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〜未来への絆〜

特
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リニューアル記念インタビュー ③

にチームづくりをしていますので、“野球と勉学の両立”
については徹底しています。
　また、選手たちには、人生の目標を持って充実した
４年間を過ごしてほしいと願っています。試合に勝
ちさえすればそれで良いということではなくて、チー
ム目標を達成するための役割を理解して、チームのた
めに自分が何を果たすべきなのか、ということを常に
考えて取り組む練習の大切さや勉学と野球の両立の
ために、秩序ある生活を送ることが人としての成長を
促し、その過程で得られる自覚が、野球選手としての
能力を育てることにつながるんだ、ということを常に
教えているつもりです。

　学生たち全員が野球で身を立てられれば、それに
越したことはありませんが、ほとんどの選手が社会
に出て、野球以外のさまざまな壁にぶつかります。
そういうときに、自分でその壁をどう乗り越えるの
か。大学の４年間は、そのことを学ぶ一番大事な時
期だと思います。
　もちろん、野球選手としての能力を発揮させてあげ
るために土台となる体力をしっかりと作り、その上
で技術的、精神的なことも含めて、神宮球場で良いパ
フォーマンスができる形にしてあげることが第一です
が、選手として伸びるかどうかは、人としての成長にか
かっているように思います。
　一人ひとりが立場を理解し、自己管理ができるか否
かで結果は大きく違うということです。毎日の基礎練
習も、単に“こなす”のではなくて、同じ練習でも昨日
の練習との違いが感じ取れる選手、学ぼうとする意欲
のある選手が成長します。
　どこに目標を持って、どれだけの努力ができるか、こ
の積み重ねが成長機会になると考えていますので、野
球と同様に私生活の環境づくりを大事にしています。
そのために行っていることは、合宿所やグラウンドを
含めた生活の場における環境づくり、人としての成長
につながる“風土”の醸成です。
　選手育成の長期ビジョンに立って、合宿所の生活風
土から改善してきました。練習と授業の両立を習慣
づけるために、合宿所の規律を守るという基本的なこ
とからですが、授業を受ける、時間を守る、整理整頓と
いうルールを守ることを風土として確立することで、
チーム内にいい加減なことを許さない環境が醸成さ
れて、少しずつ良い方向に向かってきたようにと思い
ます。

　戦術面や技術的なことについて、ここで詳しくお話
しする余裕がありませんが、受け継がれてきた伝統を
守りながら、環境変化に適応して変わっていかなけれ
ばならないと考えています。
　今の東都大学には、良い投手がたくさんいますので、
簡単に点を取ることができません。したがって投手を
中心に守備を強化して、無駄な走者を許さずに、失点を

　日本大学野球部の創部は1923年にまで遡ります。東都
大学野球連盟創設時から同リーグに加盟する伝統チーム
として、オールドファンには懐かしい“田宮謙次郎”さん
や“宮田征典”さんなど、名だたる有名選手を輩出。
　2000年10月に習志野市に本拠地を移転してからは、
現スワローズのエース“館山昌平”選手やジャイアンツ
の主軸“村田修一”選手らを擁して久々に戦国東都を制
し、01年春の“全日本大学選手権”決勝まで勝ち進んだ
ときの雄姿が、私たちの記憶に新しいところです。
　社会人野球の名門“東芝府中”の野球部時代に選手・
コーチ・監督として、都市対抗10回の出場を果たした
“仲村監督”が、母校・日大の監督に就任したのは09年秋
季。しばらく東都大学2部リーグとの入れ替え戦を繰
り返すほど低迷した母校を蘇らせたチームづくり、選
手の育成の秘訣は！？

　私たちは学生野球ですから、野球選手である前に学
生としての本分を常に念頭において行動できる選手、
社会で自信を持って生活できる人材の育成をモットー

　プロ野球にも数多くの名選手を送り出している“東
都大学野球連盟”の名門チームの本拠地が習志野市に
あることをご存知でしょうか！？
　会報リニューアル第3号に登場していただいたのは、
東都大学野球リーグで通算22回の優勝を誇る「日本大
学硬式野球部」を率いる“仲村恒一”監督。当所“会員”
でもある“日本大学生産工学部”実籾校舎のグラウンド
を訪ね、主将の“山口篤史”選手にも同席をいただいて、
戦国東都を勝ち抜くためのチームづくりと社会で活躍
する人材育成のあり方について伺いました。

