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方が良いのではといった意見から今後引き続き協議が
行われることとなりました。その他の事業についても
実施に向けて様々な意見が出されました。

　部会長：柏木清孝 氏
　平成 25 年度事業計画及び収支予算につ

いて協議、原案どおり承認されました。
　市内商店街活性化を目的とした商店街活動支援（助
成金）事業、中小企業診断士の店舗診断による個店強
化事業、先進商業施設等を視察する視察研修事業を実
施。こども絵画展示のより商業者と地域生活者の交流
促進を図り、商店街活性化に繋げる事業を展開するこ
ととなりました。
　また、２号議員の選任について協議、部会員総会に
向けて準備することとなりました。

　部会長：鯨井徹氏 氏
　本年度事業及び収支予算の実施計

画、2 号議員の選任について事務局より説明が行われ
異議なく承認され、併せて田久保研修委員長から消
費税引き上げ対策をテーマとする定例研修会のつい
て説明があり、協議承認されました。また、行政と
の研修会・懇談会については横打総務委員長から日
程、テーマ等について説明があり、協議、承認され
ました。今後各事業詳細が決定次第会報等を通じて
お伝えさせていただきます。

　工作機械の需給動向は製造業界全体の景気を表す重
要な指標の一つです。そのもととなる先端技術の集積
体である国内工作機械メーカーの世界総受注額は 27
年連続で世界一を記録するなど、この分野で日本は圧
倒的な評価を築いています。
　このたび工業部会では、会員事業所の技術振興並び
に現場社員の育成などを目的に、同分野でも特に高度
化された独自技術と生産管理体制等において進歩的な
取り組みを行っている大手メーカー・㈱アマダの富士
宮事業所等の視察研修を実施します。
開催日時　平成 25 年 7 月 25 日㈭～ 26 日㈮（１泊２日）
視　察　先　① ㈱アマダ　ソリューションセンター
　　　　　　 所在地：神奈川県伊勢原市石田 200
　　　　　　 内　容：製品展示場　ほか
　　　　　② ㈱アマダ　富士宮事業所
　　　　　　 所在地：静岡県富士宮市北山 7020
　　　　　　 内　容：生産拠点
　　　　　　　　　　（板金・プレス開発 / 製造ほか）
参加対象　会員事業
定　　員　20 名（定員になり次第締切）
負　担　金　16,000 円程度 / 人
申　込　み　お電話か FAX にてお申込みください

　6 月 25 日㈫、商工会議所会館にて第 53 回通常議員
総会が開催され、平成 24 年度事業報告と収支決算書
など、全 6 議案が承認されました。総会終了後、市原
氏をお招きし「事業承継による M&A ～税理士へ～」
をテーマに研修会を開催しました。終了後は、会員の
皆様からの要望・意見をとりまとめた「要望書」を白
鳥副会頭から宮本市長へ直接手渡しました。

　商工会議所設立以来、
常議員としてご活躍され
現在建設業部会部会長を
お勤めいただいている鯨
井徹氏（㈲鯨井測量建築
事務所）に、長年にわた
る功績を讃え「関東経済
産業局長表彰」が授与されました。

　京成実籾駅周辺の 3
商店会が共催して開催
された「みもみまち婚」
は、手作りで親しみの
ある街の賑わいづくり
にも貢献したとして、
実籾コミュニティロー

ド商店街が関東商工会議所連合会ベストアクション表
彰が授与されました。

　部会長：布施國雄 氏
　平成 25 年度事業及び予算執行

計画、2 号議員の選出及び部会総会の開催について原案
通り承認され、開催事業について協議が行れました。
　4 商工会議所ビジネス交流会については前年同様に
開催予定。また、ハイキング会については参加者の年
齢から安全、健康面等を考慮し街歩きなどへ変更した

