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　4 月 13 日㈯奏の杜、近隣公園にてまちびらきイベン
トが開催され、当日は習志野市長を始め、多くの来賓、
市民が来場し祝福されました。
　また、開会式に引き続き行われた街のメインスト
リート、プロムナードの開通式では、来賓の方々によ
るテープカット、第一くるみ幼稚園鼓笛隊の子供達よ
るパレードなど、盛大にとり行われました。
　４月 26 日㈮に商業施設「奏の杜 forte」がグランド
オープンし、習志野市の玄関口でもある JR 津田沼駅
周辺へ新たなる賑わいを見せています。

　４月 18 日㈭、商工会議所会館において、第４回会
報モニター会議（岩澤良隆座長）を開催し、１～３月
号の評価報告と併せて前回までの改善点等の報告を行
いました。
　前回の会議で提案された「会員事業所の登場機会を
増やしては」と言った意見を参考に、４月号より「あ
の店あの工場」の掲載事業所を４事業所へ増加。また、
カラーページの増加についても今月号より４，５面に
て実施となりました。
　今後も会議を通じて提案された意見を順次取り入
れ、より良い会報作りを目指していきます。

　4 月 23 日㈫、平成 25 年度第 1 回代
表者連絡会議（樋口恵己委員長）が開
催されました。はじめに各部会長、委
員長から平成 25 年度前期の事業計画についての説明が
あり、異議なく承認されました。次に今年度行われる
議員改選の選任及び選挙日程等の協議が行われました。
　このほかに習志野市長への要望について事務局より
説明があり、承認されました。

　本年 10 月 31 日をもって、当所の第 11 期役員・議
員の任期が満了となります。（選挙、選任日程等詳細
につきましては決定しだいお知らせします）
　習志野商工会議所は、「商工会議所法」という国の
法律に基づき、設立されている習志野市で唯一の地域
総合経済団体として、地域商工業の振興と地域社会の
発展に貢献する重要な使命を担っています。会員の皆
様には新役員・議員の選挙、選任が円滑に行われます
よう、ご協力をお願い申しあげます。

　選挙（※ 1）による１号議員（50 名）と、各部会
から選出の２号議員（35 名）、選考委員会が選任する
３号議員（15 名）の合計 100 名が、習志野商工会議
所を代表する議員として選任されます。
　また、役員（会頭、副会頭、専務理事、常議員、監事、
理事）については、全議員の選任後に開催される臨時
議員総会（11 月 1 日）にて選任されます。

　　　　　　　 会員と、会員以外の特定商工業者が投
票によって会員の中から選任する議員です。（定数 50
名）会員の代表者として、皆さんの意見を会議所事業
に反映させています。

　　　　　　　 業種別に分かれた部会ごとに、部会員
の中から選任する議員です。（定数 35 名）職能代表的
性格をもち、会員のみならず各業界の意見を反映させ
る役割をもっています。

　　　　　　　 会頭が選任した選考委員会によって会
員の中から選任する議員です。（定数 15 名）業種・業態・
地域等を考慮し、会議所運営に必要な議員を総合的な
見地から選任します。

（※ 1）会費の口数に応じて複数の投票権をもつことが
できます。また、立候補者が定数と同数もしくはそれ
以下の場合は、投票は行いません。

今年度は役員・議員改選
の年です

1 号議員とは

2 号議員とは

3 号議員とは

役員議員の選任方法

奏
かなで

の杜
も り

まちびらき
イベント開催

読者目線での紙面づくり
第4回会報モニター会議
を開催

第11期選挙委員会などを
含む３議案が決定
代表者連絡会議開催



表紙：学園おおくぼ商店街の県道長沼船橋線交差点付近の風景

　習志野商工会議所　2013.05.10

3

　習志野商工会議所では商工会議所の事業活動につい
て調査研究し、組織強化と事業の一翼を担う場として
委員会（街づくり戦術・企業経営戦術・情報戦術）と
青年部・女性会を設置しています。今回は前号でお知
らせしました部会に続き、委員会・青年部・女性会の
事業計画をご紹介します。

