
発行所　習志野商工会議所　　発行人　会頭 鈴木　喜代秋
〒 275-0016 習志野市津田沼４-11-14　TEL：047（452）6700　 FAX： 047（452）6744　ＵＲＬ　http://www.narashino-cci.or.jp　Ｅメール　key21 ＠ narashino-cci.or.jp

NARASHINO  CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

※社内でご回覧ください

写真提供：習志野市教育委員会

昭和30〜40年頃

現　在

4
Vol.313

2013

習志野商工会議所報

習志野 いま・むかし 谷津遊路商店街



2

　平成 25 年度は「会員企業の経営を支え、小規模企
業を守る」の方針の実現に向けて、計画の着実な執行
に努めるとともに、何より優先すべき課題として会員
の皆様が置かれた厳しい状況打開のために、商工会議
所の最大の特長である「マンパワー」の結集によって、
様々な手段を講じて、政府の“成長戦略”や自治体の“経
営支援策 ” を普及するとともに、支援制度の積極的活
用など、「会員企業の成長発展」を強力に推進すべく
全力で下記事業に取り組んでまいります。

▪定期的巡回訪問
①新入会員訪問キャンペーン ②ニーズ別支援施策の提
供と活用促進 ③会議所諸事業の周知
▪金融支援
①新入会員巡回 ②新規利用者開拓 ③多様な資金調達、
公的融資制度の周知 ④円滑化法終了後の経営支援 ⑤会
議所スピードローンの促進 ⑥夜間、出前相談会 ⑦ 1 日
公庫
▪専門家派遣
①専門家グループによる総合指導 ②専門家出張指導 
③OB人材派遣 ④大学との連携指導 ⑤商工会議所ネッ
トワークを活用した支援
▪経営支援施策普及
①巡回訪問による情報提供と経営課題の把握 ②経営支
援施策の内容別整理と紹介 ③多様な広報手段による施
策の周知
▪研修・集団指導
①支援施策活用 ②経営基盤強化 ③経営革新、経営力
向上 ④事業承継、技術継承 ⑤起業家創出 ⑥経営体質
強化 ⑦地域資源活用
▪販売促進・マッチング支援
①ダイレクトメール代行 ② JR 津田沼駅広告版 ③ホー
ムページ事業所紹介 ④会報 ⑤ビジネス交流会、商談
会 ⑥ホームページで企業情報を発信

▪産学官連携プラットホーム
【研修・交流】①定期研修会 ②異業種交流による技術
研究、新製品開発 ③先進地域視察及び交流

【共同研究・実用化支援】①産学・異業種交流による
技術研究・新製品開発、販路開拓支援 ②知財（市内大
学）と技術（企業）の連携機会の創出・活用促進 ③移
動大学交流オフィス

【情報提供】①ネットによる情報発信（知財、イベント、
助成金、各種指標情報） ② IT による収益事業検討

【ロボット関連】①ロボットを媒介とした知財の汎用
普及 ②イベントによる周知・定着（知能ロボット、企
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業展示、こども絵画、キット製作） ③大学との連携に
よる基礎技術の助言
▪地域資源活用事業
ドイツゆかりの商品及び騎兵ゆかりの商品育成に向けた検証
▪要望事業

【景気対策・中小企業振興】 ①商店街活性化 ②技術継
承中小企業支援 ③金融 ④商店街活性化 ⑤業種別課題
解決

【地域経済基盤の強化】①地域産業の育成 ②事業承継
支援 ③産学官連携支援
【地域資源の活用】①ロボット技術 ②知財の連携
▪活性化へのチャレンジ支援事業
①商店街活動支援 ②経営革新認定取得支援 ③産学官
共同研究支援 ④歴史・文化資産活用支援
▪個店力強化支援事業
①個店の魅力発見強化と普及 ②個店診断と魅力・強み
の具現化 ③参加者のフォローアップ ④参加者どうし
の啓発機会 ⑤一店逸品活動の展開

▪会員の絆・出会いと交流事業
【部会員交流会】①会議所の根幹である部会や青年部・
女性会と役員・議員の交流及び新入会員への会議所活
用の理解促進 ②目標・課題の共有

【婚活事業】①会員従業員を主とする独身男女の出会
い・交流機会 ②少子化対策への貢献
▪会議所組織強化事業

【会員との絆づくりと退会予防】①巡回訪問による情
報・サービス提供 ②課題別・対象別施策の提供 ③未
加入・開店事業所への勧誘 ④共済タイアップ ⑤友好
団体の加入 ⑥退会予防・入会動機に有効な事業企画