部会役員会を開催

第 53 回通常議員総会
を開催

おめでとうございます
白鳥副会頭より宮本市長へ要望書が手渡されました

関東経済産業局長表彰の鯨井さん（右）

表彰を受けた両副会長の香取さん、石原さん

商業部会

建設業部会

報告

報告

サービス業部会

工業部会
県外視察研修会を開催

参加者募集
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　アジア経済の中核的な役割を担う「タイ」は、日本
の中小企業にとって、ASEAN 諸国への初期拠点とし
て見過ごせない存在です。そこで、工業部会では、今
後のものづくりを担う人材の国際視野を広めることを
目的に、現地タイのものづくり現場を訪問し経済情勢
等を学ぶ視察団を派遣します。
日　　程　平成 25 年 9 月 4 日 ㈬～ 8 日㈰（※予定）
　　　　　3 泊 5 日
場　　所　タイ（バンコク近郊）
内　　容　① アマタナコン工業団地（日系企業視察）
　　　　　② タイ資本企業視察　ほか
旅行代金　17 万円程度（15 名参加の場合）
　　　　　※別途飲み物代、燃油代等料金改定があった
　　　　　　場合は変更あり
募集定員　20 名（最小催行人員　10 名）
申込 ･ 問合　習志野商工会議所　中小企業支援室　堀　
　　　　　TEL：047（452）6700

　6 月 21 日㈮、習志野商工会議所会館にて金融業分科
会（分科会長：小川光浩氏）主催のセミナー「健全経
営への体質改善講座」が開催され、当日は会員事業の
方々 19 名がご参加し、今後の経営に役立てようと熱
心に講義に聞き入りました。
　講師には、川村中小企業診断士事務所　川村浩司氏
をお招きし、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を、平成 25 年度中小
企業施策の内容を絡めて、具体的にご講義いただいた
だけでなく、日本最大の信用調査会社、㈱帝国データ
バンク千葉支店　高田秀明氏をお招きして、今後の日
本経済の景気動向や、各業界の動向などについてご講
義いただきました。
　今後もサービス業部会ではビジネス交流会を始
め、様々な事業を実施しますので、奮ってご参加く
ださい。

　乱降下の激しい経済環境の中にあって、今後の社会
基盤整備や震災復興計画などの行政動向は、建設業に
携わる者にとって重要な関心事となっています。
　建設業部会では、このたび行政担当者を講師に招き、
次のテーマに関する研修会を開催しますので、情報収
集・交流機会としてぜひご活用ください。
日　時　平成 25 年８月９日㈮　15 時 30 分 ～ 17 時
場　所　銀座アスター津田沼賓館
講　師　行政担当者
参加費　無　料　
　　　　※研修会終了後の懇談会参加費は５千円
問合せ　習志野商工会議所　TEL：047（452）6700

　習志野商工会議所女性会
では、平成 25 年度新事業
として地球温暖化対策に目
を向け「緑のカーテン推進
事業」を開始しました。市
内事業者への地球環境教育
を推進し、環境に考慮した事業者を育成するとともに
環境問題に積極的に取り組んでいきます。
　5 月 15 日㈬に習志野商工会議所会館入口にゴーヤの
苗を植えて緑のカーテンを設置、6 月 28 日現在では下
記写真まで成長しました。女性会会員事業所の中でも
緑のカーテン設置に取り組んでおり活動の輪がさらに
広がっていくことを期待しています。
　今後も女性会ではボランティア・福祉活動・地域交流・
親睦などをテーマに様々な事業を展開していきます。
問合せ　習志野商工会議所　山野井
　　　　TEL：047（452）6700

金融業分科会主催
「健全経営への体質改善
 講座」を開催

工業部会　後継者育成事業
「タイ経済視察団」

建設業部会
「行政との研修会・懇談会」
を開催

㈱帝国データバンク
高田秀明 氏

中小企業診断士　川村浩司 氏

参加者募集
参加者募集

報告

習志野商工会議所女性会
地球温暖化対策
緑のカーテン推進事業

　習志野商工会議所では第 10 期の役員・議員の任期満了
（10 月 31 日）に伴い、2 号議員を選任する部会総会を下
記日程にて開催しますので会員の皆様には所属する部会総
会へぜひご参加くださいますようお願い申しあげます。

部　会 日　時 場　所
商業 7月22日㈪  14時～ 商工会議所会館
工業 8月 8日㈭  13時30分～ 商工会議所会館
サービス業 8月 1日㈭  14時～ 商工会議所会館
建設業 8月 9日㈮  14時30分～ 銀座アスター

各部会総会日程
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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（７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！

　JR 津田沼駅、京成津田沼駅どちらからも徒歩約 10 分のとても
便利な立地にある習志野商工会議所では、一般の方にも様々な用
途でご利用できるお部屋をお貸出ししています。サークル活動、
パソコンセミナー、研修会、講演会、パーティーなど開催場所を
お求めの方はぜひ習志野商工会議所までご相談ください。