　女性会は女性ならではの力で、自己研
鑽・地域交流・福祉活動・親睦を目的に
活動してまいります。
　地域活性のための各種イベントへの参
加、福祉向上を目指したボランティア活
動と寄付活動、および他女性会との意義

ある交流を通じ、女性会に課せられた役割を再確認し、更
なる資質の向上を目指すとともに組織強化のために会員
の増強を、年度を通じて行います。
　具体的には収益金の一部を福祉に寄付することを目的
とした「チャリティーダンスパーティー」をはじめ、八千
代・佐倉女性会との親睦を目的とした「パークゴルフ大
会」、「フリーマーケット」への参加、「広報誌ウーマンズ
アイ」の発行、「デイサービスセンター白鷺園の利用者の
方々に対するボランティア」、会員の資質向上を図るため
の「研修会」の実施や県女連、関女連、全女連の総会およ
び各種研修会への参加、ならびに県女連の広域連携事業を
通じての震災被災地復興活動を行います。

女性会

梓澤 清子 会長

有限会社朱泉

　平成 25 年度は、昨年に引き続き、会
員企業の IT 化の推進と会員サービスの
充実を図るため、ウェブ啓発セミナーを
定期的に開催していきます。
　また、今年度は習志野商工会議所ホー
ムページのリニューアルについて提案、

併せて習志野商工会議所事務局の IT 化推進の提案も行っ
ていきます。
▪情報化推進セミナー年３回開催
▪会員企業の Web マーケティングと集客ノウハウの支援
▪クラウド政策の調査研究　▪広報モニター会議の開催

情報戦術委員会

竹谷 嘉夫 委員長

総栄建設株式会社

　平成 25 年度は、会員の皆様が安心して
取り組める経営環境の整備に向けた調査・
研究を行います。
　商工会議所では、現在 50 社を対象に

「景気動向調査」を実施していますが、よ
り会員の立場に立った事業を展開するた

めに調査対象を広げ、各企業のより詳しい経営実態に努め、
会員の役に立つ事業を提案します。
　昨年度、税理士、行政書士、労務士などのいわゆる士業（さ
むらいぎょう）の方々を対象にした、「ビジネス交流会」が、
大変好評であったことから、新年度も更に具体化した内容
で事業を実施します。
　また、大規模災害が発生した際、「会社や従業員を守る」た
めの、危機管理に関する調査、研究も引き続き行うなど、会
員の方々のお役に立つ事業を本年度も提案してまいります。

企業経営戦術委員会

増田 彰司 委員長

増田運輸株式会社

　平成 25 年度は、魅力ある街づくりへ
の気運を盛り上げることおよび次世代へ
の継承を目的に、全国に誇りうる習志野
市の優れた地域資源（音楽、スポーツな
ど）を切り口として新たな街づくりに活
かすための手法や、習志野市の可能性に

関する研究や研修会を中心に、先進地への視察等と併せて
活動していきます。豊かな都市形成及び商店街の振興に関
する研究や提言活動を行うことと併せて、魅力ある新たな
まちづくりへの気運を盛り上げること並びに次世代への
継承を行っていきます。
▪習志野市の現状（街づくり政策、都市計画、文化・風
　土研究など）についての勉強会
▪各地で情熱をもって街づくりに取り組む人を講師を招
　いた研修会
▪街づくりに携わる NPO、ボランティア団体との交流会
▪変化し成長を続ける先進地（商店街）への視察研修会

街づくり戦術委員会

佐々木 秀夫 委員長
ダンデイエンター
プライズ有限会社

　平成 25 年度は日本、関東地区の青年
部事業が千葉県内で開催されるため、例
年より内容の濃い一年となります。
　イベント関係、交流事業関係では、継続
事業となりますが、市民祭り「きらっと習
志野 2013」への出店や、第 3 回目となる