【福利厚生面からの経営改善支援と当所の財務強化】
①会員優遇の共済の普及 ②会員の経費節減に資する共
済の普及 ③福利厚生制度の充実による労働意欲の向上
と生産性向上環境づくり支援

【会議所機能強化】①時代に対応した組織・財政・運
営基盤強化 ②中小企業の経営課題へのきめ細かな支援 
③地域資源を活かした地域活性化

【役員議員改選】任期満了に伴う、役員（会頭、副会
頭、専務理事、常議員、監事、理事）及び議員（100 名）
の選任

会員企業を守る！

会議所を強化！

潜在力を顕在化！
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　習志野商工会議所は、業種別に商業部会 ･ 工業部会 ･ サー
ビス業部会 ･ 建設業部会の 4 つの部会があり、会員の皆様は
入会の際にいずれかの部会に属していただいています。「部会」
は業界の動向や経営問題についての調査 ･ 研究 ･ 研修会 ･ 視
察や情報交換を行い、業界の声 ･ 会員の声を商工会議所事業
に反映させています。そこで今回の支援室コーナーは各部会
の平成 25 年度事業計画をご紹介いたします。

平成25年度部会事業計画

サービス業部会
（金融業分科会）
　サービス業部会では、多くの業種
が集まる特性を活かし、会員ニーズ
を広く集約した各事業を展開するこ
とで、会員参加型の運営を行ってい
きたいと考えています。
　交流の促進を通じて、ビジネスだ

けでなく趣味などでもパートナーを作ることを目的
とした、「ビジネス交流会」、「ビジネス商談会」、「ハ
イキング会」の開催。
　また、会員相互のサービス促進を図ることを目
的とした「優待券事業」の実施に向けた取り組み。
あわせて中小企業金融円滑化法の期限到来により、
新たに金融面から会員の皆様の下支えとなるよう
な事業として、円滑化法終了後の（事業所の）対
応をテーマにした「研修会」、金融機関各支店の情
報交換会となる「地域金融機関意見交換会」を、「金
融業分科会」を中心に企画していきたいと考えて
います。

建設業部会
　建設業部会では、本来意義に立ち
返る意から、会員の声を広く聴くこ
と、企業の改善・発展に努めること、
人や情報の相互交流を促進すること
を意識し、行政に建設関連企業の意
義をよく理解していただきながら、
　会員本位の事業を企画、実施して

いきたいと考えています。
　実施予定の事業は、最新の情報を得る研修機会と
して、「定例研修会」、「行政との研修会・懇談会」。
部会員交流の機会として、「視察研修会」。情報交換
機会として、「市行政との意見交換会」。その他、受
注拡大機会として、「住宅修繕斡旋事業」の活用、「緊
急地域経済対策事業」の普及。また、平成 22 年度
から始めています「部会内委員会制」を活用し、各
役員が、直接担当事業の企画・運営にあたることで、
会員の声をより反映した内容の濃い事業を展開して
いきたいと考えています。

布施 國雄 部会長
㈱レカムサービス 
代表取締役

鯨井 徹 部会長
㈲鯨井測量建築事務所
取締役

　商業部会では、25 年度も地域商業
の活性化に向けて事業を展開します。
まず、集客促進事業として個店及び
商店街の情報を収集、魅力ある商品、
サービスを掘り起し、地域生活者へ
情報発信することにより個店、商店
街への集客を図る事業の実施。

　第 2 に専門家による個店強化支援事業では店舗診
断を行うほか、過去の参加事業者へのレベルアップ
の取り組み。
　また、商店街の新たな取り組みを支援する商店街
活動支援助成事業、時代のニーズに即応した個店、
商店街を目指して先進商業視察研修事業など会員事
業所にこれまで支持されてきた事業の継続。
　地域資源活用事業として、習志野の歴史、文化、
スポーツなど地域資源を研究するとともに、過去の
取り組みについて、十分に検証を行い、実現の可能
性と主体性をもって部会員が参加できる事業を推進
したいと考えています。

工業部会
　市場の縮小やグローバル化に対し、
地域のものづくり企業が、自ら新た
な成長分野や販路開拓に積極的に取
り組む必要性が高まっています。
　そのような中、工業部会では、習
志野の地域特性を踏まえ、会員の
方々が活発に交流し、企業の経営基