※平日18時以降及び土･日･祝祭日は、上記の料金に時
　間外警備料（1時間当たり1,500円）が加算されます。

習志野商工会議所　担当：柴崎、本田
〒275-0025　習志野市津田沼4-11-14　
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744
メール：key21@narashino-cci.or.jp　
ホームページ：http://www.narashino-cci.or.jp/ 

パソコン、プロジェクター（スクリーン）、放送設備、ホ
ワイトボードなど場合に応じてレンタル、使用すること
ができます。（料金はHPにてご確認ください）

※貸出時間：午前9時～午後10時、休館日：年末年始
※上記は1時間当たりの料金です。使用時間が1時間に
　満たない場合は1時間として計算します。

10〜130名

1,000円／時間

研修、セミナー、コン
サートなど

最大利用可能人数

料　金

利用例

22名

6,500円／時間

会議、商談など

最大利用可能人数

料　金

利用例

研 修 室

10名

1,000円／時間

面接、会議、サークル
など

※少人数での打ち合
　わせ等にご利用く
　ださい

最大利用可能人数

料　金

利用例

20名

2,000円／時間

パソコン教室、社内
研修など

DELL VOSTRO
OS：Windows7

最大利用可能人数

料　金

利用例

使用パソコン

ITルーム

特別会議室

その他備品（有料）

お申込み・日程等のお問合せ

大会議室（分割使用可）

※お得意先との商談
　などの場所として
　ご利用ください

※用途に合わせ間仕
　切りできますので
　ご相談ください

駅から近くて便利！
貸し会議室をご利用ください
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5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！

お申込み・日程等のお問合せ　習志野商工会議所　担当：柴崎、鈴木
〒275-0025　習志野市津田沼4-11-14　TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744
メール key21@narashino-cci.or.jp　ホームページ http://www.narashino-cci.or.jp/ 

　簿記は経理事務に必要な会計知識だけでなく、
財務諸表を読む力や、基礎的な経営管理や分析力
が身につく技能。経理担当者にとどまらず、全て
の働く人にとって有用なビジネススキルです。ま
たコスト感覚が身につくなど経営の視点を養うこ
とができます。
　今こそ日商簿記検定を資質向上に役立ててはみ
ませんか？

　販売士検定は、流通・小売業で唯一の公的資格。
販売・接客技術はもちろん、在庫管理やマーケティ
ング、労務・経営管理まで幅広く実践的な専門知
識が身につくから、販売・接客スタッフだけでなく、
営業職、企画職など幅広い職種に活かせます。仕
事の幅が広がりモチベーションもアップ。
　販売士検定で、販売スキルを一気にアップして
みませんか？

　そろばん教育は、子どもたちのさまざまな能力
を向上させます。科学的な分析でも、次の６つの
能力アップに驚異的な効果 をあげると言われてい
ます。注意深く観察する力、イメージやひらめき
の力、記憶する力、集中する力、情報を処理する力、
速く聴き・速く読む力などそろばんを行うことで
様々な力を高めることができます。

次回検定日程
簿記検定

回　数 第135回 級 1～3級
施行日 25年11月17日㈰　　　　

販売士検定
回　数 第 41回 級 2級
施行日 25年10月 2日㈬　　　　

珠算検定

回　数 第199回 級 1～3級
施行日 25年10月27日㈰　　　　
回　数 第109回 級 段位
施行日 25年10月27日㈰　　　　

商工会議所の検定試験
ビジネスの最前線で役立つ知識・技術を効率よく学べる！
　商工会議所検定では、ビジネス実務で要求される知識やスキルを身
につけた人材の育成を目的に、検定試験を実施しています。
そこで今回は中でも人気が高い「簿記検定」「販売士検定」［珠算検定」
の３つをご紹介します。

脳トレにはそろばんが最も有効！

簿記検定試験
日商簿記検定でスキルとヤル気をアップ！

販売士検定で「販売のプロ」へ！

販売士検定試験

珠算検定試験
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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（７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！

　習志野商工会議所では、独立開業を目指す方・開業
間もない方のための「創業塾」を開講します。起業・
創業に関する基礎知識から、実践的な事業計画の作成、
成功に必要な「事業家資質」の習得を目指します。こ
の機会を、夢に向かう具体的な一歩にしてみませんか。

