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〜未来への絆〜

※表紙の写真：習志野ベンチャー NETS 事業（ロボットコンテスト・農業視察）

鬼澤さん：私は、中小企業の皆さんの IT 導入のお手
伝いをする「IT コーディネーター」という仕事をして
います。この会を通じて、違う業種の方の考えをたく
さん聞くことができ、非常に仕事に役立っています。
　また、あまり肩肘張らずに気軽な雰囲気で参加しや
すいというのも魅力だと思います。新たな分野への事
業展開には好奇心、向上心が必要で、その両方を満た
してくれるのがこの異業種交流ではないでしょうか。
中塚さん：私の会社も製造業です。主に光学を応用した
治工具や検査機の製造をメインに手掛けています。製造
業という職種柄、普段は工場の中で作業をすることが多
いのですが、ベンチャー NETS に入会後は、外に出る機
会も増えました。そして、様々な業種の方と交流を深め
ていくことがとても大切なことだと感じるようになりま
した。入会してまだ日は浅いですが、いろいろと学ぶこ
とも多く、今後はそういった出会いを業務上のプラスに
なるように広げていきたいと思っています。

日下さん：習志野市が世界に誇るロボット技術の集積
を地域の産業発展に結びつけようと、商工会議所と千
葉工業大学が取り組んでいる「先端ものづくりチャレ
ンジ・イン・習志野」に、ベンチャー NETS は主体と
なって参加しています。昨年 12 月で５回目の開催を迎
え、「ロボット競技」「ロボットキット製作」「こども絵
画コンテスト」など、多くの方に参加いただきました。
　特に、自分の思い描いたロボットを絵にする「こど
も絵画コンテスト」では、小学生が製造業を身近に感じ、
興味を持つきっかけになればと考えています。
中塚さん：小学生から大学生の皆さんがイベントに参
加することを通じて、理系分野に興味を持ち、普段関
わりのない業種に接してもらえるいい機会だと感じて
います。まずは発想する楽しさを覚えることによって、
興味を持つことができると思いますから、今すぐにで
はなくても、５年後 10 年後に地元の子供たちが、も
のづくりの分野で活躍している。このロボットイベン
トがその入り口になったらいいですね。
金野さん：このイベントには、「ロボットコンテスト」
という、ロボットが全く人の操作によらずに、ロボット
自ら 3 色のボールの色や置かれた場所を判断して指定さ

　目まぐるしく変化する社会経済に対応するために、
互いの経営資源の交流を通じて、異なる業界とのつな
がりの中から、自社にない新たな可能性を模索する企
業が増えてきています。
　そのような中、商工業の振興や地域活性化を目指す
習志野商工会議所では、習志野市が有する企業や大学
の潜在的可能性を最大限に活用できる環境を整えるた
めに、習志野市から受託して、産学官の人的ネットワー
クによる地域活動拠点（産学官連携プラットホーム）
を設けています。
　「継承 ～未来への絆～」をテーマとする連載の最後
に登場していただくのは、習志野商工会議所の異業種
交流団体「習志野ベンチャー NETS（ネッツ）」の皆さ
ん。日下敏昭 会長をはじめ、鬼澤健八 副会長、メンバー
の金野充さん、中塚善久さんから、異業種交流の魅力
や現在取り組んでいる事業についてお話を伺いました。

金野さん：私の会社は、精密機械の製造業です。習志
野商工会議所では、以前から異業種交流としての取り
組みはありましたが、今の「ベンチャー NETS（ネッ
ツ）」は、その流れを受け継ぎつつ、2000 年（平成 12
年）に商工会議所が策定した市内商工業の振興計画「ア
クションプログラム」の重点プランで、企業間や大学、
公設研究機関とのダイナミックな交流拠点の創設を目
的に立ち上げ、私が初代会長を務めさせていただきま
した。現在は、普段あまり接することのない業種の方々
との交流をメインに、人との繋がりや新しいアイデア
など、新たな事業展開のヒントを見い出す会として活
動を続けています。
日下さん：私の会社は、主に医療機械や半導体製造装
置部品などを手掛ける製造業です。この会には金野さ
んの紹介で入会し、２年前から会長をさせていただい
ています。この会は、単なる新製品の共同開発だけで
はなく、メンバー間の人的交流による経営力の強化に
も力を入れていきたいと思っています。定例会にブレ
インストーミングを取り入れ普段思いつかないアイデ
アが頻繁に飛び出してくるような、異業種の集まりだ
からこそできる会にしていきたいです。