※表紙の写真：3 番キャプテン山口篤史選手の打席［神宮球場において］

野球と勉学の両立
社会で活躍できる人材の育成

伝統を継承しつつ、少ないチャンスを
生かせるチームづくり

人としての成長の上に
　　　野球が成り立つ風土づくり
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最小限にとどめて攻撃に転ずる。数少ない得点機会を
確実に得点に結びつけられる粘り強いチームづくりを
目指しています。
　私は、基本的にはバントはあまりしたくありません。
ランナーが出た場合に、打者はどうやって塁を進める
か、そのために何をすべきかを考え、実践できる選手の
育成を心掛けています。
　また、投手には、なるべく投げさせない。三振を取る
よりも打たせて取る、100球で試合を終わらせる野球に
努めています。
　実際に勝った試合は、ほぼ無四球です。積極的にス
トライクを取りに行くことで、守りと攻撃にリズムが
出て、自分たちの描いた試合運びに持ち込める。その
ことは選手も理解してくれているようですが、まだま
だ成長過程です。試行錯誤の日々ですが、来シーズン
あたりから優勝を狙える選手が出てくれることを期待
しています。

　今は、以前のようにプロ野球で活躍するような突
出した選手がいるチームではありませんので、試合
の中でも選手自身が考えて、試合の流れを引き寄せ
たり、ピンチを乗り越えられるチームづくりを心掛
けています。
　そのための私の務めは、チームの方向性を示して、そ
の達成に向かって、選手たちが自主的に取り組める環
境を提供することです。
　具体的に何をすべきかについては、キャプテンや学
生コーチなど、それぞれのリーダーとチームのコーチ
が密に意見交換をして、彼らが最善と考える方法を選
択させていますが、世の中と同じように、大きな目標
を達成するために、組織内のルールの中で、自由な発
想を持って自分が何をすべきか、ということを考えら
れる理想のチームづくりに向けて試行錯誤を重ねて
います。

　学生野球で日本一になること、社会で活躍できる人
材を育成することと同じように“地域社会への貢献”を
チームづくりの目標にしていますので、日頃から地域
とのつながりを大切にしています。

　最近では、事あるごとにお誘いをいただいています
が、地域のお祭りや清掃活動、商店会の催事などには必
ず参加させていただいています。
　また、小中学生を対象としたマンツーマンの野球教
室では、お子さんにも親御さんにも大変好評です。地
域活動への参加は、私たち日大野球部が習志野市に存
在していることの証しになりますし、選手の成長にも
つながりますので、とてもありがたいことと受け止め
ています。
　これからも東都大学野球リーグで、厳しい戦いが続
きます。スポーツに対する愛着の強いこの習志野市
で、厳しい目を持った市民の方々から、地元の大学野
球チームとして声援を送っていただければ選手たち
の大きな励みになりますので、変わらぬご声援をお願
いします。

▲ チームづくりについて熱く語る仲村恒一監督

▲ 日本大学硬式野球部グラウンドにおいて（新栄2-11-1／日本大学生産工学部実籾校舎敷地内）

目標達成に向けてすべきことは
選手の自主性に委ねる

地域とのつながりを基盤に
日本一に向かってチームづくり
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会員事業所を訪問させて
いただきます

経営再建支援事業を展開もっと身近な商工会議所へ！
～ 175 事業所を訪問し、16 企業を支援～

　習志野商工会議所では、本年度の重点事業の一つ
として「会員事業所巡回訪問」を 6 月からスタート
しました。
　この巡回訪問は、企業を取り巻く経営環境が激変す
るなか、会員の皆さまの経営課題や商工会議所に対す
る要望をお聞きすることで、きめ細かな経営支援につ
なげるとともに、商工会議所の事業内容をよく知って
いただき身近な存在としてご利用いただくことを目的
に実施するものです。
　会員の皆さまに役立つ情報を直接お届けさせていた
だくとともに、皆さまからの一層の信頼と親近感を得
られる商工会議所を目指して訪問させていただきます
ので、ご意見・ご要
望はもとより、お困
りの事などがありま
したら、職員がお伺
いした際にお聞かせ
ください。

　当所では、東日本大震災により直接または間接的に
被害を受けた会員事業所の早期復旧・復興を図るため、
昨年 9 月から今年 3 月までの 7 か月間にわたり、175
事業所を訪問しました。
　このうち、売上が大幅に落ち込むなど、特に被害が
大きかった 16 事業所に対し、千葉県と連携しサポー
トチームを派遣するなど、きめ細やかな支援を行いま
した。