社会貢献事業としての「婚活事業」も引き続き開催します。
　福祉事業の一環としては、WEB で掲載しています「習
志野バリアフリーガイド」の継続運営。
　他地区商工会議所青年部との情報交換、交流事業として
は、日本、関東、千葉県商工会議所青年部連合会主催の研
修会、交流会事業への参加。平成 25 年 10 月中旬に八千
代市で関東ブロック大会が開催されますので、近隣市青年
部として、積極的に協力、参加を行います。その他、上記
の事業を円滑に運営するために月一回の定例会、総会等の
開催を行います。

青年部

高橋 正英 会長
三興ベンディング
株式会社

平成25年度

事業計画
委員会・青年部・女性会

具体的・専門的立場からアドバイス
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.55％で１千五百万まで（５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！

知って・得して上手に使う！
習志野商工会議所の共済・保険制度

“いざ”という時安心です！！

　習志野商工会議所では、独自の共済制度「あじさい共済」を始め、個人事業主や中小企業の皆様にも大企業なみの
充実した福利厚生や、安心の保障をご提供する、共済、保険制度を取り扱っています。そこで、今月号では「会員なら
では」のメリットである習志野商工会議所の福利厚生制度のご紹介をさせていただきます。

▪14歳6ヵ月を超え70歳6ヵ月までご加入いただけます。業務上・業務外を問わず24時間保障
▪当所独自の給付制度（病気による入院見舞金、事故による通院見舞金、結婚祝い金、出産祝い金、資格取得祝
　金、巡回健康診断受診料助成金）
▪余剰金が出れば配当金をお支払いします。
▪ご加入事業所には還元事業を行っています。（毎年2回お楽しみプレゼント抽選会）

全国のリゾート・宿泊施設やスポーツクラブ、ゴルフ場、テーマパーク、
レストラン、レンタカーなど20,000を超える提携メニューのすべてを、
月額600円からの割引価格で、ご利用いただけます。費用は、全額損金
算入も可能。

▪国内の一流ホテル、有名旅館に（1泊3,000円から）ご利用いただけます。
▪休日や会社帰りに映画やレジャー施設でリフレッシュ（最大75% OFF）
▪全国のスポーツクラブ約2,100ヶ所が法人会員優待で使えます。
▪毎日のくらしをあれこれサポート！充実した私生活を応援します。
▪有料会員組織のメリットを活かし、「お得度最上級」でご提供します。

あじさい共済事例：加入会員様のお声　独自のお祝い金制度の「出産祝い金」は、従業員にもとても喜ばれますし、
会議所主催の健康診断を受診の際にも、割引を受けられるので併せて利用しています。病気や、けがをしなくて
も、余剰金が発生した際には配当金もありますし、プレゼント企画もありますので、毎回楽しみにしています。

入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付福祉団体定期保険＋
習志野商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金など）が付加され
ています。

役員・従業員の福利厚生
あじさい共済

商工会議所が提供する
安心の福利厚生制度
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特定退職金共済制度
　毎月掛金を積み立てることで、従業員のための退職金を
計画的に準備できます。中小企業でも退職金制度が安易
に確立でき、求人対策、従業員の意欲向上・定着化に役立
つ制度です。
▪掛け金は一人につき月額1口1,000円で最高30口　　
　30,000円まで（1,000円単位）
▪掛金は損金・必要経費に算入可能
▪「建設業経営事項審査」の加点評価項目
▪加入できる従業員は満15歳以上85歳未満

