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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 ⑦

　千葉工業大学といえば、最近では、人に代わって原子
炉建屋内の調査や撮影などに活躍した“クインス”や、
原発での作業に特化した後継機として開発された“ロー
ズマリー”に代表されるロボット研究や、世界初の試み
として学生自らが製作した人工衛星を宇宙に打ち上げ、
鯨の生態観測を試みた“観太くんプロジェクト”など、
最先端の技術でメディアにも多く取り上げられていま
すが、我が国の私立工業大学では国内で最も長い歴史を
持った大学で、その前身は国策に沿って作られた“興亜
工業大学”にまで遡ります。

　メキシコで6月に開催された“ロボカップ世界大会”で、
本学の未来ロボティクス学科のチームが“世界一”の成
績を収めさせていただきました。
　ロボットに代表されるように“自由で創造性豊か”な
教育と研究が行われている大学として、メディアで紹介
していただく機会が多いのですが、今日に通じる校風は
“創立者の高邁な精神”が原点で、それが現在まで脈々と
受け継がれていることを実感しています。
　創立に携わられた方々が素晴らしかった。本学の建学
の精神・教育方針は、当時我が国を代表する哲学者の西田
幾多郎博士や思想家の徳富蘇峰氏が１年以上をかけて起
草したと記録にあります。
　また、本学開学のそもそもの発端は、内閣総理大臣も
務められた“東久邇宮（ひがしくにのみや）稔彦王”の希

　８月号からお届けしている会報リニューアル特集第
2弾“大学特集”の最後を飾っていただくのは、本年、創
立70周年を迎えられた「千葉工業大学」。
　1942年に創立した同大学が、当時の千葉郡津田沼町
への移転したのが1950年。“工大の煉瓦門”（鉄道第2
連隊営門、国の登録有形文化財）が市民から親しまれて
きた現在地への移転は、それから2年後のことでした。
　今回は、2008年、10年に相次いで２棟の20階建
て校舎を建設され、習志野市の新たなランドマークと
なった津田沼キャンパスに、“第12代学長”にご就任
なされたばかりの“小宮一仁”学長を訪ね、旧制大学と
して創立された同大学の建学の精神を踏まえた新たな
チャレンジなどについてお伺いしました。

※表紙の写真：千葉工業大学　津田沼キャンパス

創立者の高邁な精神が受け継がれ、
現在の自由で創造性豊かな校風が

▲ 工大の煉瓦門

望にあります。殿下は明治から大正にかけて、長くフラ
ンスに住んでおいでになられたため、海外の状況をよく
ご存じで、日本が最も注力しなければならないことは工
学系の教育であると、帰国後、本学の創設に大変なご尽
力をなされたとのことです。そういう意味でも本学は大
きな使命を背負っています。
　このことが、今日に至るまで脈々と受け継がれて、私
たちの誇りとなり、自由な環境の中で研究・教育を行う校
風が育まれ、それらが実を結んで、様々な分野で評価を
いただけているものと思っています。

　キーワードはグローバル社会です。建学の精神にも
謳われていますが、学長の方針としてもグローバルに
活躍できる人材、国際的視野を身につけた人材の育成
をしっかり行います。
　企業の皆さんは、当然のこととして受け入れてい
らっしゃると思いますが、グローバル化の最も重要な
要因は、“競争”です。グローバル社会では競争相手が
増え、競争がますます激しくなります。我々のような
教育、研究機関もこのことを強く意識しなければ生き
残れないと感じています。
　近年ゆとり教育が問題視され、学力にだけに目がい
きがちです。しかし、複雑に物事が関連し、猛スピード
でたくさんの情報が飛び交い、昔なら100年かかってい
たことが１年で変わってしまうような現代社会を生き
抜く人材を育成するためには、学力も大切ですが、自分
が、そして社会が置かれている状況を知り、自分が何を
すべきなのかということを考え、行動できるように教
育することが不可欠だと考えています。
　したがって、まず学生たちには国際社会や日本社会
の中で自分が進む道をしっかりと考えさせて、“グロー

グローバル化に対する学生の
モチベーションを高める教育環境
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バル化社会で生き抜くために学ぶ意欲”を高めること
が大切だと考え、そのための教育環境づくりに取り組
んでいます。