▲

各種支援策に関す
る資料や経営に役立
つ様々なチラシなどを手に皆さまの元にお伺いします。

第99回常議員会を開催
習志野市長への要望等通常総会提
出議案を協議
開催日　平成 24 年 5 月 22 日㈫　　出席者　24 名
会　場　習志野商工会議所 3 階大会議室

　平成 24 年度第 1 回目となる第 99 回常議員会が開催
されました。
　協議事項については、第 51 回通常議員総会提出議
案と平成 24 年度補正予算及び常議員の選任について
協議され、平成 23 年度事業報告と収支決算、習志野
市長への要望などが原案通り承認されました。
　報告事項については市民まつり（7 月 15 日開催）、
海外経済視察（9 月 8 日～ 9 月 15 日：ドイツ）、マスター
ズゴルフ大会 10 月 16 日：総武カントリー）他 報告
がありました。

▲ 埋め立て地域を中心に多くの被害が報告されました

参加店舗募集 積極的な参加をお待ちしています
　習志野商工会議所では、お客様に支持される魅力あ
る店舗が増えることが個店や商店街、そして街の活性
化に繋がるとして個店強化事業を実施しています。
　この事業は専門相談員（中小企業診断士）が店舗
診断及び個別指導を行い、繁盛店を目指し頑張って
いる事業主を支援するもので、これまでに25店舗が
当事業を活用し、専門家の指導と店主の積極的な改
善策への取り組みにより店舗が見違えるように改
善された例も多数ありました。
　同事業では、過去参加店舗へ定期的に専門家が訪
問指導するフォローアップ事業も行っています。
専門相談員　中小企業診断士　東正高 氏
対　　　象　会員事業所（小売業、飲食業、サービス業等）
参加負担金　3,000円
申込み・問合せ　習志野商工会議所までFAXまた
　　　　　　　　は電話にて
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744

個店強化事業



開催日　平成 24 年 5 月 25 日㈮　　出席者　9 名
会　場　商工会議所会館　２階特別会議室
　平成 24 年度事業の開催時期及び内容が協議され 7 月
6 日㈮に開催予定の商業部会主催セミナー「インターネッ
トショップの売り上げの秘訣」について、広報活動を積
極的に支援し参加動員を図ることで承認されました。
　また、本紙「商工習志野」の購読率の向上等に向け、
読者の意見を反映するために実施される会報モニタリ
ング制度について、モニター委員として商業部会から
髙橋勝氏（㈲高橋化粧品店）を推薦することになった
ほか、商業部会からの第 2 号議員欠員が生じたことに
よる補欠選任について、金子正氏（㈱茶茶）が第 2 号
議員に選任されることで承認されました。

開催日　平成 24 年 5 月 9 日㈬　　出席者　12 名
会　場　商工会議所会館　２階特別会議室
　平成 24 年度事業及び収支予算について協議。市内
企業視察研修会について年 2 回、東習志野・茜浜地
区で実施し、後継者育成事業については、本年夏期
に韓国で実施し、現地のものづくりの現場を視察す
ることが確認されました。
　また、「環境・省エネセミナー」をに市と共催で開
催するほか、市川市の主催で行われる「千葉県東葛・
ベイエリアビジネスプラン展示会」を工業部会事業
と位置づけ、出展事業者の募集・選定にあたること
が確認されました。
　会報モニタリング制度のモニター委員は、由川久子氏

（コメット工業㈱）が推薦されることで承認されました。
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部会役員会を開催

第24回海外経済視察
～ロマンチック街道・中世の街並みを巡る旅～

おめでとうございます
商業部会（部会長：柏木清孝）

工業部会（部会長：樋口惠己）
習志野商工会議所役員議員・
会員交流会参加者募集
　6月26日に開催する通常議員総会終了後に、市長ほかご
来賓をお迎えして、会頭・副会頭をはじめとする役員・議
員と会員の皆様の交流会（立食パーティー形式）を行いま
す。この交流会は、地域や経営に関する情報交換及び親
睦を深めていただく事を目的としています。ぜひ、お誘
い合わせのうえご参加ください。

日　時　6月26日㈫  17時15分～18時45分（受付：17時～）
会　場　習志野商工会議所会館　３階大会議室　
参加費　3,000円（税込み）　募集人数　40名　
※会場の広さの関係から定員になり次第締め切らせて頂きます。
申し込み　お電話かFAXにてお申込ください。
※食事のご用意の関係上、６月19日㈫までにお願いします。
習志野商工会議所　経営室
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744