▲ 小さな子も夢中でコンテストを見学

異業種交流座談会（習志野ベンチャーNETS）

人と会い、好奇心と向上心を
養えるのが異業種交流の魅力

子供たちに発想する楽しさを
知ってもらいたい
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れた色のゴールに運ぶ競技がありますが、毎回コンテ
ストが始まると多くの子供たちが会場を取り囲み、興
味をもって見ています。大学生が一所懸命作ったロ
ボットを楽しそうに見ている子供たちの顔を見ている
と、ずいぶん若い世代へ浸透してきたなと感じます。
鬼澤さん：この大会に習志野ベンチャー NETS として
参加するのも面白いですし、一般企業の社員がチャレ
ンジの場として参加するのも面白いですよね。私は毎
年フェイスブックで大会の様子を発信していますが、
他県の方からも関心を得ています。企業や大学が連携
して、この大会をもっといろいろなところに発信して
いけば盛り上がるのではないでしょうか。習志野発で
大きな話題を呼べるかもしれないですよね。

日下さん：現在、農商工連携事業の一環として、中塚
さんを中心に “ 栗の皮むき機 ” を開発中です。まだ開
発中で詳しいことはお話しできませんが、うまく商
品化できればいいなと思っています。国産の栗のほと
んどが、海外でしかも手作業で皮むきをして、また日
本に戻ってきて売られているそうです。それをすべて
自分たちで出来ないだろうかというのが取りかかった
きっかけです。
中塚さん：大学と連携を図り、ハイスピードカメラで
撮影して頂くなど、試行錯誤を重ねながら機械の設計
をしています。現在は試験品段階までです。量産品と

して安価で市場に出すまでには、まだまだ課題があり
ますが、そのために協力して下さる栗農家の人たちも
期待してくれていますし、完成させなければならない
というプレッシャーはありますが、それ以上のやりが
いを感じています。
鬼澤さん：我々は、製造や商品開発、マーケティング
など異なる分野の専門家の集まりですから、それぞれ
が活躍できる場がくると思いますので、商品として出
来上がってくれば、販売方法や PR 方法など、次のス
テージへはスムーズに展開できると考えています。そ
う考えると、とても楽しみな事業です。
金野さん：現状では、どうしても製造業の方を中心に
活動していますが、この先は、販路開拓など皆で力を
合わせていかなければ出来ません。あくまでも異業種
交流ですから、参加メンバーの信頼関係を築き、交流
を深めていく中で、時間をかけながら実質的成果を得
られるよう取り組んでいけばいいと思います。
日下さん：この対談が、習志野商工会議所の「習志野
ベンチャー NETS」を知っていただき、様々な業種の方
に入会していただける機会になれば大変うれしいことで
す。そうすれば、ますます充実した活動ができ、参加メ
ンバー間の交流もより一層深まることと思います。
　本日はありがとうございました。

▲ 栗の皮むき機試作品発表会

新商品開発で習志野発の名品を

㈱日下製作所
代表取締役　日下 敏昭さん

㈱キズクリ設計事務所
代表取締役　中塚 善久さん

㈱KONNOPRO
代表取締役　金野 充さん

おにざわIT経営支援オフィス
鬼澤 健八さん

習志野ベンチャーNETS在籍メンバー
No. 事 業 所 名 氏　　名 業 種
1 知的障害者授産施設あかね園 松 尾 　  公 平 サービス業

2 ㈲ゼルコヴァプラニング 小 野 里 　  宏 サービス業

3 スタジオ・イワノ 岩 野 　  英 穂 サービス業

4 ㈲サクライ工芸 櫻 井 　  　 操 製 造 業

5 門野久雄税理士事務所 門 野 　  久 雄 税 理 士

6 高 橋 　  義 幸 診 断 士

7 川村中小企業診断士事務所 川 村 　  浩 司 診 断 士

8 行政書士瀬戸川法務事務所 瀬 戸 川  加 代 行 政 書 士

9 ㈱小俣製作所 小 俣 　  俊 之 製 造 業

10 コメット工業㈱ 畑 堀 　  智 宏 製 造 業

▪入会等のお問合せ：習志野商工会議所　担当：飯塚
 TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744

会　長 副会長

（敬称略）



▲ 日本銀行調査統計局企画役　大野修一氏
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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