盤強化や販路開拓を支援するための事業を積極的に
展開していきたいと考えています。
　具体的には、会員企業の交流促進を目的とした「会
員工場見学会」及び「県外企業視察」の実施、次代
を担う若手経営者や幹部職員の育成を目的としたア
セアン諸国への「視察団」の派遣、産学の交流促進
を図る「大学研究室紹介」並びに定例研修機会とし
ての「ものづくりセミナー」を開催します。また、
新たに自社製品や技術の販路開拓を積極的に図ろう
とする企業に対して、大規模展示会への出展支援を
行っていきます。

商業部会（食品業分科会）

柏木 清孝 部会長
㈲大久保園
代表取締役

樋口 恵己 部会長
㈱樋口製作所 
代表取締役
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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（４月１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！

　3 月 12 日㈫、日本大学生産工学部津田沼キャンパ
スで、部会員交流会を開催しました。第一部では、テ
レビ朝日「たけしのＴＶタックル」等でお馴染みの経
済ジャーナリスト須田慎一郎さんを講師にお迎えし、
2013 年の経済動向について講演をいただきました。昨
今の国内情勢と、今後の日本経済の動向についてのお
話をいただき、当日集まった 200 名弱の参加者は真剣
に聞き入りました。
　第二部では、講師をお務めいただいた須田さんをは
じめ、当所会員事業所の方々にて親睦交流会を開催し、
参加いただいた約 100 名の方々は名刺交換、各業界の
情報交換を通して会員事業所相互の親睦を深める充実
した時間となりました。習志野商工会議所では今後も
会員同士の交流の場を設けてまいります。

　3 月 26 日㈫、商工会議所会館にて第 52 回通常議員
総会が開催され、平成 25 年度の事業計画と収支予算、
などの主要議案が可決承認されました。感謝状授与式
では、故・花澤茂さん（㈲花澤運送）に対して日本商
工会議所会頭からの感謝状が授与されました。また、
役員議員永年勤続表彰では、田村茂さん（サービス電
機㈱）、齋田隆さん（栄工業㈱）、池田博さん（㈲池田
屋）、白鳥理一郎さん（白鳥製粉㈱）、中村勝子さん（㈲
和商店）、渡辺惇さん（渡辺惇法律事務所）に感謝状
が授与されました。
　総会終了後には役員議員・会員交流会が開催され、
有意義な交流を図る機会となりました。

　3 月 26 日㈫、商工会議所にて関東財務局の方々をお
招きし、当所正副会頭との意見交換会を開催しました。
　中小企業金融円滑化法の期限到来に当たり、「金融
機関による円滑な資金供給の促進」、「中小企業・小
規模事業者に対する経営支援の強化」、「個々の借り
手への説明・周知等」の総合的な対策について意見
交換を行いました。今後、習志野商工会議所では金
融円滑化法終了に伴い、特別相談窓口の設置などの
対策を行ってまいりますので、お困りの会員様がお
りましたらご連絡ください。

経済ジャーナリスト 須田慎一郎さん
を迎え講演会を開催

第 52 回通常議員総会を開催

関東財務局金融安定管理官
との意見交換会を開催

習志野商工会議所「部会員交流会」
平成 25 年度事業計画・機能強化
計画が決定

▲ 経済ジャーナリスト　須田慎一郎 氏

▲ （左から）白鳥さん、鈴木会頭、花澤さん、田村さん

▲ 部会員交流会の様子
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　3 月 5 日㈫、商工会議所会館に
おいて、情報戦術委員会（竹谷嘉
夫委員長）主催による「革新的
Web マーケティングが最優良客
を呼ぶ」が開催されました。
　㈱チームデルタ　代表取締役の
谷口浩一氏を講師に、約 3 時間講演していただきました。
　参加者からは「顧客を集めるポイント、ヒントをい
ただいた」「後ろ向きの思考を変えるきっかけになっ
た」、「続編があればまた参加したい」など満足の声を
多くいただきました。
　情報戦術委員会では今後も会員事業所の IT 化を推進
するセミナーをで開催しますので、ぜひご参加ください。

