポート

千葉市中央区富士見２丁目 22 番２号
火災共済　　　TEL：043-201-3033 ㈹
中小企業共済　TEL：043-221-8831 ㈹

（火災・生命・自動車）

千葉県火災共済協同組合
千葉県中小企業共済協同組合

マルケイ融資をご利用ください［年利1.85％で１千五百万まで（５月１日現在）。無担保・無保証人］

ブレーメン習志野

住所：習志野市東習志野 2-10-3
代表者名：坂元庸一
TEL：047（470）5511 ／ FAX：047（470）5512
URL：http//www.bikou.or.jp

【概要】東習志野にある複合施設「地域交流プラザ ブレー
メン習志野」。高齢者向けのデイサービス、ショートステ
イだけでなく、小さいお子さんを預ける託児施設も兼ね
備えています。またサークル活動などにも使える多目的
ホールもあり様々な用途で利用できる施設です。

【特色】「地域住民みんなが利用できる」をコンセプトに、子
供、高齢者、障害をお持ちの方まで、様々な方が気軽に利
用でき、中にはレストラン、エステも併設されており女性
向けのサービスも充実。また、売店では近隣福祉施設の手
工芸品、お菓子などが販売されています。今年10月頃に
はブレーメンフェスタと題しお祭りも開催予定。年代を
越えた交流の場として、是非一度足をお運びください。

【概要】絵本の出版を主に展開をしている事業所。絵
本の内容、絵は河田さん自身で制作しています。また、
絵にはこだわりがあり、その時に考えていることを変
わることなく残したいといった思いから下書きをせず
描いています。

【商品】おすすめは『ウサコちゃんとのりこちゃんのおは
なし』。地球環境、自然、動物をテーマにした物語です。
　お話の中に登場するウサコちゃんは、ぬいぐるみにも
なっていますので、商品にご興味を持たれた方、ご注文
をされたい方は是非お問合せください。

住所：習志野市新栄 1 丁目　　代表者名：河田秀子
TEL：080（6725）1014　
ブログ：http://www.cw2.jp/mix/

秀駒企画地域交流プラザ

至京成
八千代

台
京成実

籾駅

★

ご利用会員さんの声【株式会社 光陽地図】
（取締役 総務総括　三橋弘子さん）
　商工会議所に労働保険業務を委託したこと
で、その他の業務に集中でき、負担が軽減され
ました。また、従業員の採用面接の際に雇用保

険業務を商工会議所に委託していると伝えると、とても安心さ
れ、信頼をされます。手続きに遅れが生じると社員などに迷惑
が掛かることもある為、そういった心配もなくなりました。

事務委託によるメリット！
①事業主等（会社役員や専従者）も労災保険の特別加入制
　度が利用できます。
②保険料の多少にかかわらず、保険料を年3回に分けて納
　付できます。
③面倒な事務処理が軽減され負担が減ります。
その他詳細お問合せは習志野商工会議所 中小企業支援室まで
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744

住所：習志野市津田沼 2-1-10 
　　　ヒカリマンション 102
TEL：047（478）6500
営業時間：９時～ 19 時 30 分
定休日：水曜日（火曜日不定休）

ブーランジェリー ル・バンブー
ふるさと産品習志野市

こだわりの逸品

▪谷津の実ココット▪
金額：１個　　　　160 円　
　　　５個入１箱　900 円（贈答用）
概要・製法・特色：薔薇のハチミツを使
用したキャラメルでクルミなどのナッツ
類を味付けし、デニッシュの上にのせて
焼き上げました。丸みを帯びた薔薇の花
をイメージした香ばしい焼き菓子です。

商品の金額・概要・特色

商工会議所 活用事例

労働保険の事務処理代行
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ドコモショップ津田沼店
TEL：047-476-1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047-455-7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047-496-3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047-480-6622

★ ますます充実！ スマートフォン ★
～ ドコモだからできる、色々なサービス  ～
・「しゃべってコンシェル」
　スマホに話しかけて、簡単検索・操作
・「災害用音声お届けサービス」
　大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けする
・「NOTTV」（ノッティービィー）
　2012 年 4 月に開局するスマートフォン向けの新しい放送局

詳しくは、ドコモショップへ！

お知らせ
募  集

募　集
無料発明相談会
特許、実用新案、意匠、商標、外国
出願、先行技術調査などお気軽に
ご相談ください！

5月15日㈫、6月19日㈫
10時~16時
※1件の相談時間は1時間程度

習志野商工会議所
無料
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

行政書士による無料個別相談
相続、遺言、各種許認可申請、会
社法務なんでもご相談ください！

5月18日㈮、6月15日㈮
 13時~16時

習志野商工会議所
会社設立、建設業等の各種

許認可申請、諸規程構築、入管手
続き、相続、遺言など
※紛争性のある事案等については
対応できない場合がございます。

千葉県行政書士会葛南支
部所属　行政書士

無料
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

「電力危機に打勝つ今日から
の省エネ」

6月6日㈬　

18時～19時30分
習志野商工会議所
習和産業㈱　習志野市地球

温暖化対策事業者協議会会長
(エネルギー管理士)土本　裕 氏

80名
企業経営者、施設管理者ほか
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

1日金融公庫
各種制度のご案内、申込受付など融
資全般のご相談に個別で応じます。

6月21日㈭ 10時~16時
習志野商工会議所
無料

日本政策金融公庫
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

5名限定！
弥生会計入門セミナー

6月28日㈭
10時～16時（昼休憩1時間）

習志野商工会議所
弥生会計の導入設定から

日々の記帳入力を学習
会員：5,000円

一般：7,000円
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

「今のままで大丈夫？ ３つの
材料で儲けの出る経営のコツ
教えます」

7月3日㈫ 13時～17時
習志野商工会議所
中小企業診断士 川村浩司 氏、

税理士　蛭田昭史 氏
15名
経営者ほか

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

これから始めたい初心者向け
「インターネットショップの
売上の秘訣」

7月6日㈮ 14時～16時
楽天　営業企画部　

網川正利 氏
30名
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

松山市、新潟市、習志野市のス
ペシャリストが語る「秋山好
古大将」騎兵の生涯

5月13日㈰ 
10時～13時30分

日大生産工学部37号館
資料代300円
大久保商店街協同組合 他

TEL：047（476）6055

「地域活性化フォーラムinちば」
6月5日㈫　

13時30分～15時45分
市川市文化会館
13：30～14：30 第一部

「中小企業こそマーケティングを
学べ」講師／元キリンビバレッジ
社長　阿部洋己 氏　
14：45～15：45 第二部
パネルディスカッション「地域に
息づく資源･知恵･わざを活かし
てちばを元気に！」

150名
東京東信用金庫 地域支援部

TEL：03（5610）1129

日 時

日 時

場 所

場 所
内 容

定 員
申 込

費 用
主 催
問合せ

費 用
申 込

日 時

場 所
費 用
申 込

相談員

相談員

受講料

場 所
講 師

定 員
対 象
申 込

日 時

日 時

日 時

場 所

場 所
講 師

定 員
対 象

内 容

場 所
費 用

申 込

申 込

日 時

日 時

場 所
内 容

申 込

日 時
講 師

定 員
場 所

なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください　顧問弁護士　渡辺 惇先生　TEL：047（472）0911

お知らせ