　２月 26 日㈫、商工会議所会館において、第 101 回
常議員会を開催しました。
　鈴木会頭の挨拶に続き、来月の通常議員総会提出議
案となる「平成 25 年度事業計画及び収支予算」を中
心に、習志野市新庁舎建設に対する要望・提言、異動
に伴う常議員の選任（千葉銀行津田沼支店　（旧）黒
子高志支店長→（新）小川光浩支店長）ほか全 5議案
について可決承認されました。

　２月 26 日㈫、商工会議所会館において、日本銀行調
査統計局「大野修一」企画役との意見交換会を開催しま
した。
　意見交換会には、正副会頭をはじめ、各部会（商業、
工業、サービス業、建設業）から代表 2 名が出席し、
業界別地域経済の現状や課題、解決のための取り組み
等、現場の生の声を企画役に伝え、デフレから早期脱
却と持続的経済成長の実現に向けた政策に関する要望
を行いました。
　この意見交換会での内容は、各地商工会議所の意見と
ともに、日本銀行の金融政策に反映されます。

　市庁舎建設におけ
る地元企業の参入、
機会の創出や質の高
い地方自治に必要で
ある機能を備えた庁
舎とすることを求め
た「習志野市新市庁
舎建設に対する要望・
提言」が２月 26 日㈫
に開催の常議員会で承認され、27 日㈬に宮本市長を訪
れ、鈴木会頭より要望書を直接手渡しました。

　サービス業部会（部会長：布施國雄氏）では、２
月 15 日㈮に船橋商工会議所で、船橋・八千代・浦
安商工会議所との共催でビジネス交流会を開催しま
した。
　第 1 部では参加各事業所が事業ＰＲを行い、そこで
参加者の中から交流をしたい事業所を見つけ、第 2 部
の交流・懇談会で製品の展示などを行いながら、その
事業所と交流を交わし、商談やビジネスに関する情報
交換などで活発な交流が行われました。
　毎回、新しいビジネスパートナーと知り合う機会と
して大変好評をえています。
　サービス業部会ではこのほかにも「ビジネス商談会」
や「ハイキング会」など、「交流」をテーマとした事
業を開催していますのでぜひご参加ください。

　工業部会（部会長：樋口惠己氏）は、第 7回工場見学
会を２月７日㈭に実施し、船橋市の㈱日下製作所と㈱森
精機製作所千葉事業所を訪問しました。（参加者 24名）
　㈱日下製作所は経営革新計画適用工場の承認を受け

ビジネス交流会を開催

第101回常議員会を開催 新市庁舎建設に対する要望書
を市長へ提出

日本銀行との意見交換会を開催

習志野市新庁舎建設に対する要望・
提言等について協議

～企業の支援、景気回復に
　　　　　　関する金融政策要望～

　　　　　　　　60事業所がエントリーサービス業部会

第７回工場見学会を実施
工業部会

▲ 市長に要望を手渡す鈴木会頭 
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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。

るなど業務改善に積極的に取り組んでおり、当日は得
意とする高精度複合加工技術や生産体制改善活動等に
ついて説明を受けました。
　次に訪問した㈱森精機製作所千葉事業所では、５S
や作業内容の視覚化、最新の在庫管理システムなど、
収益改善の取り組みを随所に見ることがきました。
　視察後は千葉工業大学工学部機械サイエンス学科・
松井准教授による研究室紹介と全体の意見交換会が行
われ、参加者から積極的な質問が投げかけられるなど
大変有意義な見学会となりました。工業部会では、も
のづくり企業の活性化を図る事業を、今後も積極的に
展開していきます。

　工業部会（部会長：樋口惠己氏）では、習志野市と
共催で「電力危機に打勝つ省エネのツボ」と題したセ
ミナーを２月８日㈮に開催しました。　
　当日は、第１部・講師の土本 裕 氏（習志野市地球
温暖化対策推進事業者協議会会長／習和産業㈱）から、
電力の値上げに打ち勝つ省エネ対策、創エネ、蓄エネ、
電力契約方法などスマートな電力との付合い方の提案
が、第２部・講師の千葉工業大学工学部機械サイエン
ス学科　井上 泰志 教授から、最新の省エネ素材の研
究報告等が行われ、参加者した 58 名は、それぞれの
立場で行える実践方法について思いを巡らせる機会と
なりました。

　２月 25 日㈪、商工会議所会館
において、街づくり研修会（街づ
くり戦術委員会：佐々木秀夫委員
長）を開催しました。
　今回は、㈱リンクスポーツエン
ターテインメント代表取締役の山
谷拓志氏を講師に、プロスポーツを通じた地域の活性
化についてお話を伺いました。山谷氏は宇都宮のプロ