　3 月 23 日㈯サービス業部会（部会長：布施國雄）主
催の会員交流ハイキング会を開催し、栃木県佐野市にあ
る「みかも山公園」を訪れました。天候にも恵まれ、カ
タクリの花を見ながら山頂から下山までの道のりを楽し
みました。またハイキング後には、佐野プレミアムアウ
トレットに立ち寄りショッピングを楽しみました。

　女性会は、昭和 57 年に習志野市商工会婦人部とし
て設立し、昨年度で創立 30 周年を迎えました。
　これを記念した事業の一環で、習志野市と㈳習志野市社
会福祉協議会に対し、梓澤女性会会長から福祉事業に役立
てていただくための寄付金を寄贈しました。
　女性会では、福祉活動を活動の目的に据えており、
30 周年記念事業の他、毎年開催しているチャリティダ
ンスパーティーの収益金の一部も含まれています。

　土地区画整理事業により習志野市に新しく生まれた
街、「奏（かなで）の杜」にて 4 月 13 日㈯ 10 時 30 分
からまちびらきが開催されます。街の中心を通り抜け
られる幅 16m、長さ 160m のプロムナード開通式を始
め、イベントや奏の杜オリジナルデザインのガス灯へ
の点灯式など、盛り沢山のイベントが 18 時 30 分頃ま
で行われますので訪れてみてはいかがでしょうか。
　またスーパーマーケット「ベルク」を、核とする商業
施設「奏の杜 forte（フォルテ）」が４月 26 日㈮９時グ
ランドオープン予定です。（プレオープンは４月 17 日㈬）

　平成 25 年度の商工習志野の表紙は、「習志野いま・むかし」
と題し、習志野市内にある駅前、道、商店街など現在と一昔
前の比較写真を、年度を通じて掲載してまいります。第 1 弾
は昭和 30 年から 40 年頃の「谷津遊路商店街」です。

第 7 回会員交流ハイキング会
ミカモ山公園散策を実施

情報戦術委員会

▲ 山頂に向け登山

サービス業部会

４月13 日㈯

商工習志野 25 年度表紙  習志野いま・むかし

女性会が寄付金を寄贈
習志野市と習志野市社会福祉協議会へ

奏の杜まちびらきイベント開催

Web マ ー ケ テ ィ ン グ セ ミ
ナーを開催

▲ 宮本市長（右） ▲ 社会福祉協議会 海寳会長（左）

かなで



　習志野商工会議所では会員事業所限定サービスとして、
忙しい事業主の皆さまに代わり労働保険の事務代行を行っ
ています！

1 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業
　 主に代わって処理するため、事務作業が軽減
2 労働保険料の額にかかわらず 3 回に分割納付ができます
3 労災保険に加入できない事業主や家族従業員なども特
別に加入ができます（労災保険が成立（加入）している
ことが条件）

　労働保険料の納付その他労働保険に関する事務、
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グルメの部（飲食物の販売）40コマ［９時～21時］
１コマサイズ［間口2.7ｍ×奥行1.8ｍ］
バザーの部（物品の販売・ゲーム等）22コマ［９時～
21時］1コマサイズ［間口1.8ｍ×奥行2.7ｍ］
※1団体の申込コマ数は、グルメ、バザー、ともに各1コ
マまで。但し、参加申込者数の状況により、２コマ使用
可能です。（２コマ目も有料です）

１日１コマ：15,000円※雨天やその他の理由で、出
店の目的を達することができなかった場合でも、出
店協賛金は返却いたしません。

①習志野商工会議所［047（452）6700］へ電話を
し、仮受付［4月15日㈪～4月30日㈫まで］を行って
ください。その際、出店の概要を確認します。
②仮受付終了後、10日以内に申込書（別紙１）及び誓
約書（別紙２）に必要事項を明記し、出店責任者本人及
び従事者全員の写真並びに、運転免許証または健康保
険証等の写しを添付し、郵送・持参のいずれかの方法
により、習志野商工会議所に提出してください。（申込
書及び誓約書をまとめて警察署に提出します）※ただ
し、商店会連合会へ申請し許可を受けている方は、従
事者全員の許可書のコピーを提出してください。

８月25日㈰　９時～21時

４月15日㈪～４月30日㈫　※平日９時～17時

千葉県暴力団排除条例（平成23年９月１日施行）に
抵触しない者及び、出店の内容が市民まつりの趣旨
を逸脱しない者で、①・②いずれかに該当するもの。
①習志野商工会議所の会員で、習志野市内に店舗を
有する事業者。（ただし、登記だけで、店舗及び事業
所が市内に実在しない事業者は不可）
②習志野市内で活動している団体及び町会・自治会
等。※千葉県暴力団排除条例に関するお問合せは、
習志野警察署刑事課までお問合せください。
TEL：047（474）0110