中小企業退職金共済制度
　昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた
中小企業の従業員のための国の退職金制度です。安全、
確実、有利
▪掛け金の一部は国が助成します。
　（新規加入ならなんと1年間最高60,000円助成）
▪掛金は非課税
　（法人企業は損金、個人企業は必要経費として全額非課税）
▪簡単な管理
　（従業員ごとの納付状況や退職金資産額を事業主にお知
　らせします。）
▪退職金は直接従業員へ
▪福祉厚生に利用出来る提携サービスを受けられます。
　（ホテル＆リゾート＆スポーツ＆アミューズメントな　
　どに割引料金でご利用できます。）
★習志野市では中小企業退職金共済掛金の補助をしています。

小規模企業共済
　小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や、企業
の役員が退任した場合など積み立てた掛金に応じた共済
金を受取れる制度です。
▪個人事業主の共同経営者も加入可能（平成23年1月より）

小規模企業たる個人事業主や企業の役員などのほか、個
人事業主1人につき共同経営者2人までが加入できます。

▪掛金を納める時の節税効果
納めた掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全

額が所得控除の対象です。（掛金は月額1,000円から
70,000円の範囲で自由に設定できます。）

▪受取り方法
個人事業主や共同経営者、中小企業などの役員が事業を
廃止した時や退職をした時、配偶者や子へ事業譲渡をし
た時などに受取れます。

▪事業資金の借入れが可能
納付した掛金合計金額の範囲内で事業資金などの貸付け
が受けられます。

経営セーフティ共済
　取引先企業が倒産し、売掛金債権や前渡金返還請求権が回
収困難となった場合に共済金の貸付けを受けられる制度です。
▪最高8,000万円まで融資
▪掛け金は積み立て可能
▪掛金は、税法上損金（法人）または必要経費（個人事業）に算入
▪加入6ヵ月後から貸付け可能　
▪共済金の貸付けは無担保・無保証人
▪一時貸付金制度

火災共済
▪火災はもちろん、落雷、風雪災など幅広い補償が受けら
　れます。
▪お得な掛金で支払が迅速
▪余剰金は、利用分量配当として利用者に還元
▪各金融機関に質権設定ができます。
おすすめ共済の種類
普通火災共済…基本的な補償。火災、落雷、破裂または爆発、
風災、ひょう災、雪災に共済金をお支払いします。
総合火災共済…普通火災共済にプラスアルファの幅広い保障。
新総合火災共済…専用住宅、併用住宅が保障対象。建物、
家財を火災だけではなく、もしもの災害から守る4つのプ
ランを設定（平成23年11月より）

その他にも
▪自動車共済　▪PL保険　▪休業補償プラン
▪個人情報漏えい賠償責任保険があります。

詳しい内容がご希望の方は
習志野商工会議所　経営室までお問合せください！
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744

退職金の準備がしたい

もしもの時のために

従業員の退職金

経営者・役員のための退職金

毎月2100部発行「商工習志野」へチラシ同封して PR しませんか？ 1回につき30,000円
両面印刷 ･ 光沢 ･ カラー印刷も OK ！プラス5,000円で印刷 ( モノクロ ) 代行します！



御菓子司　梅むら　　

　習志野市ふるさと産品認定委員会では、習志野市に
ふさわしい製品を「ふるさと産品」として認定し、習
志野市の紹介及び地場産業の振興、市民のふるさと意
識の高揚を図っています。
　今回は習志野今昔羊羹を認定し、計 50 品目となり
ました。従来のふるさと産品も含めまして、ご愛顧賜
りますようお願い申しあげます。

住所：〒275-0016　習志野市津田沼5-12-1
TEL：047（451）6966
営業時間：9時 30分～ 19時　定休日：毎週日曜日

習志野市ふるさと産品に
認定されました。
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　会員事業所で働く人達の健康の維持増進を図る目
的で、例年通り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。

①胸部X線撮影、身長、体重、聴力、内科検診、BMI、
　血圧、検尿（血糖、蛋白、ウロビリ、潜血）、腹囲（C、D、
　Eコースのみ）
②貧血検査（赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット）
③労働法令血液検査、肝機能（GOT、GPT、r-GTP）、
　血中脂質（LDL、HDL、中性脂肪）、貧血(赤血球、白
　色素）、血糖検査
④心電図検査（心疾患関係の検査）
⑤胃部X線撮影