　もちろん、地域づくりや皆さんとの産学官連携事業
についても同様です。グローバル社会では企業と役所
そして大学が協力して成果物を形にして行くことが大
切です。そのためには、達成可能な目標を綿密につく
ることと、成果や進捗状況を客観的に評価することが
重要です。
　このことについては、外国に学ぶところが非常に大
きいと思います。私自身、欧州委員会の大規模プロジェ
クトに向こうで数年間携わった経験がありますが、毎
月成果や進捗状況が欧州議会の議員も含めた第三者機
関に評価されます。大変細かい評価が行われ、目標を
達成できないと判断されると、その時点でプロジェク
トは打ち切りです。大変シビアな対応ですが、このよ
うなシステムは日本も見習うべきだと思います。
　また目標達成のためには、様々な問題を協力して解
決して行くためのネットワークも不可欠です。その意
味でも私は、“産学官連携を通じて得られるネットワー
クに非常に期待”しています。現代社会の複雑化した
物事を解決する際には、色々な方のご意見を聞き、納得
をいただかなければ解決できない問題が往々にしてあ
りますが、そのようなときに、ネットワークの力に助け
られることが非常に多くあります。
　手前味噌になりますが、そういう点で本学は地域社
会や企業とのネットワークが広く、問題解決能力に非
常に長けているように思います。産学官連携の成果と
してご紹介できる受託研究がたくさんありますが、規

模は小から大まで様々です。大学としましても、企業
の要望に応えること、つまり問題を解決することは研
究成果につながりますし、特許取得や新製品開発に至
れば大きな社会貢献になります。
　今の時代、大学に高い敷居などはないと考えてくだ
さい。以前と違って、ベンチャーや中小企業からの共
同研究も多く寄せられるようになりました。窓口とし
ての“産学官融合センター”も開設していますので、ご
相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

　学長に就任させていただいて間もないですが、先生
や職員の方々の協力をいただいて、変えなくてはなら
ないことについては積極的に改革に取り組んでいま
す。その柱が、最先端の研究成果と融合した高度な専
門教育と豊かな教養教育です。グローバル社会を生き
抜く人間を育てるためには、この二つは不可欠です。
ここにも、伝統と実績に基づく本学のネットワークが
役立ちます。
　専門教育の話をしますと、私の専門の都市地下空間
建設の分野では、日本は世界一の技術水準を持ってお
り、技術は発展途上国だけではなく欧米先進国にも広
く輸出されています。家電品や自動車などが日本製品
として世界に輸出されていることは良くご存じだと思
いますが、皆さんがあまりご存じない分野でも、たくさ
んの優れた最先端技術が日本には存在しています。本
学が築いてきた産官学のネットワークを活用し、伝統
的な分野でも新しい分野でも、そうした最先端の技術
に実際に触れ学ばせることで、日本の未来を切り開こ
うというグローバルな学生を育て、社会に送り出すよ
うこれからも努力してまいります。

最先端の技術や研究成果を教育へ

▲ 千葉工業大学　小宮一仁 学長

産学官連携を通じて得られる
企業、地域社会とのネットワークに期待
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開催日　平成 24 年 9 月 25 日㈫
参加者　19 名
会　場　習志野商工会議所 3 階大会議室
　平成 24 年度第 2 回目となる第 100
回常議員会が開催されました。
　鈴木会頭が議長となり、規則の改正

及び平成 24 年度補正予算、常議員の選任、会員加入
について協議されたほか、商工会議所の立場からの新
市庁舎建設の基本構想に対する考えなどが協議され、
原案どおり承認されました。
　報告事項では、議員職務執行者の変更や、海外視察
及び中小企業振興強化月間について報告があったほ
か、旧クレストホテル（京成津田沼駅前）の 1 階部分
に 11 月に出店予定の「東武ストア津田沼」や、JR 津
田沼駅南口の開発に合わせて出店を予定している「奏
の杜ショッピングセンター（仮称：ベスタ津田沼）」
の出店計画について報告がありました。

