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　　 第 2 回代表者連絡会議　 報告
　7 月 23 日㈫習志野商工会議所会館にて平成 25 年度
第 2 回代表者連絡会議が開催されました。
　各部会の活動状況や今後の事業予定などに関する調
整のほか、第 11 期に向けた活動のあり方等に関する
意見交換が行われました。
「第 11期役員・議員選任について」
　習志野商工会議所の議員は「商工会議所法」に基づ
き、習志野市の商工業を代表する最高意思決定機関と
して、地域商工業の振興と地域社会の発展にご尽力い
ただく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。

　平成 26 年 4 月に 8%、平成 27 年 10 月に 10%へと引
き上げが予定される消費税。建設・建築事業者において
も、価格の転嫁や契約・表示方法など、改正に係る正し
い基礎知識の習得、理解が必要となります。建設業部会

（部会長：鯨井徹 氏）では、7 月 17 日㈬に㈱インナー

第 11期役員・議員選任スケジュール
9 月 9日～ 9月 23日
1号議員立候補届出期間
9 月 11日～ 9月 13日
1号議員の選挙人名簿縦覧期間
9 月 30日
1号議員投票日（即日開票）会場：習志野商工会議所
10 月 2日
1号議員当選人告示
5 月 28日～ 8月 26日
2号議員の選任（部会総会にて）
9 月 3日
2号議員の確定告示、1 号議員選挙人名簿縦覧告示、
選挙告示
10 月 4日～ 10月 15日
3号議員選任期間
10 月 22日
3号議員当選人告示
10 月 31日
第 10 期議員任期満了
11 月 1日
第 11 期議員就任（至：平成 28 年 10 月 31 日まで）
11 月 1日
臨時議員総会

（正副会頭、専務理事、常議員等の選任及び選任の同意）
11 月中旬
部会総会（部会役員の選任）
11 月 26日
常議員会（部会役員の承認、委員会委員長の選任）

　 報告　　　 建設業部会
消費税率引き上げ対策セミナー

コンサルティング代表取締役　郡司守 氏を講師に、「消
費税率アップを経営チャンスに変える方法～正しい基礎
知識と勝利への転換～」と題した研修会を開催しました。
主な内容（ポイント）
▪消費税改正の基礎知識
　（経過措置と実務対応、適用税率他）
▪消費税アップを経営チャンスに変える方法
　（建設業者における消費税改正の意味）

　工業部会（部会長：樋口恵己 氏）では、7 月 25 日㈭～
26 日㈮に掛けて、習志野商工会議所工業部会主催により
県外視察研修会を開催し、高度化された独自の技術を有
し、かつ生産管理体制等において進歩的な取り組みを行
う大手工作機械メーカー㈱アマダに協力を得て、神奈川
県伊勢原市にある展示ショールーム、板金・プレス開発、
製造など生産拠点である富士宮事業所の 2 か所の視察を
行いました。

　㈱アマダ本社・ソリューションセンター（神
奈川県伊勢原市）を訪れ、アマダの各種製品

を揃えた展示スペースを見学しました。また、実証加
工プラザでは各種工作機械が常時使用可能な状態で設
置されており、設備導入前のユーザーがここで実際に
製品加工を行い、従来品との比較検討を行うことがで
きる施設を視察しました。
　次に、アマダグループ国内最大の生産拠点である富
士宮事業所へ場所を移し、2007 年から新たに稼働し
た世界最大級のレーザー専用工場や、商品開発の企画

セミナーの様子

㈱アマダ本社前にて

1 日目

　　　 工業部会
県外視察研修会（㈱アマダ）
　 報告
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ますので、お誘い合わせの上奮ってご参加ください。
日　　時　10 月 4 日㈮　8 時～第 1 組スタート
　　　　　※開会式を 7 時 30 分から行います。
場　　所　久能カントリー倶楽部
参加資格　習志野商工会議所の会員及び従業員・家族
　　　　　※お一人様、女性の方大歓迎です！
費　　用　▪プレー代
　　　　　　メンバー 11,525 円　ビジター 16,525 円
　　　　　※プレー、キャディーフィー、乗用カート、
　　　　　　昼食（ワンドリンク付）を含みます。
　　　　　▪パーティー代　3,000 円
競技方法　ローカルルール、ぺリア方式
募集締切　9 月 13 日㈮まで　※先着 100 名
　　　　　

　習志野商工会議所では、市内大学に集約するロ
ボット技術でビジネスチャンス創出に責献するこ
とを目的に、12 月１日㈰に「第 6 回先端ものづ
くりチャレンジ 2013 イン習志野」を開催します。
　今回も、小学生から中学生を対象に、将来の社
会や家庭で人とロボットが一緒に生活し活躍して
いる様子や、新しいロボットのアイデアを絵画で
表現してもらう
　応募方法・規格などの詳細については習志野商
工会議所までお問合せください。