◦乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影）
◦前立腺がん検査（PSA検査）
◦大腸がん検査

開催日時・会場
日　程 会　場 受付時間 検診内容

5月29日 ㈬ 谷津公民館 8：30～11：00 A～D･乳
5月30日 ㈭ 茜浜ホール 9：00～11：00 A～E

5月31日 ㈮ 商工会議所 8：30～11：00 Eのみ
13：00～15：00 A～D･乳

6月 3日 ㈪ 茜浜ホール 8：30～11：00 A～D･乳
6月 5日 ㈬ 東部体育館 9：00～11：00 A～D･乳
6月 6日 ㈭ 東部体育館 9：00～11：00 Eのみ

6月 7日 ㈮ 商工会議所 8：30～11：00 Eのみ
13：00～15：00 A～D･乳

検診コース・検診料
コース（検診内容） 検診料（税込）

基
本
コ
ー
ス

Ａ ［①］ 3,600 円
Ｂ ［①＋②］ 4,600 円
Ｃ ［①＋③］ 8,200 円
Ｄ ［①＋③＋④］ 9,200 円
Ｅ ［①＋③＋④＋⑤］ 13,300 円

オ
プ
シ
ョ
ン

乳がん検査 3,800 円
前立腺がん検査 2,000 円
大腸がん検査 1,000 円

商品の概要・特色
習志野市の昔と今の代表的な特産品である海苔と人参を
羊羹に仕上げました。習志野の歴史や漁業・農業の方々
に思いを馳せ、習志野の海丘の香りとともに、おいしさ
が広がります。

習志野今昔羊羹（小豆・海苔・にんじん）1個／ 170 円

あじさい共済加入者最大2,000円割引！

※前立腺がん・大腸がん検査は全日程受診可能です。

　　　　　　　　　習志野商工会議所　柴崎・鈴木
 TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744
お申込み・お問合せ

基本健診内容

オプション

マルケイ融資をご利用ください［年利1.55％で１千五百万まで（５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！

習志野今昔羊羹（小豆・海苔・にんじん）1 個 170 円

春の健康診断を
実施します！
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行政書士相談会
日　時　5 月 17 日㈮、6 月 21 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
発明相談会
日　時　５月 21 日㈫、6 月 18 日㈫
　　　　各日ともに 9 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

新たな販路 ･ 提携先の開拓を求める
会員事業所の皆様を応援します。
展示会名　中小企業総合展 2013
会　期　10 月 30 日㈬

　～ 11 月 1 日㈮まで
　　　　10 時～ 18 時
会　場　東京ビックサイト
内　容　展示場内に「習志野商工会議

所」ブースを設け、各区画
を会員事業所に付与します。

募集数　4 社（工業部会員限定）
出展費用　８万円程（基本セット（出展

小間料＋装飾代他）※その
他実費分は各社負担）

問合せ　習志野商工会議所　堀

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。

※名簿の有効期間は、名簿登載日から
　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。

5月下旬
28 日㈫　正副会頭会議（10 時～）
     　　　常議員会（11 時～）
6月上旬

7 日㈮　女性会総会

弥生会計入門セミナー〜日常の経理処
にパソコン会計ソフトを活用しよう〜
日　時　６月 18 日㈫　10 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
講　師　ナビパソコンスクール　
　　　　インストラクター
費　用　会員 5,000 円
　　　　一般 7,000 円
問合せ　習志野商工会議所　飯塚
サービス業部会セミナー

「健全経営の体質改善講座」
日　時　６月 21 日㈮　18 時～
場　所　習志野商工会議所
内　容　「健全経営の体質改善講座」

　中小・零細企業が日頃抱
える悩みを解決し、健全経
営を行うためのコツや、平
成 25 年度中小企業施策の
内容を絡め、会社の体質改
善の方法を具体的に講演い
ただきます。