日　時　9 月 7 日㈯、8 日㈰、15 日㈰、16 日㈪・㈷、
　　　　21 日㈯　全 5 日間　各日とも 9 時 30 分～ 16
　　　　時 30 分（16 日は企業訪問日）
場　所　習志野商工会議所（習志野市津田沼 4-11-14）
対　象　独立・開業に興味のある方すべての方
定　員　40 名（先着順、定員になり次第締め切ります）
受講料　3,000 円（全 5 日分・税・資料代他）
お申込・お問合せ　習志野商工会議所　
　　　　　　　　　TEL：047（452）6700

「創業塾」主なカリキュラム ※一部変更になることがあります

1日目 ▪創業とは！　▪儲かる市場の選択の仕方　
▪儲かる仕組みの作り方　▪創業事例紹介①事業編

2日目 ▪事業計画書の書き方　▪創業形態の多様化
▪創業事例紹介②コミュニティビジネス編

3日目 ▪専門家と磨くビジネスプラン（事業計画の立て方）
4日目 ▪企業訪問実習（自由参加）
5日目 ▪融資の受け方　▪会社の枠組み作り

▪経理の仕方　▪プレゼンテーション

習志野商工会議所
受講生募集！ 「創業塾」
創業・独立をめざす、すべての方へ

ホームページの検索テクニック、メールの送受信の
基本操作など初心者向けの講座になっています。

デジカメで撮影した写真をパソコンへ取り込み、上手に
管理する方法や、楽しく利用する方法をお教えします。

日　時　①インターネット　７月 26 日㈮　
　　　　　９時～ 15 時 15 分
　　　　②デジカメ　７月 30 日㈫　
　　　　　９時～ 15 時 15 分
受講料　各 3,000 円　
会　場　習志野商工会議所　２階 IT ルーム
人　数　20 名
　　　　（応募者多数の場合抽選）
申込・問合せ・申込方法　
　　　　習志野商工会議所　担当：遠藤
　　　　TEL：047（452）6700

　これからパソコンを学ぼうと思っている初心者の方、
自己流で覚えてしまった方などのために、基礎から学べ
るパソコン講座を開催しています。ぜひご活用ください。

①インターネット講座

②デジカメ講座　　　

しっかり学ぶパソコン講座

創
業
し
た
卒
業
生
の
お
店
で
の
現
場
実
習

インターネット・デジカメ
講座を開催！
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うな「ご当地キャラ」のデザインと
愛称を募集します。
応募資格　応募は 1 人 2 点まで
作品基準　①多くの人から親しまれ、
　末永く愛されるデザイン、愛称で
　あること。②着ぐるみが作成でき
　るデザインであること。③自作で
　未発表のものであること。④既に
　使用されている他のデザインに類
　似しないものであること。
応募期間　7 月 15 日㈪～ 8 月 19 日㈪
賞　　金　最優秀賞としてデザイン
　部門 10 万円、愛称部門 2 万円
※詳細は習志野市ホームページをご
　覧ください。
問合せ　習志野市総務部総務課管理係
　　　　TEL：047（451）1151
ワーク・ライフ・バランス推進事業
千葉県両立支援アドバイザー派遣の
ご案内
　仕事と家庭が両立できる職場環境
を整えたい。女性社員を積極的に登
用したい等、両立支援に取組むに当
たり課題や疑問点をお持ちの事業主
の皆様、相談してみませんか。企業
の持続的発展に向けてワーク・ライ
フ・バランスを企業の経営戦略の一
つとして取り入れてみてはいかがで
すか。千葉県では専門家を事業所に
無料で派遣し相談・助言・講演等を
行っています。「社員いきいき！元気
な会社」宣言企業にまずはご登録を。
登録手続きは簡単！
問合せ　県商工労働部雇用労働課
　　　　TEL：043（223）2743
ファミリー・サポート・センター
会員募集！
　ファミリー・サポート・センター
とは育児・家事・ショートステイ（宿
泊を伴う預かり）の援助が必要な人

