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リニューアル記念インタビュー ⑧

　商工会議所には、関係業種の改善発達を目的とした
業種ごとの「部会」をはじめ、商工会議所の事業活動
や地域社会の重要事項について調査研究する「委員会」
ほか、多様化する商工会議所活動の一翼を担うととも
に、部員相互の交流・啓発や社会活力の増進、地域福
祉の向上への貢献を目的に活動する「青年部」や「女
性会」などが、常設機関として置かれています。
　会報リニューアル特集も今月から第 3 弾に入ります
が、このシリーズでは、皆様の商工会議所活動への参
加機会となる当所の主要な事業活動やコミュニティに
欠かせない商店会、生産・流通拠点として地域経済を
支える工業団地の活動紹介などを中心に、皆様の事業
と関係の深い活動を順次お知らせする予定です。

　トップに登場していただいたのは、会社において、
地域社会、そして、商工会議所においても次代を担う
青年の集いである「青年部」の皆さん。11 月 3 日㈯に
74 人参加の “ 婚活パーティー ” の開催という大役を果
たされたばかりの高橋正英会長はじめ、安西繁行副会
長、竹田光孝監事、藤井謙逸直前会長から、青年部活
動の意義や参加する楽しみなどについて伺いました。

高橋　第 2 回婚活パーティーお疲れ様でした。少子化・
晩婚化、そして会社の後継者不足などの社会問題の解
決に、青年部として微力ながらも貢献したいとの思い
で昨年から取り組んだ “ 婚活事業 ” ですが、お陰様で

※表紙の写真：青年部活動

社会問題としての少子化や晩婚化に
微力ながらお役に立ちたい

今年もたくさんのご参加をいただいて、昨年以上に和
やかな雰囲気の中で終えることができました。
安西　今年も募集定員以上にご応募いただいて、運営
上の都合から抽選で “74 人 ” に絞って実施せざるをえ
ませんでしたが、“12 組のカップル ” が成立しました。
昨年も連絡先を交換して、後日、互いの友人を誘い合っ
て、自分たちで出会いの機会を持ったという報告が
数件寄せられましたので、実際にはかなりの成果が上
がったと考えてもよいのではありませんか。
竹田　出会いの機会を提供している私たちからする
と、事業としては大成功ですね。婚活事業と街の活性
化の両面から、街中で行う “ 街コン ” の提案が定例会
でありましたが、対象エリアが広く、不特定多数が参
加するイベントになるため、管理問題の解決までに至
らず、まだ検討段階であり今後の課題ですね。
藤井　確かに街の賑わい創出にもなりますので、街コ
ンについては関心があります。ただし、少子化等の問
題は、社会的には将来にわたる重要な問題であり、我々
にとっては同世代、後輩たちが直面している “ 現実の
問題 ” でもありますし、商工会議所という看板を背負っ
て実施する “ 責任ある事業 ” ですから、実績を積み重
ねて、他の事例を研究しながら、将来の展開について
は堅実に進めたいというのが私たちの認識です。

高橋　習志野といえば、日本のソーセージ発祥地で
あるとか、会議所によるドイツパンのベルリーナ事

高 橋  正 英
三興ベンディング㈱ 取締役

青年部　会長

安 西  繁 行
㈱ナラデン 専務取締役

青年部　副会長

竹 田  光 孝
竹田税理士事務所

青年部　監事

藤 井  謙 逸
㈱藤商 代表取締役
青年部　直前会長

イベント創出による賑わいづくりや
高齢社会に対応した街づくりにも

▲ 大盛況の第2回婚活パーティー
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業など通じて、歴史面から特色を知る機会がありま
したが、最近は “ ラーメンの習志野 ” で有名になって
きました。マスコミが地域イメージを売り出してく
れていますので、青年部がブームの火付け役になっ
て、勝浦担担麺のように賑わいを形にすることも重
要な活動です。
竹田　B 級グルメのようなイベントも、青年部がもっ
と主体的な関わりを持つことができる分野ですね。
商工会議所を通じて、市内飲食店の協力と参加を得
て、開催のコンセプトが明確に伝わるイベントとし
て地元の方々に支持され定着し、周辺から人々が習
志野に訪れ、最終的に地域振興という目的が達成さ
れるようにするための “ 綿密なビジョン ” が必要にな
りますね。