講　師　川村中小企業診断士事務所
　　　　川村浩司 氏
　　　　帝国データバンク
　　　　高田秀明 氏
定　員　40 名　
費　用　無料
問合せ　習志野商工会議所　原田
工業部会展示会出展支援事業

「中小企業総合展」に出展を希望
する企業を募集します！
　工業部会では、東京ビックサイト
で開催される国内最大級の中小企業
マッチングイベント「中小企業総合
展」にブースを設け、受注の拡大や

お知らせ

会議事業予定 5 月下旬～ 6 月上旬

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

募　集

　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。
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。

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？

随時申請期間 名簿記載日
4月16日～ 5月15日 7月1日
5月16日～ 6月14日 8月1日
6月17日～ 7月12日 9月1日
7月16日～ 8月15日 10月1日
8月16日～ 9月13日 11月1日
9月17日～10月15日 12月1日

10月16日～11月18日 1月1日



2013.05.10　習志野商工会議所　

8 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

275
No.

　JR 津田沼駅から徒歩 5 分、奏の社近くにある買取王津
田沼店。
　時計、金・プラチナ、ブランド品（バック、小物、ほか）、
切手など、買取専門のお店です。
　査定は無料で、電話 1 本で出張買取も行っています。
女性スタッフが、親切に対応してくれるので気軽に使わ
なくなった物など、処分する前に一度査定してみてはい
かがでしょうか。

住所：習志野市谷津 1-17-26　1F
代表者名：北村 和彦さん　TEL：0120（912）987　
FAX：047（400）3862　URL：http://www.kaitorioh.com/
定休日：年中無休 　営業時間：10 時～ 19 時

HP QRコード

買取王津田沼店

　当所創業塾の卒業生の「オリジナル工房ミー」では、
全て手作りの造花「アメリカンフラワー」、中世の音楽ス
タイルをデザインにした「ネウマランプ」などの販売を
行っています。
　アメリカンフラワーは、花の種類、予算などをご相談
いただければお好みの物を作っていただけます。また、
アメリカンフラワー教室（2 回／月謝 3,000 円）も行っ
ていますのでご興味のある方はご連絡ください。

住所：習志野市東習志野 3-2-14
代表者名：小木曽 久美さん　
TEL：047（473）6771 FAX：047（473）6771　
営業時間：お問合せください

地図QRコード

オリジナル工房 ミー

　三和名店街の中にある「惣菜 KAWAI」。
　毎朝市場から仕入れてきた食材で作る惣菜は、河合さ
んの手作り。揚げ物、煮物、炒め物などバラエティ豊富
なメニューは、日によって異なるので常連さんには喜ば
れています。
　また、事前に注文をすれば予算に合わせてお弁当も作
っていただけますので、お近くでお集まりや、会議など
の機会がある際は、ぜひご利用ください。

住所：習志野市津田沼 6-2-2
代表者名：河合 努さん　
TEL：047（451）2784　
定休日：日・祭日　営業時間：11 時 30 分～ 20 時

地図QRコード

　イシイ音楽教室では幼児から音大生、シニアの方まで多く
の方が足を運び、ピアノレッスン、ボイストレーニング、声
楽のレッスン、曲の構成など幅広いレッスンをされています。
　習志野市は「音楽の街」でもあることから、音楽を通
じて小さな子供からシニアまで多くの市民の方々に元気
を与えつつ、歌うこと、演奏することの楽しさを伝えて
いきたいとお考えの石井さん。歌、ピアノへご興味があ
るかたはお気軽にご連絡ください。

住所：習志野市大久保 4-6-15　
代表者名：石井 陽子さん
TEL：047（477）2678　FAX：047（477）2678
営業時間：お問合せください

HP QRコード

イシイ音楽教室

惣菜KAWAI