開催日　平成 24 年 9 月 18 日㈫　　出席者　９名
会　場　習志野商工会議所　特別会議室
　東日本大震災の教訓から、災害などの緊急事態が発

生した際に、いち早く自社の事業を元の状態に復旧
できるよう、その手順などを組織的に計画・策定する
BCP（企業の緊急事態に対する備え）の普及について
協議。「災害時お役立てカード」の作成・配布や、専
門家を会員事業所へ派遣し、各企業の実態に応じた
BCP の作成支援を行うことなどが承認されました。こ
の他、近年行政書士や中小企業診断士など「士業（さ
むらいぎょう）」の入会が増えており、他の士業との
交流を望む声が多数寄せられていることを受け、「士
業ビジネス交流会」の実施について協議され、開催に
向けた取り組みを行うことが承認されました。また報
告事項では、東武ストア、ベルク出店に関する地域情
報や市役所一部移転に関し、報告が行われました。

　独立・開業に志望者を支援する「創業塾」（習志野
市コミュニティビジネス推進事業）が、9 月 23 日㈰（9
月 1 日㈯開講）に総勢 29 名の参加のもと全 4 日間の
講義を終了しました。
　講師陣は、経営コンサルタントの㈱ヘッドクォー
ター・山内英二郎氏をメインに、その他各分野専門家
だけでなく、当所の創業塾で学び起業した卒業生起業
家、企業実習先事業者など総勢 12 名で行われました。
　講義では、起業・創業に関する基礎知識から、儲か
る市場の選択と仕組みの立て方、経営に必要な「事業
家資質の習得」「開業３年後に飛躍を迎える事業計画
の策定」などについて学習し、参加者は活発な意見を
交わし合い新たなネットワークを育みました。

起業支援セミナー
「創業塾」講座が終了

第100回常議員会を開催
新市庁舎・大型店の進出などについて

BCP 普及と士
さむらい

業
ぎょう

ビジネ
ス交流会について協議
企業戦術委員会（増田彰司委員長）

▲ 講義の様子

▲ 第100回目となった常議員会
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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1.75％で１千五百万まで（９月28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。

10 月中旬
16 日㈫　企業防衛セミナー
　　　　（商工会議所会館　13 時 30 分～） 

10 月下旬
23 日㈫　代表者連絡会議（特別会議室　11 時～）

会社を “ やる気集団 ” に変えるリーダーシップとは
　　　　（商工会議所会館　15 時～）

11 月上旬
1 日㈭　サービス業部会役員会（特別会議室　14 時～）

10 月中旬

〜

11 月上旬

　近年、コミュニティビジネスなど創業の形態が多様
化する一方で、経済情報はかならずしも創業を後押し
する環境にはありません。しかしながら当所では、将
来の地域産業を担う創業・開業志望者の育成を経済活
性化の重点施策と位置付け、その支援に今後も力を注
いでまいります。

　9 月 8 日から 15 日（6 泊 8 日）の日程で、EU 連合の
経済・金融の中心地であり、かつ大都市制度や環境政策
を進めるドイツの視察が行われました（参加者 12 名）。 
　初日に訪問したのは、ドイツの表玄関であり、欧州
を代表する国際基幹（ハブ）空港をもつフランクフルト。
　この街は、欧州中央銀行が置かれるユーロ圏最大の
金融街であり、日々流動する世界経済を肌で感じる機
会となりました。ドイツ伝統技術の伝承を目的とした
国家資格制度（マイスター制度）の一つ「鍛鉄製装飾
看板」で有名なローテンブルグ
　２日目から 3 日目にかけては、河畔に豊かな自然と
古城を残すライン川や、ゴシック様式最大の建築物と
して知られるケルン大聖堂、を訪問し、現代ドイツを
形づくる歴史的・文化的な風土を学びました。
　4 日目は、工業立国ドイツの象徴である自動車産業に
おいて最も代表的な、メルセデス・ベンツが本社を構え
る産業都市シュッツトガルトを訪問し、その博物館では
自動車産業と工業技術の進歩が現代産業にいかに密接に
結び付き、影響を与えてきたかを実感させられました。
　5 日目は、中・小規模都市が独自の資産を後世に残