バスケットチーム「リンク栃木ブレックス」を日本一
に導き、地元経済の活性化に大きく貢献したスポーツ
チーム経営のプロです。
　当委員会では今後も、スポーツがもたらす経済効果
や習志野市における可能性について検討していきます

　３月 26 日㈫に開催する通常議員総会終了後に、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。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
事を目的としております。ぜひ、お誘い合わせのう
えご参加ください。
日　　時　３月 26 日㈫　17 時 15 分～ 18 時 45 分
　　　　　（受付：16 時 45 分～）
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　
※会場の広さの関係上、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、３月 19 日㈫までにお願いい
　たします。
習志野商工会議所　経営室
TEL： 047（452）6700　FAX： 047（452）6744

習志野商工会議所役員議員・
会員交流会参加者募集

スポーツのもつ可能性と街づ
くり研修会を開催

環境・省エネセミナーを開催
工業部会

街づくり戦術委員会
異動に伴う議員変更のお知らせ

 3 号常議員
㈱千葉銀行津田沼支店
支店長　小川 光浩さん

 1 号議員
㈱ジオ・アカマツ
モリシア津田沼マネジメントセンター
館長　原田 克治さん
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ナー」としている。これは、「高額な眼鏡は、少々の故
障で新品に買い替えることはありません」というメッ
セージである。いつぞや金井社長から心温まる良い
話を聞いた。「新しい眼鏡の購入に来たお客さまに対
し、『修理すれば十分使えますから』と、わざわざ修理
コーナーに案内し、無料で修理をしました」と言う。
　もう一つの社会貢献活動も賞賛に値する。「困って
いる人は、自分たちのできる限り助けてあげたい」を
経営の原点に、同社ではさまざまな社会貢献活動を
している。その一つが、30年前から行っている海外
難民への眼鏡の無償提供だ。これまでにタイ、ネパー
ル、アルメニア、そしてアゼルバイジャンなどに社員
とともに出掛け、提供した新品眼鏡は12万本を超え
るという。
　しかも、それを無作為に配るのではなく、ボラン
ティアで参加した社員とともに、一人一人の視力を
測定し、最適品を選んでもらうというきめの細かさ
である。さらに、昭和62年からは、肉親探しのため日
本を訪れた中国残留日本人孤児のために、宿舎に出
向き視力の確認をし、眼鏡を寄贈し続けている。こ
れまでに寄贈した眼鏡は900本を越えるという。富
士メガネの繁盛の秘訣（ひけつ）の一つは、こうした
熱心な社会貢献活動にあると言える。
　ある中国残留日本人孤児からの感謝の手紙の一文
を紹介する。「祖国はわれわれを見捨てなかった。眼
鏡は日本でもらったお土産の中で一番うれしかった」

「花や木がこんなにも美しいとは知りませんでした」
法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本　光司

　北海道札幌市に「富士メガネ」という社名の眼鏡な
どの小売店がある。現社長の金井昭雄さんの父・武雄
さんが昭和14年に樺太で個人商店として創業し、そ
の後、終戦により北海道に命からがら引き揚げ、21年
に現在地で再創業している。

「奉仕を先に利を後に」という、利他の経営が次第に
顧客に評価されていき、今や社員総数は524人、売上
高は77億円、そして店舗数も札幌・狸小路の本店をは
じめ、北海道内や東北・関東地区に計69を有する企業
にまで成長・発展している。
　同社のこの間の成長・発展や好業績の要因は多々
あるが、特筆すべきは、その顧客本位のサービスや、
すでに30年前から黙々と実施している社会貢献活動
が、顧客の心を捉えてきたためと思われる。
　サービスでは、例えば、同社は小売店でありなが
ら、美しい１階の売り場の中央部は、あえて「修理コー

時代の風
を読む

第 19 回チャリティダンスパーティーを開催
　 ―近隣の社交ダンス愛好家が多数参加―
　１月 30 日㈯、商工会議所会館で女性会のチャ
リティダンスパーティーを開催しました。
　女性会では、毎年チャリティー事業で得た収益
金の一部を市内福祉に寄付するなどの貢献を行っ

ており、今後もこのような福祉事業を開催する予定です。

　　　　　 　親睦・自己研鑽・地域交流・福祉活動そ
れが女性会の活動です
習志野商工会議所女性会事務局　TEL：047（452）6700

　定例会が２月21日㈭に開催され、４月の全国
大会（沖縄大会）や次年度の事業計画、活動方針を
協議しました。
　また、千葉県商工会議所青年部連合会の３区委
員会が、２月19日㈫に佐倉商工会議所で開催され、
第５回の役員会報告と関東ブロック大会（八千代