　平成 25 年度版の税務、労務、雇用など最新のパン
フレット全 10 種類を会員の皆様へ無料にてお配りし
ますので、ご興味のある方はお問合せください。
①即回答！いまさら聞けない会社経理の税実務 Q ＆ A
②会社を守りぬくガマン経営 22 の心得
③中小企業へのミニガイド倒産の防止のために
④成功する「生前贈与」
⑤絵と図表でわかる相続・贈与の税金
⑥絵と図でわかる相続・事業承継成功のツボ
⑦「法定書類」保存・整理の実践ノウハウ
⑧パート・派遣・契約社員の労務、保険、税務の取り扱い Q ＆ A
⑨ 65 歳雇用義務化の労務・税務・社会保険
⑩会社がもらえる助成金活用のポイント

　　    第 6 回先端ものづくり
チャレンジ 2013 イン習志野
こども絵画コンテスト

　　　　 第25回習志野商工会議所
マスターズゴルフ大会

経営に役立つ小冊子
を無料配布します！

　　　 　当所 2 号議員　小林実 氏（株式
会社リントク）が、かねて病気療養中の
ところ、７月９日ご逝去されました。謹
んで深く追悼の意を表しますとともに、
心からご冥福をお祈りいたします。

訃報

　 報告　　　 金融業分科会
金融機関意見交換

　 募集

　 募集

意見交換会の様子

から設計を一貫して行う開発センター、24 時間対応の
供給体制が整えられている機械業界最大のパーツセン
ター等の視察を行いました。

　富士宮レーダードーム館などの歴史・文化
関連施設の視察や、親睦ゴルフを行い、参加

事業所内の交流を図る有意義な機会となりました。

　金融業分科会（分科会長：小川光浩 氏）では、
7 月 24 日㈬商工会議所会館で、平成 25 年度第 1
回金融機関意見交換会を開催しました。
　この事業は、サービス業部会員で、金融業等を
営む事業所で構成される「金融業分科会」に属す
る市内 7 金融機関 15 支店の支店長にお声掛けを
し、当日は 9 名の出席のもと、今年の 3 月で終了
となった中小企業円滑化法の影響や、それに対す
る各行の対応や、今後の分科会事業に関する意見
交換が行われました。
　本分科会では、今後も定期的に意見交換会を開
催し、商工会議所会員に対する金融支援強化のた
めの情報交換を行う予定です。

　毎年恒例の習志野商工会議所マスターズゴルフ大会
を今年も別記のとおり開催します。ゴルフを通じて、
会員事業所間の交流を目的としていますので、事業主
の方はもちろん、従業員の方、ご家族の方も参加でき

㈱アマダソリューションセンター内

2 日目
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　現在、全世界的に地球環境問題が共通課題となっ
ています。また、東日本大震災後は、原発事故や政
府のエネルギー政策への再検討など、エネルギー・
環境に対する考え方が大きく変化してきています。
そのような中で、習志野商工会議所では、持続可能
な社会の実現と、将来の世代により安心で豊かな環
境を受け継ぐため、会員事業所の皆様にも、地球環
境問題に自主的・継続的に取り組むことを推進・支
援しています。そこで、「商工習志野 8 月号」では、
自然と調和した都市の地球環境問題をもう一度考え
る機会として、また、未来の世代に、より安心・快適・
豊かな環境を残すために、「ラムサール条約」に登録
されてから今年 20 周年を迎える「谷津干潟」について、
東京湾の生態系や干潟の研究を行っている、東邦大
学名誉教授 風呂田利夫氏に谷津干潟の現状や今後に
ついてお話しを伺いました。

ラムサール条約登録から 20 年
　谷津干潟が国際湿地保全条約であるラムサール条約
の登録地となったのは 1993 年。多くの水鳥が飛来し、
豊かな干潟生物が棲息し、干潟景観を楽しめるすばら
しい自然環境に大きな夢を託しました。
　それから 20 年が経った現在、干潟環境は変化しま

～地球環境問題を考える～
環境特集

した。これは地域が求めた谷津干潟ではありませんが、
このような現状は人的問題から起こったものであり、
自然そのものから派生したものではありません。逆に
言えば、人的問題であるがゆえに、人的に解決してい
かなければならないこともあると考えています。ここ
では、谷津干潟から得られる地域の恵みを今一度整理
し、そのためには私たちは何をすべきかを考えてみた
いと思います。