すための取組みについて調査するため、アウクスブ
ルク、フュッセンなどを訪問。
　なかでも世界遺産ノイシュバンシュタイン城の修
繕現場では、その威容と共に人の手による文化伝承
の意義について考えさせられました。
　6 日目は、ミュンヘンのトラム（路面電車）を中心
とした街づくりを視察しました。
　再生可能エネルギーなど環境に配慮した政策を進め
るドイツにあって、大都市圏を中心に導入が進められ
たトラムは、街中の渋滞緩和のみならず現代都市計画
と結びつき、都市に住む人々の生活に大きな影響を及
ぼしていました。
　今回の視察では、環境や技術伝承における各地の取
組みに多くの示唆に富むものがあり、経済政策面でも、
欧州全体が経済不安を抱えるなかにあって、一大経済
圏を牽引するドイツの力強さが印象に残るものでし
た。（団長　嶋崎利行／島崎熱処理㈱）

　　　　　　（ドイツ）
第24回海外経済視察報告

▲ ケルン大聖堂まえにて

▲ 企業実習の様子
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ザーといった社会的弱者と呼ばれる人々であることだ。
なぜ、こんなにも多くの社会的弱者と呼ばれる人々が集
まってきたのだろうか。その理由は、同社の大義、とり
わけその採用の姿勢・方針にある。つまり同社は、創業
間もない中小企業だったということもあるが、「真面目
に働きたい人、この指とまれ」方式で、来る人拒まずの姿
勢で社員を採用してきたのだ。
　創業後数年間、渡邉社長は求職者が持参した履歴書を
ほとんど見ずにあいさつや笑顔を含めた人間性で判断
したという。その結果、過去の経歴や障がいがあるとい
う理由で、働きたいけれど、その場所がなかった真面目
な人々が、同社に続々と採用されていったのだ。
　渡邉社長は、社員の中に障がいがある人がいるという
ことを、同社が社員とのコミュニケーションを持つため
頻繁に開催している懇親会（ノミュニケーション）の場
で、本人から初めて知らされたという。しかもその多く
は、すでに会社の主要な戦力だった。
　障がいがある人の生産性の高さや、社員が優しくなる
などの効果を実感した渡邉社長は、それならば、と06年
に堂々と５大雇用宣言をする。５大雇用とは、①ニート・
フリーター、②障がいがある人、③ワーキングプア、④
シニア、⑤引きこもり、である。こうした活動はさらに
進化し、現在はこれに加え、難民やホームレスなど20大
雇用宣言をしている。しかも同社は、2020年までに、障
がいがある人を1000人雇用し、月給を25万円支給する
と明文化している。
　こうして見ると、同社の快進撃の理由は「障がいがあ
る人の積極的な雇用」にあったといえる。
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

「弱き人々を雇用する
　　　『アイエスエフネット』」
　東京メトロの青山一丁目駅近くの高層ビルに「アイエ
スエフネット」という社名の人にやさしいIT企業があ
る。創業は今から12年前の2000年だが、現在の社員数
は2300、その拠点は、東京ばかりか全国各地、近年では
アジアの国々にも進出している。
　創業者であり現社長の渡邉幸義氏は、もともとは外資
系IT企業のエンジニアだったが、独立し、「雇用の創造と
人間尊重の経営」を大義に掲げて数人の仲間とスタート
した。近年、同社が注目されるゆえんは、創業後、わずか
十数年で社員数が2300を超える規模にまで急成長した
ことにもあるが、何より創業以来、一貫して掲げた大義
を軸に、愚直一途に経営道を邁進してきているからだ。
　特筆されるのは、社員のおよそ３割は、障がいがある
人やニート・フリーターだった人、あるいはシングルマ

　女性会は、習志野
商工会議所が商工会
だ っ た 昭 和 57 年 に
婦人部として発足し、
本年度で 30 周年を迎
えました。

　この記念すべき年に、女性会では式典等の記念行事
を予定しており、毎月行われている定例会では、その
開催に向けて綿密な協議が行われています。
　30 年の歴史の中で、会員相互の親睦と連携を図り、経営
知識と教養を深め、福祉増進に資すると共に、商工会議所
の組織強化に寄与することを目的に活動を行ってきました。
皆様のご参加をお待ちしています。
習志野商工会議所女性会事務局　TEL：047（452）6700

　当青年部が所属する千葉県商工会議所青年部
連合会の第３回役員会が、9月25日㈫に成田にて開
催されました。議題としては、第1区の研修事業や
千葉県青連のHP変更に伴い、内容の詳細や登録方
法など、協議事項は滞りなく終了しました。
　単会の活動としては、秋口に開催予定の婚活