安西　市民祭りの模擬店は、私の担当事業ですが、主
催者側として来場者に喜んでいただける価格での提供
を心掛けています。夢は、“ 青年部の味 ” を楽しみに
来ていただけるような味わいの特色ある商品ができ
て、街づくりに対するメンバーの “ 思い ” とともに “ 青
年部の味が継承 ” されていくことです。実践の継続が
B 級グルメの堅実な展開には必要なことです。
藤井　ご高齢者や障がいをお持ちの方々が笑顔で出
かけられる街づくりというコンセプトで “ バリアフ
リーガイド ” を発刊しましたね。事前調査では、商
工会議所青年部の依頼ということで、商店や大型店、
公共施設などに快くご協力をいただけました。婚活
事業でも会議所青年部が主催ということで、安心し
て参加して下さっていますが、“ 商工会議所という看

板 ” の信頼と重さを改めて知らされた思いです。これ
らの事業を通じて社会奉仕に携われた “ 商工会議所
の誇り ” を後輩たちに、ぜひ継承していただきたいと
願っています。

高橋　現在の青年部は社会奉仕型の事業が多いのです
が、ますます厳しくなる経済社会にあって、会社の継
続発展によって雇用維持や地域経済活性化への貢献を
可能とするためにも、経営能力の向上や経営者にふさ
わしい人間的な成長につながる “ 実践的なトレーニン
グ ” を実施しなければならないと考えています。
安西　青年部員には、士業の専門家が何名もいます
し、メンバーそれぞれが経営のプロとして目標に向
かっている人たちですから、それぞれが専門分野の
講師となった勉強会を行うことも大切ですね。互い
の知識や経験を “ 学び合う ” ことは、会社内では得ら
れない、また自分では決して体験できない “ 得難い経
験 ” をする機会になるのではありませんか。　
竹田　県青年部連合会で全国大会の運営に携わる機
会がありましたが、一つの目標に向かって、各地の
メンバーと団結して取り組んだことは大変な経験で
した。イベントには夢・想いを実現するための企画
から、段取り、予算・決算、問題の想定と対処、人
との折衝、事業 PR など、“ 経営のエキス ” がすべて
含まれていて、本業ではできない貴重な経験ができ
ますので、若いうちにイベントを担当することは、“ 経
営能力のため向上 ” には大切なことです。
藤井　JC（青年会議所）の理事長経験者が 4 人、現
役青年部員として所属しています。そういう価値観
を同じくする他団体との交流と連携、他地区青年部
員など同世代の異業種の人たちとの “ 交流から学ぶ ”
ことも大きいのですが、私たちは商工会議所の会員
でもありますので、会議所の事業に参加することで
多くの “ 先輩、親の世代 ” の方々からもたくさんの薫
陶をうける機会に恵まれ、大変勉強になっています。
高橋　青年部は、商工会議所の活力の源でなければな
りませんので、部長としてメンバーとともに心掛けて
いることは、学びの機会となる “ 交流機会 ” をたくさ
ん設けること、そして組織活動の基本となる “ 会員の
拡大 ” です。この対談が青年部活動へのご理解につな
がり、ご覧になられた社長さん方のご子息の入会の契
機になれば大変ありがたいことです。私たちも気軽に
参加できる環境づくりに取り組んでまいりますので、
よろしくお願いします。ありがとうございました。

ビジネススキルや経営者に求められる
資質向上事業にも取り組みたい

近年の主な青年部活動
▪習志野きらっと　グルメコーナー出店
▪「まるごみ10」
▪婚活パーティーin幕張浜2011
▪婚活パーティーin幕張浜2012

▲ 市民まつりにて塩焼きそば調理

▲ 熱く語り合う青年部員４名
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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

　各部会、委員会の代表
者にて構成される「代表
者連絡会議」が 10 月 23
日㈫に商工会議所会館に
おいて開催されました。
　はじめに各部会長、委員長から平成 24 年度後期の事
業計画について説明があり、異議なく承認されました。
　次に、部会員交流会についての説明があり、講演会
の講師については、委員の方々からいただいた意見を
参考に決定することとなりました。
　このほかに習志野市長及び県知事への要望について
事務局より説明があり、原案通り承認されました。