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（４月１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！

一般搬出金に関する事務一般搬出金に関する事務

常時使用する労働者が…
 50 人以下
　金融、保険、不動産、小売業
 100 人以下
　卸売、サービス業
 300 人以下
　その他事業

保険料の 10%（最低 5 千円、上限 15 万円）

習志野商工会議所 中小企業支援室まで
TEL：047（452）6700

4月15日㈪より仮受付開始！

開催日時

募集内容

▪労働保険の事務委託するメリットとは？

▪委託事務の範囲

▪委託できる事業主

出店協賛金

応募方法

募集期間

参加資格

▪委託手数料

▪お問合せ

労働保険に加入していますか？

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

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（４月１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！

「行政書士相談会」
日　時　4 月 19 日㈮、5 月 17 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

「しっかり学ぶパソコン講座」
日　時　5 月 7 日㈫～毎週火曜・金曜
内　容　①ワード、エクセル基礎
　　　　　10,585 円（テキスト代込）
　　　　②ワード、エクセル応用
　　　　　 8,995 円（テキスト代込）
定　員　各 20 名※先着順
会　場　習志野商工会議所 IT ルーム
　　　　Microsoft ワード、
　　　　エクセル 2007

「春の一般健康診断」のお知らせ
　当所では会員事業所で働く人達の
健康の維持増進を図る目的で、下記
により巡回健康診断を行います。事
業主の方、従業員の方、どなたでも
受診できますのでぜひご活用くださ
い。また、今年度もあじさい共済へ
ご加入者の還元事業として受診料の
一部を助成させていただきます。
日　時　5 月 29 日㈬、30 日㈭、31

日㈮、6 月 3 日㈪、5 日㈬、
6 日㈭、7 日㈮

場　所　習志野商工会議所、

提供者（ドナー）が従事している国内
の事業所（国・地方公共団体等を除く）
助成金の額
①提供者（ドナー）
骨髄・末梢血幹細胞の提供 1 回につ
き 10 万円
②提供者（ドナー）が従事する事業所
提供者（ドナー）1 人につき 5 万円
問合せ　習志野市役所健康支援課
　　　　TEL：047（451）1151

「習志野市緊急地域経済対策事業　
受注登録希望事業者」を募集
　市では、不安定な経済情勢の中、
経営に大きな打撃を被っている市内
の営繕・修理業などの市内事業者へ
の緊急地域経済対策事業として、昨
年に引き続き公共施設（市内 109 箇
所）の修繕等を緊急発注します。
対　象　市への業者登録の有無を問わ

ず、市内で営繕・修理業を営
んでいる事業者。個人事業者
は、本市に住所を有すること。

登　録　これまでに本事業に申し込み
をしたことがない事業者は、
登録が必要です。

　　　　※すでに登録している事業者
　は登録手続き不要

期　間　4 月 1 日㈪～ 26 日㈮
　　　　8 時 30 分～ 17 時（平日のみ）
方　法　商工振興課窓口または、FAX

（「受注希望者申込書」は、
市ホームページからダウン
ロード可）

事業総額　5,000 万円
開　始　5 月上旬～
内　容　50 万円以下の小規模修繕（営

繕）方法受注希望者名簿から各
所管課長・施設長が直接発注

問合せ　商工振興課
　　　　FAX：047（453）5578

4 月中旬
16 日㈫　女性会移動例会
18 日㈭　広報モニター会議（11 時～）
19 日㈮　県女連理事会
4 月下旬
23 日㈫　代表者連絡会議
　　　　 （特別会議室　11 時～）

　　　　谷津公民館、茜浜ホール、
　　　　東部体育館

※検診内容など詳細は同封
のチラシをご覧いただくか、
下記までお問合せください。

問合せ　習志野商工会議所　経営室
「金融円滑化法終了に伴う特別相談
窓口」を開設
　平成 21 年 12 月 4 日に施行された
中小企業金融円滑化法が、平成 25 年
3 月末をもって終了しました。当所で
は、金融円滑化法終了に伴う中小企業
者の皆様の相談にきめ細かく対応する
ため、下記の「金融円滑化法終了に伴
う特別相談窓口」を開設します。
時　間　9 時～ 17 時（土日祝日除く）
内　容　①中小企業金融円滑化法の