高橋　司 氏
（有限会社信濃屋総合食品）
旭日雙光章受章
当所会員の高橋司 氏（有限会社信濃
屋総合食品）が、永年に亘り市議会議
員の職にあって顕著な功績を挙げた
として、このたび旭日雙光章を受章さ
れました。

三代川　磐 氏
（株式会社三市商店）
瑞宝単光章受章
当所会員の三代川磐 氏（株式会社三
市商店）が、永年に亘り消防業務に尽
くされた功績により、このたび瑞宝単
光章を受章されました。

ドイツ

施行期日　平成 24 年 9 月 8 日㈯～ 9 月 15 日㈯
施行代金　433,000 円（各種税・燃油代金・食事代 等込）
※燃油代等の改定により金額が変更になる場合がございます。
訪　問　地　6 泊 8 日（フランクフルト⇨ケルン⇨ハイデ
ルベルグ⇨ローデンブルグ⇨フュッセン⇨ミュンヘン）
募集定員　25 名
参加ご希望の方、内容詳細ご確認の方はご連絡ください。
お問合せ　習志野商工会議所　担当：堀
　　　　　TEL：047（452）6700

６月中旬

６月
14 日㈫　サービス業部会役員会（14 時～特別会議室）
21 日㈭　一日金融公庫（10 時～特別会議室）
26 日㈫　第 51 回通常議員総会（16 時～大会議室）
　　　　役員議員・会員交流会（17 時 15 分～大会議室）
※各種セミナーの予定は 8 面をご覧ください
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刺の値段は１枚当たり20～30円で、通常価格の２～
３倍だ。また、名刺には特殊な機能など一つもない。
　ではなぜ、同社の製作する名刺が、かくも多くの
人々に支持され、しかもその顧客が年々増加してい
るのだろうか。
　その理由は多々あるが、簡単に言うと、名刺の素材
へのこだわりと、弱き人々を思う気持ちが、心優しい
人々の心を打っているからだと考えられる。同社が
つくる名刺の素材は、バナナの茎やトウモロコシの
皮、さらには廃棄されたペットボトルなどを再利用
した「エコロジーペーパー」だ。これには、少しでも
地球温暖化の防止に貢献したいという思いと、アジ
アやアフリカの貧困な人々の仕事づくりに貢献した
いという強い思いがある。
　ちなみに筆者も同社が製作した名刺を使用してい
るが、台紙にバナナの茎が30％入った「バナナ名刺」
だ。原料のバナナの茎はアフリカ・ザンビアの貧困
な生活を余儀なくされた女性たちが手作業で加工
し、日本に輸出している。
　また、国内における名刺づくりも、デザイン以外の
大半を障がいのある人々が就労している「作業所」に
発注するとともに、売り上げの一部を盲導犬協会な
どに寄付し続けている。
　つまり、同社の快進撃の最大の要因は、商品そのも
のではなく「世のため人のために・・・」という経営
姿勢が、顧客の支持を受けていることにある。
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

「全国から注文が殺到する
名刺をつくる中小企業」

　北海道札幌市の郊外に、「丸吉日新堂印刷」という
従業員７人の小さな印刷屋さんがある。主製品は各
種チラシやパンフレットなどの印刷だが、近年、名刺
の製作が急増している。
　この３年間でみても、同社への名刺の製作の依頼は
右肩上がりで、その数は月平均500～700件に及ぶとい
う。加えて、そのリピーター率もきわめて高く、３年間
の平均で90％をはるかに上回っている。さらに驚かさ
れるのは依頼者の分布で、地元の北海道は全体の２割
程度、残りの８割は本州・四国・九州・沖縄だと言う。
　こう言うと、価格が安いのではないかとか、特殊な
機能のある名刺なのではないか・・・などと考えるか
もしれないが、それが理由ではない。事実、同社の名

　女性会では5月11日㈮に関東商工会議所女性会連合
会、5月22日㈫に千葉県商工会議所女性会連合会の通常
総会に参加しました。
　講演会を通じて自己研鑽や、盛大に開催される懇親会

での他地域女性会との交流を目的に毎年参加しており、今回の
関女連の講演会では 相田みつを美術館長 相田一人氏をお招き
し「めぐりあい」と題した講演会が開催され、人生における出会
いの大切さなどを学びました。