　10 月 10 日から 11 日（1 泊 2 日）に東日本大震災
東北被災地（宮古市、釜石市、陸前高田市）への視
察研修が行われました。
　参加した 15 名は、最初に宮古市内で最も被害の大
きかった田老地区を視察。参加者は堤防上部より被
災状況を確認、今回の津波が高さ 10m 以上の堤防を
超えて陸側全て冠水した様子を地元ガイドより説明
を受けました。
　浄土ヶ浜では遊覧船に乗り、津波によって破壊さ
れた防波堤を見学しました。
　2 日目は復興仮設商店街を訪問。店内の装飾は僅
かで商品が陳列されているだけの少し寂しい印象で
あったが、震災にも負けない東北の明るい事業者の
姿がありました。参加者全員が一日でも早い本当の
事業再開を願う気持ちでありました。
　最後に陸前高田市を訪問。瓦礫の大きな山と低層
部が崩壊したビルを僅かに残し、見わたす限りの更
地が広がり、かつてこの地に街があったことが信じ
られない様子が目の前に広がっていました。
　当日は月命日（10 月 11 日）であったため、陸前高
田市庁舎の献花台には多くの花が手向けられていて
おり、参加者一同も手を合わせました。
　今回の視察で、改めて仮設商店街や瓦礫処理の問
題など進まない復興状況を目の当たりにし、継続的

に被災地東北の支援を続けていかなければならない
こと、また、当市習志野において大規模災害に対し
て十分な備えをしなければならないことを再認識し
た視察研修となりました。

商業部会・街づくり戦術委員会主催
東北復興視察研修

　10 月 16 日㈫、総武カントリークラブ印旛コースにて、
第 24 回習志野商工会議所マスターズゴルフ大会が開催
され、気持ちの良い秋晴れのもとプレーを楽しみました。
　1 位の帯包さんに続き、2 位には古田憲一さん（ミロ
ク工芸）、3 位には鈴木正さん（㈱イワイ商会）が、女
性優勝者に新井ミエさん（新盛工業㈱）が輝きました。
　この大会は会員相互の親睦や交流を目的に毎年開催
していますので、皆さんお誘い合わせの上ぜひご参加
ください。

第 24 回マスターズゴルフ大会
帯包文雄さん（市議会議員）が初優勝！

▲見事１位に輝いた 帯包さん（左） 

▲ 同宮古市田老地区

代表者連絡会議を開催
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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（10月30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。

11 月中旬
10 日㈯　女性創業塾（大会議室　９時 30 分～ )
13 日㈫　女性会親睦パークゴルフ大会
　　　　（茜浜パークゴルフ場　9 時～）

　商業部会役員会（特別会議室　11 時～）

11 月下旬
16 日㈮　地域産業再発見「学生による工場見学会」
17 日㈯　女性創業塾（大会議室　９時 30 分～ )
18 日㈰　第 132 回日商簿記検定試験
22 日㈭　情報化推進セミナー（大会議室　16 時～）
25 日㈰　女性創業塾（大会議室　９時 30 分～ )
26 日㈪　ものづくり講演会（大会議室　16 時 30 分～）
27 日㈫　１日金融公庫（特別会議室　10 時～）
28 日㈬　士業ビジネス交流会（大会議室　18 時～）
29 日㈭　ビジネス商談会（船橋商工会議所）

12 月上旬
1 日㈯　女性創業塾（大会議室　９時 30 分～ )
2 日㈰　カラーコーディネーター検定

　　　　（大会議室　10 時～、13 時 30 分～）
　第５回先端ものづくりチャレンジ 2012 イン習志野

　　　　（モリシア津田沼・千葉工大　10 時～）

11 月中旬

〜

12 月上旬

　習志野商工会議所では会員事業所向けの融資制度
「メンバーズビジネスローン」を取り扱っています。
この融資制度は当所と市内金融機関の提携により実現
したもので、提携金融機関から優遇された条件で事業
資金の融資を受けることができます。事業資金の融資
をご利用の際には、習志野商工会議所会員事業所だけ
のメリットをぜひご活用ください。
　今回は、千葉銀行で取り扱っているローンの内容を
ご紹介します。

優遇内容　・ 金利優遇　通常年 3.25％～（※通常 0.5％優遇）

　　　　　・ 無担保、第三者保証人不要（代表者の保証のみ）

　　　　　・ ３営業日程度で早期回答
　　　　　・ 今まで融資取引がない方でも申込可能
　　　　　・ 最高３千万円まで融資可能
　　　　　・ 融資期間は最長５年
申込資格　・ 習志野商工会議所の会員であること
　　　　　・ 法人企業であること
申込方法　① 習志野商工会議所窓口で「習志野商工会
　　　　　　議所メンバーズビジネスローン会員確認
　　　　　　書」の発行をお申し出ください。
　　　　　② 窓口で会員確認書を発行します。
　　　　　③ 会員確認書を持参のうえ、千葉銀行各支
　　　　　　店にお申し込みください。
　　　　　④ 金融機関で審査のうえ、融資実行となり
　　　　　　ます。
お問合せ　習志野商工会議所中小企業支援室　
　　　　　TEL：047（452）6700