期限到来後における金融機
関等の対応について②経営
改善や事業再生に関する中
小企業支援策について③借
入れや返済について取引金
融機関との間でお困りのこ
とがあれば、関係機関と連
携して適切な対応を依頼

関係機関　信用保証協会、政府系金融機
関、中小企業団体中央会、中
小企業再生支援協議会、企業
再生支援機構、財務局・財務
事務所、経済産業局 ほか

問合せ　習志野商工会議所中小企業支援室

「習志野市骨髄移植ドナー支援事業が
スタート」しました
　骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）
の増加や多くの骨髄・末梢血幹細胞
移植の実現をめざして、ドナーとド
ナーが従事する国内の事業所に助成
金を交付する「骨髄移植ドナー支援
事業」を、4 月 1 日からスタートし
ました。
助成対象者
①提供者（ドナー）
市内に住所があり、公益財団法人骨髄
移植推進財団が実施する骨髄バンク事
業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了
し、証明する書類の交付を受けた方
②提供者（ドナー）が従事する事業所

お知らせ

会議事業予定 4 月中旬～ 4 月下旬

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

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
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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

あ
の
店
・
こ
の
工
場

会
員
紹
介

274
No.

　相続・遺言・高齢者サポートや債務整理を数多く手が
けており、地元の方々が気軽に相談できる事務所を常に
意識しつつ、全体のバランスを考えながら相談者にとっ
て最善の解決をめざされています。
　現在は“中小企業事業再生”に本格的に取り組んでおり、
中小企業の事業再建についての無料相談会も随時開催さ
れていますので、お悩みの方はぜひご連絡されてはいか
がでしょうか。

住所：船橋市前原西 2-32-5 結城ビル 4 階
代表者名：土屋 寛敏さん　TEL：047（471）5129　
FAX：047（477）4089　URL：http://tsuchiya-law.jp
定休日：土日祝日 　営業時間：９時 30 分～ 17 時 

HP QRコード

土屋法律事務所

　当所青年部会長をお勤めいただいたこともある白鳥さ
んが代表をお勤めの株式会社アビットでは広告代理店
業を営んでおり、チラシ制作をメインに、デザイン、モ
デルのスタイリングから撮影まで一括で請け負っており、
看板の制作や、デザインなども行っています。
　新聞折込みチラシ、ポスターなどの制作をお考えの方
はお問合せしてみてはいかがでしょうか。

住所：船橋市習志野台 4-72-7-107
代表者名：白鳥 浩義さん　TEL：047（402）6614
FAX：047（466）4914　Mail：shiratori@fuga.ocn.ne.jp
営業時間：9 時～ 18 時

地図QRコード

株式会社アビット

　3 月 27 日㈬よりオープンの京成大久保駅からすぐの
「メディアックパソコンスクール京成大久保教室」。
　おすすめの基礎コースは、パソコンを使ったことがな
い年配の方でも安心のコース。文字が大きく、写真入り
で解りやすいテキストを使いながら、ゆっくり一から学
べるので、これからパソコンを使っていきたいとお考え
の方は、ぜひ一度お電話してください。

住所：習志野市大久保 2-1-1 セナクール熊倉 1B
代表者名：高橋 茂樹さん　TEL：047（471）9096　
FAX：047（471）9097　Mail：mediac_ps_okubo@yahoo.co.jp
定休日：水・日・祝日・第一金曜日　営業時間：10 時 30 分～ 19 時

地図QRコード

　2010 年 10 月茜浜に開業した習志野商事株式会社で
は、工具、作業用品、工事用品、災害用備品、その他工
業用品全般の卸売、小売をメインに事業展開しています。
 また、ホームページからのネット通販も行っており、
品数、バリエーションも順次増加中ですので、市内業者
の皆様は一度ホームページを覘いてみてはいかがでしょ
うか。

住所：習志野市茜浜 1-2-5　代表者名：木村 安宏さん
TEL：047（476）4369　FAX：047（451）8763
HP：http://www.narasho.com/
定休日：土日祝日　営業時間：9 時～ 18 時

HP QRコード

習志野商事株式会社

メディアックパソコンスクール京成大久保教室