関女連・県女連の通常総会に参加
自己研鑽と他地域女性会との交流

 千葉県商工会議所青年部連
合会の第 1 回役員会及び通常

総会が、5 月 22 日㈫に八千代
商工会議所で開催されました。
役員執行部が新体制となり、登坂会長（八千代商工会議
所青年部）の目指す本年度の事業について慎重審議が行
われた後、全ての議事が承認され、無事閉会しました。

　当青年部の活動としては、5 月 25 日㈮に通常総会が開催され、
昨年度の事業報告と髙橋会長を中心に本年度もより良い活動が
行えるよう事業計画と年間スケジュールについて慎重審議し、
滞りなく終了しました。
　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います。
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1.75％で１千五百万まで（６月４日現在）。無担保・無保証人］

会員募集中
皆様のご参加をお待ちしています。
問合せ：習志野商工会議所女性会事務局　TEL：047（452）6700

青年部だより
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.75％で１千五百万まで（６月４日現在）。無担保・無保証人］

溶岩窯パン工房　LYON MIEL

住　　所：習志野市大久保 1-3-16
代表者名：店長　播本純一郎
TEL：047（407）0107　　営業時間：8 時～ 19 時
定休日：年中無休（当分の間は火曜定休）

　4月17日に大久保に新規オープンした溶岩釜パン工
房　LYON MIEL（リヨンミエル）。オープンして間も
ないにもかかわらず店内は賑わっており、お客さんが
こぞって手に取る、売れ筋商品はチーズフォンデュパ
ン、メロンパン、クロワッサン。その他にも溶岩釜で
焼き上げた美味しいパンを多種取り揃えておりますの
で、ぜひご賞味ください。

　廃棄物処理業、各種水処理施設の清掃および保守点
検、特定・一般建設業などの事業を展開している同社。
　同社では主に、遊戯機器・OA 機器類のリサイクル、
古紙・段ボールのリサイクル、容器包装プラスチック
圧縮梱包、廃プラスチック買取りリサイクル、物流パ
レットへの製品化まで一貫して行っており、様々な顧
客のニーズに答えられる幅広い事業を展開しています。
また、工場内の見学も随時受付けていますので同業種、
関連事業の方は、ぜひお問合せください。

所　在　地：習志野市茜浜 3-4-3
代表者名：代表取締役社長　石井邦夫
TEL：047（451）1771
URL：http://www.ike.co.jp/

株式会社市川環境エンジニアリング
　習志野リサイクルセンター

★

京成大久保駅

マルエツ

湾岸道路湾岸道路

茜浜運動施設

千葉工大

★

京葉線新習志野駅

卒業生 アトリエ・カズ　代表　大竹 和子さん
　平成23年度事業家育成塾を卒業し、育成塾を通
じて大竹さんの考えに賛同してくれた主婦の方２
人の力も借りて、今年７月にフルフラワーフォト
を主に開業予定。「軽い気持ちで参加しましたが、
踏み出せずにいた最後の１歩を踏み出せるきっか
けになりました。開業するにあたっての基礎、同
じ開業という夢を持つ仲間との出会いがあり、参
加をして本当によかったと思っています。」

創業・開業・企業支援プログラム  事業家育成塾

是非、ご参加・ご紹介ください！！平成24年度も開催予定！
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：習志野市谷津 5-4-9
TEL：047（477）0732
営業時間：９時 30 分～ 19 時
定休日：日曜日（5・10 月は無休）

株式会社金庄茶茶
ふるさと産品習志野市

こだわりの逸品

谷津バラ物語
「焼ドーナツ［薔薇・抹茶・シナモン］」
金額：１個　　　　　　　　　　160 円
　　　６個箱詰入（3 種各 2 個入）1,100 円
概要・製法・特色：油で揚げていない焼ドー
ナツ。食感はしっとりとしていて、「焼ドーナ
ツ　薔薇」にはローズリキュールや食用バラ
を使用し、香りも楽しめる商品です。抹茶・
シナモンと 3 色の彩りと味わいが楽しめます。