YEG主催）の議題を中心に協議。今年度最後となる会
議終了後の懇親会は、委員長の高橋氏を労い、次年度
委員長の習志野YEG中村浩一氏への引き継ぎと激励
を行いました。
習志野商工会議所青年部事務局　TEL：047（452）6700

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

マルケイ融資をご利用ください［年利1.65％で１千五百万まで（３月４日現在）。無担保・無保証人］
マル経融資とは、小規模企業の方が商工会議所の経営指導を経て、融資申込みをする「無担保・無保証・低利」の国の制度です！

「難民を支援し続ける『富士メガネ』」

会員募集中
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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

　明るく、気さくなご夫婦 2人が営むヘアーサロンプ
チネージュ。
　一人ひとりのお客様を大切にし、一生お付き合いで
きるヘアーサロンを目指している小林さんご夫妻。カ
ット、パーマ、カラー、男女問わないメニューはもち
ろん、シェービングも行っているので男性には嬉しい
お店です。
　小さなお子さんから、年配の方まで幅広い層の方か
ら人気のお店。駐車場も 2台分ありますので、ぜひ一
度伺ってみてはいかがでしょうか。

住　　所：習志野市鷺沼 1-6-27
代表者名：小林　信介さん
TEL：047（408）9191　定休日：火曜日　　
営業時間：平日 9時 30分～ 20時　土日祝 9時～ 19時

ヘアーサロン petit neigeタカハシサイクル

住　　所：習志野市津田沼 6-2-19 植田ビルC号
代表者名：髙橋　昌夫さん
TEL：047（452）3410　FAX：047（453）3410
定休日：第 2・3火曜日　営業時間：10時～ 19時 30分

　国道 14号線沿裏に店舗を構えている、タカハシサ
イクル。
　当所事業「創業塾」卒業生の髙橋さんは、前職での
経験と知識を活かし約 5年前に独立開業。
　自転車の販売や、修理は習志野市内であれば閉店後
出張して自転車の修理を行ってくれます。年配の方や、
近くに自転車屋さんがなく、お困りの方がいるはずと
考える高橋さん。
　自転車でお困り・トラブルの際は、気軽に電話をし
てみてください。

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

HP QRコード 地図QRコード

マルケイ融資をご利用ください［年利1.65％で１千五百万まで（３月４日現在）。無担保・無保証人］
マル経融資とは、小規模企業の方が商工会議所の経営指導を経て、融資申込みをする「無担保・無保証・低利」の国の制度です！

日　　付 対戦相手 開始時間
３月 14 日（木） 千葉工業大 13：00
３月 16 日（土） 福井工大 13：00
３月 17 日（日） ＪＲ東日本東北 13：00
３月 19 日（火） 福岡大 13：00
３月 21 日（木） 富士重工 12：00
３月 22 日（金） 防衛大学 10：00
３月 25 日（月） 日本体育大 13：00
３月 27 日（水） 中央学院大 13：00
３月 29 日（金） 神奈川大 13：00
４月 4 日（木） 東京ガス 13：00
４月 5 日（金） 明星大 13：00
４月 6 日（土） 東京大 13：00

４月９日㈫より
東都大学春季2部リーグ開幕
平成 25年度日本大学野球部春季スケジュール

日　　付 対戦相手 場　　所
3 月 29 日（金） オリックス

QVC
マリンフィールド

3 月 30 日（土） オリックス
3 月 31 日（日） オリックス
4 月 2 日（火） 日本ハム
4 月 3 日（水） 日本ハム
4 月 4 日（木） 日本ハム
4 月 9 日（火） 西武
4 月 10 日（水） 西武
4 月 11 日（木） 西武
4 月 19 日（金） 楽天
4 月 20 日（土） 楽天
4 月 21 日（日） 楽天

当所会員 ３月下旬

～

４月中旬千葉ロッテマリーンズ
主催試合2013年日程
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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

行政書士相談会
日　時　3 月 15 日㈮、4 月 19 日㈮
　　　　各日ともに 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 ･ 諸規定構築入管
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あ
　ります。