「会員企業向け優遇融資」制度
（無担保・無保証・金利優遇）
メンバーズビジネスローン

　当交流会は、若手士業の方々から、「他の士業との
積極的な交流の機会を商工会議所で提供していただき
たい」との要望を受け開催するものです。
日　時　11 月 28 日㈬　18 時～ 20 時
場　所　習志野商工会議所
内　容　自己ＰＲ、名刺交換、情報交換、他の士業と
　　　　の交流
対　象　会員士業者　　参加費　２,000 円
主　催　習志野商工会議所 企業経営戦術委員会
申込み　習志野商工会議所中小企業支援室
　　　　TEL：047（452）6700

★賞品提供企業一覧（順不同・敬称略）
朝日新聞習志野販売㈱／白鳥製薬㈱／三興ベンディング
㈱／㈱樋口製作所／キリン住宅㈱／ドコモショップ津田
沼店／㈱イワイ商会／京葉交通㈱／藤建㈱／京葉観光バ
ス㈱／㈱ビッグアイ／㈱ KONNOPRO ／東洋熱工業㈱
／フローライズミヤ／京葉フォークリフト㈲／㈱メッ
セエレクトリックサービス／㈱みたけ／メガネのアイ
キョー／㈲大久保園／銀座アスター食品㈱津田沼賓館／
サービス電機㈱／スマイルテック㈱／利根コカ・コーラ
ボトリング㈱船橋支店／㈱三代川運送／阿武松部屋／ア
クサ生命保険㈱／総武カントリークラブ印旛コース
ご提供ありがとうございました！！

「習志野商工会議所 士業ビ
ジネス交流会」参加者募集
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売している商品の大半が手づくりの自家製造商品とい
うことと、総菜部門の販売比率が一般の食品スーパーと
比較し、極めて高いことだ。ちなみに、さいちのおはぎ
を含む総菜部門の売上高比率は、一般の食品スーパーが
10％前後に対し、なんと50％強を占めている。
　総菜部門の中心は何といってもおはぎだ。「秋保おは
ぎ」の名称で売られているこのおはぎこそ、現専務が寝
る間も惜しみ、何カ月も試作を続け、とうとうつくり上
げた絶品なのだ。噂が噂を呼び、現在の１日の販売数量
は平均で約5000個、土・日・祝日は１万個以上、お彼岸の
時期には、何と２万個以上が売れるという。しかも、こ
ういう状態が既に20年以上も続いているのだ。
　昔ながらの田舎のおはぎだが、驚かされるのはあんこの
量で、正直、半端ではない。もとよりその味は抜群だ。気
になる値段はというと１個105円、しかも既に10年以上、
値段が上がっていない。その理由は、どんなに原材料価格
が上がっても、不景気で地元のお客さまの収入が増えない
うちは値上げしないというのが、さいちの鉄則だからだ。
また、商品には化学調味料や添加物を一切使用していない
ため、おはぎの賞味期限は当日限りとなっている。
　佐藤さんは、「私は秋保のまちで生まれて、この土地
の人に育てられ、土地の皆さんに支えられながら、この
土地で商売をしてきました。口コミでさいちの評判を
外に広げてくださったのは地元の方々です。だから、こ
れからも商売を通じて、地域の人にご恩返しをし続けた
い」と言う。そこには規模を拡大したり、より業績を高
めたいといった考えは毛頭ない。この経営姿勢こそが、
さいちの快進撃の秘訣（ひけつ）なのだ。
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

「地域の人への恩返しを続ける『さいち』」
　宮城県仙台市の中心部から車で40分ほど走った秋保
温泉入口に、小さな食品スーパーマーケットがある。こ
の店こそ、日本で一番おはぎを売る店「さいち」だ。
　創業は古く今からおよそ140年前だが、今日の業態に
なったのは、今から約40年前。その頃から、仙台駅周辺
や郊外に、続々と大手のスーパーやショッピングセン
ターが立地・集積していった。このままではつぶれると
危機意識を募らせた現社長の佐藤啓二さんと現専務の
奥さんが、さまざまなセミナーや評価の高い食品スー
パーなどを視察する中、業態改革や他店との差別化経営
にチャレンジしていったのだ。
　努力と苦労が実り、現在、売場面積は260㎡（約80坪弱）
しかない小さなスーパーだが、従業員は正社員が15人、
ほかに２交代のパート・アルバイトが約40人の計55人、
年商は約６億円にまで成長発展している。
　さいちの特徴は多々あるが、代表的なのは、同店で販