商品の金額・概要・特色

商工会議所 活用事例
事業家育成塾に参加し起業を実現

リヨン　ミエル

▲ おすすめはこの3種！（左上クロワッサン、
　 左下メロンパン、右チーズフォンデュパン）

◆起業に興味があるけど…　◆開業資金はどうすれば…
◆起業したけど伸び悩んでいる…　◆社長になりたい！

▲ 商品の
　 フルフラワーフォト
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問合せ

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
募  集

皆様方の現場で働く経験をさせてく
ださい　
平成 24 年 4月、市川市大野町（旧市川
北高校）に知的障害者の社会的・職業的
自立を目指した千葉県立特別支援学校市
川大野高等学園が開校しました。
職業に関する専門学科（4 学科 9コース）
を設置しています。
園芸技術・生活デザイン・工業技術・流
通サービス
〈実習パターン1〉
近隣の店舗や会社で体験実習
年間を通して定期的に実習（回数、時間は相談）
〈実習パターン２〉
店舗や会社で長期実習
6 月もしくは 10 月（初年度は 10 月のみ）
に 2 ～ 3 週間実習
※詳細はお問合せください。
　　　　千葉県立市川特別支援学校内
新設校準備室 ( 渡邉・松田 )
TEL：047（327）4155

　市内全域への新聞折込みを行う「商工習志野 7 月号」において PR 広告を
募集しています。スペースに限りがありますので、早めにお申込みください。

７月号は習志野市内全域に約６万部配布
市内へお店をPRしませんか？

1 行政書士による無料個別相談
日　時　6 月 15 日㈮　7 月 20 日㈮
　　　　13 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　無料［要予約］
2 無料発明相談会
日　時　 6 月 19 日㈫　7 月 17 日㈫
　　　　10 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　無料［要予約］
※ 1 件あたりの相談は 1 時間程度
3 個別金融相談「一日金融公庫」
日　時　6 月 21 日㈭　10 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　無料［要予約］
相談員　日本政策金融公庫船橋支店融資担当
4 5 名限定 ! 弥生会計入門セミナー
日　時　6 月 28 日㈭　10 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　会員：5,000 円　一般：7,000 円
5 IT 経営で仕事を変える！
小さな会社の利益を増やす IT 活用術
日　時　6 月 28 日㈭　17 時～ 19 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　会員：無料　一般：3,000 円
6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！
日　時　7 月 3 日㈫　13 時～ 17 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　会員：無料　一般：3,000 円
講　師　中小企業診断士　川村浩司 氏
　　　　税理士　　　　　蛭田昭史 氏
7 源泉税納付相談会
日　時　7 月 6 日㈮　10 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　無料
8 インターネットショップの売上の秘訣
日　時　7 月 6 日㈮　14 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所　
参加費　無料
講　師　楽天㈱　網川正利 氏
お申込み・お問い合わせは…
習志野商工会議所
TEL：047（452）6700
FAX：047（452）6744
※各セミナー・相談会等の詳細は同封のチラシ、　
　HPをご覧ください。

平成24･25年度入札参加資格随時
（追加）申請について
習志野市及び習志野市企業局が発注す
る建設工事、測量・コンサル、物品、委
託等の契約の入札に参加しようとする事
業者の方は、習志野市入札参加資格者
名簿への登載が必要です。平成 24・25
年度入札参加資格者名簿の随時（追加）
申請は、平成 25 年 3月 29日まで受付け
ています。

※以降の日程については、市 HP にてご
確認ください。名簿の有効期間は登載日か
ら平成 26 年 3月 31日までです。
※申請は、ちば電子調達システムの入札参
加資格申請システムにより電子申請を行っ
たあと、必要書類を千葉県電子自治体共
同運営協議会に提出していただきます。
提出先：〒260-0013　千葉市中央区中央
4-13-28　千葉県電子自治体共同運営協
議会（共同受付窓口）

子宮頸がん啓発キャンペーンセミナー
日　時　6 月 21 日㈭　16 時～ 17 時 30 分
場　所　習志野商工会議所
参加費　無料
主　催　アクサ生命㈱　船橋営業所
問合せ　TEL：047（433）4140

お知らせ 随時申請期間 名簿登載日
5月 16日～ 6月 15日 8月 1日
6月 18日～ 7月 13日 9月 1日
7月 17日～ 8月 15日 10月 1日

セミナー＆相談会

発行日　7 月 10 日㈫ 朝刊の新聞折込み
　　　　（多少前後する可能性があります。）
　　　　※市外の方は通常通り郵送させていただきます。
発行部数　約 60,000 部　　広告スペース　縦 13㎝×横 8.6㎝
募集コマ数　8 コマ　　料金　5 万円
原稿　イラストレーターや、Word 等でご入稿いただくほか、手書きや
　　　原稿、話し合いにより作成することも可能です。
申込み　同封のチラシにご記入いただき FAX でお申し込みください