相談員　千葉県行政書士会葛南支部
　　　　所属行政書士
費　用　無料（要予約）
問合せ　習志野商工会議所中小企業支援室
平成24年度分決算 ･確定申告相談会
日　時　3 月 12 日㈫、14 日㈭
　　　　10 時～ 16 時
　　　　（昼休 12 時～ 13 時）
持ち物　平成 24 年度分決算書 ･ 確定

申告書用紙、前年度決算書 ･
確定申告書控え、関係帳簿
類、各種控除証明書、印鑑
など

対　象　事業者の方
相談員　千葉県税理士会千葉西支部
　　　　所属税理士
問合せ　習志野商工会議所中小企業支援室
発明相談会
日　時　3 月 19 日㈫
　　　　各日ともに 10 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
内　容　特許 ･ 実用新案 ･ 意匠 ･ 商標、

外国出願、先行技術調査、商
標調査など

相談員　㈳発明協会所属相談員
費　用　無料
問合せ　習志野商工会議所中小企業支援室

職場環境の整備に努めることが責務
として定められています。
　この条例施行を契機として、すべ
ての市民の皆さんが生涯にわたって
いきいきと安心して幸せな生活がで
きるまちづくりをめざします。
問合せ　習志野市役所健康支援課
　　　　TEL：047（451）1151
受動喫煙防止対策助成金制度のご紹介
　旅館業、料理店又は飲食店を経営
する中小企業事業主の方のための喫
煙室設置や喫煙エリアの換気改善の
ための費用（上限 200 万円）を助成対
象とする制度です。
問合せ　千葉労働局健康安全課
　　　　TEL：043（221）4312
谷津遊路「さくらまつり」
〜おめでとう谷津干潟
ラムサール条約登録20周年〜
日　時　4 月 6 日㈯ 12 時～ 18 時
　　　　雨天時は 7 日㈰順延
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
「災害時お役立カード」を作成
　企業経営戦術委員会では、災害発
生時の対応や安否確認方法をコンパ
クトにまとめた「災害時お役立カー
ド」を作成・同封いたしましたので
ご活用ください。
　なお、追加希望される方は商工会
議所までご連絡ください。
生産管理システムの活用と現場改善
講習
〜生産管理とは何かを学習しませんか〜
日　時　3 月 15 日、22 日（㈮・2 日間）
　　　　9 時～ 16 時
場　所　ポリテクセンター千葉
　　　　（千葉市稲毛区六方町 274）
内　容　生産工程等に非常に重要な生

産計画と工程管理・在庫管
理など、ものづくりに必要
な現場の生産性改善と管理
情報のシステム化について
学習します。

定　員　15 名（受講料 1 万円）
問合せ　ポリテクセンター千葉
　　　　TEL：043（422）4622

会員交流ハイキング会参加者募集
　第 7 回目となる今回は、標高 159m
のファミリーにも広く親しまれている

「みかも山公園」コースを散策。また、
人気の「佐野プレミアムアウトレット」
にも立ち寄ります。
日　時　3 月 23 日㈯ 日帰り
　　　　6 時 40 分
　　　　習志野商工会議所集合
場　所　佐野方面（栃木県）
　　　　みかも山公園
　　　　佐野プレミアムアウトレット
参加費　5,000 円（障害保険料、軽食込）
定　員　30 名
対　象　当所会員事業主 ･ 従業員 ･ 家族
　　　　（18 歳以上の方）
主　催　サービス業部会
協　力　㈱ヨシキスポーツ
問合せ　習志野商工会議所　原田

「中小企業等金融円滑化相談窓口」
を設置（金融庁）
　中小企業金融円滑化法が 3 月末に期
限切れを迎えるにあたり、金融庁では
全国の財務局に中小企業からの相談を
受け付ける窓口を設置しました。あわ
せて、金融機関には引き続き貸付条件
の変更等や円滑な資金供給に努めるよ
う促します。
相談窓口
関東財務局 千葉税務事務所 理財課
TEL：043（251）7214

（受付時間平日 9 時～ 17 時）
「［通称］習志野市健康なまちづく
り条例を４月１日から施行します」
　この条例は昨年 12 月に制定され、
個人の健康を支え守るために必要な
社会環境の整備に、市、市民、事業
者等が連携・協働して取り組むこと
を内容として、市、市民、事業者等
の責務を定めた理念条例です。
　事業者の皆さんには、日々の業務
に追われがちな従業員の皆さんが、
自らの健康管理を疎かにすることが
ないように、従業員の皆さんとその
家族に配慮した定期的な健康診断、
保健指導の機会を確保することなど、
主に心と身体の健康づくりに関する

お知らせ

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

募　集