　 女 性 会 で は、11
月 4 日㈰に新習志野
駅前商店会主催のフ
リーマーケットに出
店を行いました。
　毎年 11 月と 5 月

の出店で、環境保護の観点から会員が持ち寄ったリサ
イクル品の販売を行い、これによって得た収益金を事
業費に活用しています。
　女性会では、このほかにも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４回３区総務広報委員会が、10月16日㈫に
習志野商工会議所にて開催され、次年度の県青連役
員として、当青年部　中村浩一氏が副会長に推薦さ
れました。
　また、10月26日㈮～27日㈯に関東ブロック大会　

石岡大会が開催され、会長を含めた３名参加し、石岡の
街並みや物産展など、工夫を凝らした運営体制を視察し
ました。最終日の大懇親会では、次年度の関東ブロック
大会開催地である八千代YEGのPRを行い、千葉県全体
が協力し、より良い大会にすることを力強くPR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（10月30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

青年部だより 女性会通信



　習志野商工会議所　2012.11.10

7

あ
の
店
・
こ
の
工
場

会員紹介

270
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（10月30日現在）。無担保・無保証人］

　当所の事業「事業家育成塾」の卒業生でもある本多さん。
　経営で最も重要な“人”について徹底的にこだわり、
五感全てを使った、膝を突き合わせた面談・率直なア
ドバイス、地域密着がモットー。
　「会えば安心して頂けるし、何より100%状況が伝
えられるからすぐに力を貸せると思い、地域密着にこ
だわります。」と熱く語ります。
　即対応・即サービスを心掛けるため近隣４市（習志
野・船橋・鎌ヶ谷・八千代）の事業所に限定して活動し
ています。

住　　所：習志野市津田沼 7-12-30-502
代表者名：本多 永享さん（ホンダ ノリユキ）　　
TEL：047（455）3772　FAX：047（452）7307
Mail：namoyumi@bd6.so-net.ne.jp　営業時間：9 時～ 18 時

本多永享社会保険労務士事務所メモリーズ

住　　所：習志野市袖ヶ浦 3-5-2-103
代表者名：古山 勝一さん（フルヤマ カツイチ）
TEL：047（454）0790　FAX：047（405）9035
定休日：日曜日・祝日　　営業時間：10 時～ 19 時

　袖ヶ浦ショッピングセンター内に店舗を構え、写真
現像、印刷、広告媒体の販売を行っています。
　現在一押しの商品は、薄さ0.3mmで光る「エルトッ
プ発行シート」。シート状の構造で発光し、手書きの
ポスターもセロテープ等で簡単に貼ることができ、光
る看板としては従来不可能だった場所へ貼り付けが
可能。また、熱、紫外線を出さないのでデリケートな
商品のディスプレイも可能。販売はもちろん、レンタ
ル（１日～）もありますので、看板等でお困りの方は、
一度お試しください。

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

地図QRコード 地図QRコード

　前年度は法人か
ら個人への変更が
あり、確定申告の処
理に頭を抱えてい
ました。仕事の片手
間、書類を作成しているので不明な点が多く、とて
も困っていました。
　別の件で商工会議所の職員さんが訪問された時
に無料で申告書作成の相談に乗ってくれると聞
き、早速翌日に商工会議所へ行き、その場で手取り
足取り教えてもらい、とてもスムーズに申請書を
作成することが出来ました。今年は安心して確定
申告の時期を迎えることができそうです。
ご相談は、習志野商工会議所　中小企業支援室まで
TEL：047（452）6700

　船橋市前原商店会・津田沼一丁目商店会・津田沼南
商店会が中心となり行われた食べ歩きイベント「つだ
ぬま～る 3rd」が、10 月 21 日㈰～ 22 日㈪の 2 日間開
催されました。前売、当日販売を合わせて 4 枚綴りの
チケット 1,250 部（1 枚 700 円相当）が販売され、昨
年以上の盛り上がりを見せました。また今年は、駅連
絡通路でのミニライブの開催や飲食店以外の店舗の参
加など、新たな企画も大変好評でした。