（利用会員）と、これらの援助ができ
る人（提供会員）が会員登録し、会
員相互の協力により、地域で支え合
うシステムです。会員になるには事
前にファミリー・サポート・センター
事務局に申し込みのうえ、入会説明
を受けていただきます。
問合せ　ならしのファミリー・サポート・
　　　　センター
　　　　TEL：047（452）3533
市内商店街イベントスケジュール
7 月 21 日㈰　津田沼一丁目夏まつり
7 月 27 日㈯　津田沼南口夏まつり
7 月 28 日㈰　津田沼南口夏まつり
8 月 4 日㈰　新習志野駅前フリマ
8 月 24 日㈯　谷津遊路星まつり
8 月 24 日㈯　大久保商店街夏まつり
8 月 25 日㈰　習志野市民まつり
8 月 31 日㈯　津田沼南口楽市フリマ
問合せ　習志野市商店会連合会
　　　　TEL：047（455）1955

対　象　習志野商工会議所会員事業所
定　員　20 名
負担金　16,000 円程度 / 人（交通費
　　　　･ 宿泊 ･ 食費 ･ 傷害保険代等含む）
問合せ　習志野商工会議所　堀
第25回マスターズゴルフ大会
参加者募集
日　時　10 月 4 日㈮
　　　　第 1 組 8 時スタート
場　所　久能カントリー
　　　　（千葉県富里市久能 722）
参加資格　習志野商工会議所の会員及
　　　　び試合事業所の事業主及び
　　　　家族、従業員
参加費　ビジター 19,525 円（消費税込）
　　　　メンバー 14,525 円（消費税込）
募集締切　9 月 13 日㈮まで（先着　
　　　　100 名になり次第締め切り
　　　　となります）
問合せ　習志野商工会議所　柴崎

いきいき津田沼夏まつり開催
　模擬店を始め、ステージイベン
ト、大抽選会など盛り沢山の内容で
2 日間開催されますのでぜひご来場
ください。
日　時　7 月 27 日㈯、28 日㈰
　　　　13 時～ 21 時まで
場　所　津田沼公園（モリシア前）
習志野市クールステーションをご
利用ください！
　市内の大型店や商店街では、熱中
症予防対策、家庭での節電対策として

「習志野市クールステーション」を開
設しています。
　ご協力いただける大型店や商店街
では、特典やイベントもありますの
で、みんなで無理なく、楽しく、快
適にこの夏を乗り切りましょう。
開設施設
モリシア津田沼　　　　谷津 1-16-1
津田沼 PARCO　　　　前原西 2-18-1
イオンモール津田沼　津田沼 1-23-1
イトーヨーカドー津田沼店

津田沼 1-10-30
イトーヨーカドー東習志野店

東習志野 7-3-1
大久保商店街お休み処　

大久保 1-28-5
谷津サンプラザ商店街フレンド

谷津 5-5-3
実籾稲荷通り商店街交流センター

実籾 5-23-6
習志野市の「ご当地キャラ」のデ
ザイン・愛称を募集します！
　習志野市は、昭和 29 年 8 月 1 日
に千葉県下で 16 番目の都市として
誕生し、平成 26 年に市制施行 60 周
年を迎えます。そこで 60 周年を記
念し、習志野市のシンボルとなるよ

発明相談会
日　時　7 月 16 日㈫、8 月 20 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
建設業の消費税率引き上げセミナー
「消費税率アップをチャンスに変え
る方法」
～正しい基礎知識と勝機への転換～
日　時　7 月 17 日㈬　
　　　　16 時～ 17 時 30 分
場　所　習志野商工会議所
内　容　1. 消費税改正の基礎知識
　　　　2. 経過措置と実務対応
　　　　3. 価格競争ではなく価値競争
　　　　4. 公的助成補助制度　ほか
講　師　インナーコンサルティング
　　　　代表　郡司　守 氏
費　用　無料　　定　員　40 名
問合せ　習志野商工会議所
行政書士相談会
日　時　7 月 19 日㈮、9 月 20 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。
問合せ　習志野商工会議所
工業部会主催県外視察研修会
　高度化された独自の技術や生産管
理体制など、進歩的な取り組みを行
う大手工作機械メーカー・㈱アマダ
の富士宮事業所とソリューションセ
ンターを視察します。
日　時　7 月 25 日㈭～ 26 日㈮
　　　　1 泊 2 日
視察先　
　㈱アマダ　ソリューションセンター
　※展示ショールーム
　（神奈川県伊勢原市石田）
　㈱アマダ 富士宮事業所 ※生産拠点
　（静岡県富士宮市北山 7020）

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ
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