パーティーの内容に関する詳細や関東ブロック大
会、全国会長研修会等の研修会について、参加者と工
程の詳細について協議がなされました。また、婚活パー
ティーについては申込状況が好調のため、募集人数の
増員も検討しています。
　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事務局　TEL：047（452）6700

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（９月28日現在）。無担保・無保証人］

たばこは市内で
買いましょう
「taspo（タスポ）」を
お持ちであれば、深
夜でも自動販売機でた
ばこをお買い求めいた
だけます。
未成年者の喫煙防止のた
め、皆様のご理解とご協力
をお願いします。

習志野たばこ組合

女性会通信青年部だより

▲記念行事に対する綿密な協議が行われる



　習志野商工会議所　2012.10.10

7

あ
の
店
・
こ
の
工
場

会員紹介

269
No.

since1971

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

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（９月28日現在）。無担保・無保証人］

　京成津田沼駅前ワイがや通りにある「らーめん　親
父の塩」。店名にもある通りメインは塩らーめんのお
店ですが、メニューは塩ラーメンだけではなく、トマ
トベースでピリ辛の赤塩らーめんや、9月からの新メ
ニュー「旨辛くらげ塩らーめん」は、特製のラー油、た
っぷりの山菜、メインにはくらげが丸ごとトッピング
されている、とても珍しいらーめんですが、ご主人お
すすめの逸品。
　和食出身のご主人が作る本格塩らーめん。ぜひお
試しください。

住　　所：習志野市津田沼 4-1-25 吉野ビル 103
代表者名：今村 德男さん　　
営業時間：11 時～ 14 時 30 分 18 時～ 23 時（日曜日は 22 時まで）
定休日：月曜日（祝祭日の場合は翌日火曜休み）

らーめん 親父の塩aroma room エツコ

住　　所：千葉市花見川区幕張本郷 6 丁目
代表者名：池田 悦子さん
TEL：080（4004）9151　　
定休日：月曜日　営業時間：10 時～ 12 時　14 時～ 21 時

　「きっと見つかる。わたしの香り。」お客様の状態に
合わせて本当に必要な香りを提供することを心掛け
ている池田さん。女性にはもちろんですが、仕事に疲
れた男性にもおすすめ。アロマキャンドル、ルームス
プレー、香水などを自分で作成するアロマクラフト教
室(60分お一人様2,000円)は、気軽に参加できます。
10月27日㈯15時より開催予定ですので、ぜひご参加
ください(要予約)。
　お疲れの方は、自分の香りを探しに行ってみてはい
かがでしょうか。

相続 企業再建 債務整理の

顧問先募集中（個人・会社）
初回法律相談料は無料

受付電話  047-471-5129土屋法律事務所
顧問料月額1,000円〜5,000円で、従業員も含め法律相談無料

船橋市前原西２-３２-５ 結城ビル４階
（ＪＲ津田沼駅徒歩５分）
弁護士　土　屋　寛　敏

ホームページ
津田沼 土屋法律事務所 検索

住所：習志野市津田沼 6-2-3
TEL：047（451）1618
営業時間：９時～ 19 時
定休日：金曜日

創菓旬彩　新月
ふるさと産品習志野市

こだわりの逸品

ならし野スイートポテト
金額：１個 150 円　６個入 1,000 円
概要・製法・特色
　地元の人々に愛される地産地消スイーツ
として誕生したスイートポテト。
　習志野産の紅東に生クリーム、バター、
バニラが香る焼き菓子で、薔薇の花をモチー
フに形作られました。

商品の金額・概要・特色

HP QRコード 地図QRコード
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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！

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

企業防衛セミナー
～金融円滑化法終了後、中小企業の資金
繰りはどうなるか？～
日　時　10月16日㈫　
　　　　13時30分～16時
場　所　習志野商工会議所　
講　師　帝国データバンク　高田秀明 氏
　　　　植草ドリームマネジメント
　　　　代表　植草進 氏
　　　　中央総合事務所　
　　　　代表　清水洋 氏
定　員　40名　　参加費　無料
会社を“やる気集団”に変えるリーダー
シップとは？
～「戦略行動型リーダー」のマネジメント術～
日　時　10月23日㈫　15時～17時
場　所　習志野商工会議所　
講　師　㈱千葉キャリ取締役　寺岡晟 氏
定　員　40名　　参加費　無料
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！
日　時　10月19日㈮　13時~16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　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。