確定申告相談
【丸治酒店 田久保さん】

商工会議所 活用事例　　知る！見る！食べる！
つだぬま～る3rdが大盛況！

参加66店
（内飲食店以外4店舗）
チケット売上

（1枚700円相当）綴り4枚
約1,250枚

▲店頭に張り出される
　チケットメニュー
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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

環境セミナー
～エコアクション21に取組もう～
日　時　11月16日㈮
　　　　13時30分～16時50分
場　所　八千代商工会議所
内　容　経営に役立つエコアクション21
　　　　の取組み、事例紹介 他
講　師　環境カウンセラー千葉県協議会
　　　　宮田勉 氏、有馬富穂 氏 他      
定　員　70名　　参加費　無料
共　催　習志野・八千代商工会議所
行政書士による無料個別相談
日　時　11月16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　千葉県行政書士会所属 行政書士
相談料　無料（要予約）
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。
日　時　11月20日㈫、12月18日㈫
　　　　10時~16時
　　　　※1件の相談時間は1時間程度
場　所　習志野商工会議所
相談料　無料（要予約）
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

内　容　弥生会計の導入設定から、日々
　　　　の帳簿入力、決算書の作成まで
　　　　を学習
講　師　ナビパソコンスクール
参加費　会員5,000円、一般7,000円
公開「経営・起業セミナー」
日　時　12月8日㈯　13時30分～17時
場　所　習志野商工会議所
内　容　第1部
　　　　「成功する経営者への第一歩」
　　　　講師　山内英二郎 氏
　　　　（経営コンサルタント）
　　　　第2部
　　　　「会計を経営に

活かすことの重要性」
　　　　講師　小坂雄二 氏
　　　　（中小企業診断士）
定　員　60名
参加費　無料（交流会参加者は2,000円※予定）
習志野市内全域へ事業PRをしませんか？
　市内全域への新聞折込みを行う「商工
習志野1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
でお早めにお申込みください。
発行日　1月10日㈭（多少前後の可能性あり）
　　　　※市外の方は郵送となります。
料　金　5万円／1コマ
申込み　その他詳細、お申込みについて
　　　　は同封のチラシをご覧ください。
2013年版ビジネスノート配布開始
　書き込みダイアリー、実用ガイド、金融
制度、共済制度、経営安定に関する情報
ほか様々な用途で毎年ご好評いただいて
います、ビジネスノートの2013年版が配
布開始となりました。ご希望の方は同封
のチラシからお申込みください。
※１事業所１冊までとなります。

工業統計調査へのご回答を
　工業の実態を明らかにするため、製造業
を営む事業所を対象として、12月31日現
在で、工業統計調査を実施します。調査員
がお伺いしますのでご回答をお願いします。
対　　象　製造業を営む事業所
調査内容　従業者数、製造品出荷額、在
　　　　　庫額、原材料使用額など
問合せ先　千葉県総合企画部統計課
　　　　　TEL：043（223）2226

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
ものづくりと私の人生
～技術と理念の伝承～
日　時　11月26日㈪　16時30分～18時
場　所　習志野商工会議所
内　容　オリンピックのメダルを独占した
　　　　“魔法の砲丸”職人が語る技術
　　　　と経営について
講　師　㈲辻谷工業　代表取締役
　　　　辻谷政久 氏
定　員　60名　　参加費　無料
個別金融相談会「一日金融公庫」
日　時　11月27日㈫　10時～16時
場　所　習志野商工会議所
参加費　無料（要事前予約）
相談員　日本政策金融公庫船橋支店融資
　　　　担当者
千葉県弁護士会主催

「無料法律相談会」
日　時　12月1日㈯　 10時~16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　売掛金の回収、銀行・消費者金融
　　　　からの借入、住宅ローン、クレー
　　　　ム、離婚、交通事故等に関する
　　　　相談
相談員　千葉県弁護士会所属　弁護士
参加費　無料（相談時間1時間、要予約）
申込先　千葉県弁護士会
　　　　TEL：043（227）8431　　
実践クラウドコンピューティング
～中小企業のクラウド活用術～
日　時　12月4日㈫　14時~16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　クラウドって何？ 利用すると
　　　　何ができるの？ 中小企業での
　　　　導入事例など
講　師　オフィス･ゴーフォース　
　　　　代表　 関根利彦 氏
参加費　無料
問合せ　（公財）千葉県産業振興センター
　　　　経営支援部　活性化支援室
　　　　TEL：043（299）1078
弥生会計セミナー
日　時　12月７日㈮　10時~16時
場　所　習志野商工会議所

募　集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

お知らせ