相談員　千葉県行政書士会
　　　　葛南支部所属　行政書士
参加費　無料（要予約）
婚活パーティーin幕張
日　時　11月3日㈯　16時～18時30分
会　場　アパホテル＆リゾート
　　　　46階スカイバンケット

問合せ　千葉西税務署
　　　　源泉所得税担当（説明会関係）
　　　　TEL：043（274）2111
　　　　（内線222～223）
　　　　管理運営部門（用紙請求関係）
　　　　TEL：043（274）2111
　　　　（内線122～124）
日本政策金融公庫インターネットビジ
ネスマッチング
日本公庫のお客様にインターネットを通じ
て、販売先や原材料の仕入先の確保など
のビジネスチャンスを広げていただくため
の「場」をご提供するサービスです。本サ
イトを通じてお客様の商品・サービスなど
を全国規模でPRできます。
問合せ　㈱日本政策金融公庫インターネッ
　　　　トビジネスマッチング運営事務局
　　　　TEL：0570（666）505
　　　　（受付時間平日9時～17時）
　　　　https://match.jfc.go.jp/
10月から市役所本庁舎移転のお知らせ
市役所本庁舎は東日本大震災により被害
に遭い、被災後の耐震診断で、今後、震
度6強を超えるような大地震で倒壊、崩壊
する危険性があると診断されました。
そこで、新庁舎完成までの間、本庁舎機
能の一部を移転します。各部署移転先等
詳細については、習志野市役所HPより
ご確認ください。
http://www.city.narashino.chiba.
jp/index.html
津田沼食べ歩きイベントつだぬま～る
日　時　10月21日㈰～22日㈪
　　　　※参加時間は各店舗によります。
前売券　2,800円／4枚入
当日券　3,200円／4枚入
　　　　※その他詳細はお問合せください。
問合せ　つだぬま～る実行委員会
　　　　TEL：047（421）1777
谷津遊路商店街 秋まつり
ハロウィン・パレードをはじめ、アートフ
リーマーケットなどイベント盛り沢山。
谷津遊路から重大発表もあり！
日　時　10月27日㈯　12時～19時
　　　　※雨天の場合翌28日㈰開催
場　所　谷津遊路商店街
問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　TEL：047（451）3744

参加費　男性5,000円　女性3,000円
締　切　10月12日㈮
募集人数　男女各20名
　　　　（応募者が定員を超えた場合は抽選）
対　象　習志野商工会議所会員、市内

在勤、在住、または近隣市の未
婚者で年齢は26歳～45歳の方

申　込　習志野商工会議所
ビジネスの8割は集客で決まる！
フェイスブックを活用した最新集客セミナー
専門知識がなくても「OK！」
月6,000名の新規見込客を集めたノウハ
ウがつまっています。
日　時　11月22日㈭　16時～19時
場　所　習志野商工会議所
講　師　㈱アクティブパートナーズ代表
取締役　佐藤みきひろ 氏
定　員　50名
参加費　会員：無料　一般：3,000円
主　催　情報戦術委員会

「千葉県最低賃金」が平成24年10月
1日から時間額756円（従来の748円
から8円引上げ）に改正されました。
千葉県内の事業所で働くすべての労働者

（パート、アルバイト等を含む）及び、そ
の使用者に適用される地域別最低賃金

「千葉県最低賃金」が改正されました。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室

（043（221）2328）か最寄の労働基準
監督署へお問合せください。
24時間テレフォンサービス
TEL：043（221）4700
千葉労働局ホームページ
http://chiba-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/
年末調整等説明会開催のお知らせ
平成24年分の給与所得の年末調整の仕
方（税制改正を含む）並びに法定調書、給
与支払報告書の作成と提出についての事
務手続きに関する説明会を下記の日程に
て開催します。
開催日　11月14日㈬
　　　　用紙配布：13時～13時45分　
　　　　説明会：13時45分～16時
場　所　習志野市民会館ホール
　　　　習志野市本大久保3-8-20

募　集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

お知らせ