自然環境の恵みの持続的な利用を
　ラムサール条約は湿地の保全とともに、自然環境の
恵みの持続的な利用と、その保全と利用に関わる人材
の育成を求めています。では，谷津干潟から地域は何
を恵みとして得られるかを、谷津干潟の潜在的生態系
サービスの視点で考えてみます。
　まず、地域の環境に対しては、干潟そのものが水
辺景観を提供し、気温調整や風の通り道になってい
ます。また、干潟生態系の働きから得られるものと
しては、水産資源提供や水質浄化、生物多様性維持
があります。そして、最も関わりの深いのが干潟と
人とが関わる文化的側面であります。景観価値、干
潟を通した環境学習や干潟を利用した科学研究、そ
して、これらの活動を通した人間の交流に基づく地
域づくりです。さまざまな地域の特性は、その地域
環境にこだわりを持つ地域文化の創造であり、それ
が地域イメージとして街づくりや観光、そして特産
品の生産に結びついています。
　現在の谷津干潟は、その保全と利用について、人が
手をつけないことで自立的に維持できるとは言い切れ
ません。干潟生態系の根幹は、川からの淡水と土砂の

干潟の生物調査

谷津干潟に現れるハマシギの群れ
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堆積があり、海とも物質生物とも盛んに交流できる中
で成立しています。
　谷津干潟は、東京湾のもとの干潟の一部が埋立地で
残った場所です。水路を通して干満に伴う海水交換は
維持されていますが、土砂や定常的な淡水流入はあり
ません。埋立工事中に投入された泥が溜まってゴカイ
類の多い泥干潟ができたものの、次第に泥が流出し干
潟の標高が下がってきているのも現状です。アオサの
大量繁茂もこのような状況の中で生じたものでありま
すが、この構造の中で、どのような干潟の再生維持が
可能なのかを考えていく必要があります。

　本来、干潟は海のさまざまな生物と人々が直接触れ
あえる海岸です。そこには、アサリのような美味しそ
うな貝もいれば、子供達の人気者のカニ、鳥は食べる
けど人間には気持ちの悪いゴカイがたくさんいます。
カニは繁殖のために盛んにダンスをしています。
　干潟は、都会の海として生物の探索とその発見を通
して、子供たち（ひょっとしたら大人も）が自然環境
からさまざまな感性を磨き育てることができる場であ
ります。これらの干潟生物との体験を通した人々の交
流が、そして、地域のこだわりを作っていくことが、
これらの体験が干潟を保全しその魅力を紹介できる人
材育成の基礎となるのではないでしょうか。
　今一度、ラムサール条約を見直し、長期的な谷津干
潟の再生と利用戦略を構築し、住民、研究者、行政、
そして企業が協働で再生の歴史を作ることで、10 年後
あるいは 50 年後には谷津干潟が人と干潟のつながり
を持つ習志野市の文化遺産として地域ブランドになる
のではと思っています。

　2013 年、谷津干潟はラムサール条約登録 20 周年を
迎えました。この機会に、ラムサール条約と谷津干潟
に改めて見つめるためのイベント「8.24 愛で包もう谷
津干潟」が開催されます。
　谷津干潟への感謝の気持ち、谷津干潟の未来への思
いや、大切な人へのメッセージなどを黄色いハンカチ
に自由に書き、谷津干潟 1 周 3.5km を 13,000 枚の思
いを寄せた黄色ハンカチと 2,000 人で包みます。当日
は講演会、魚のさばき方教室、ステージイベント、模
擬店などその他のイベントも盛り沢山ですので是非
奮ってご参加ください。
日　時　8月24日㈯　16時スタート(11時より受付開始）
場　所　谷津干潟自然観察センター
持　物　飲料水、暑さ対策
問合せ　平成 25 年度ラムサール条約登録 20 周年
　　　　谷津干潟の日実行委員会　TEL：047（454）8416

ラムサール条約登録 20 周年記念
平成 25 年
谷津干潟の日第 2 弾！

東邦大学理学部生態系研究センター
訪問教授・東邦大学名誉教授。東邦
大学理学部で 30 年間、学生の臨海
実習を担当し、海岸生物の生態を教
育。また学生や研究者を対象とした

スクーバダイビング指導も先駆的に実践。主な研究
テーマとしては、東京湾生物の個体群維持機構、東京
湾環境再生、干潟生物の生態学的研究など。

風
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「8.24 愛で包もう谷津干潟」参加者募集！

干潟生物とのふれあいを通じた
環境作りを

谷津干潟自然観察センター
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【H25 年 7/1 ～ H26 年 3/31 まで】
　習志野商工会議所では、全国の商工会議所の実施に
よる商工会議所会員だけの生命共済制度「あじさい共
済」のスケールメリットを会員の皆様へ改めて知って
いただくため、当所職員が皆様の事業所へお伺いし、
共済制度のご案内をさせていただいています。
　事業主の方を始め、従業員の方々の “ いざ ” という
時のため、安い掛金で充実した保障を受けられますの
でぜひご加入・ご検討ください。

▪月々 800 円 /1 口から幅広い保障！
▪見舞金・祝金制度が充実！
▪毎年余剰金があれば配当金も！
▪ 1 年更新で医師の審査なし！
▪業務上・業務外問わず 24 時間保障！

病気による入院、事故による見舞金はもちろん、結婚
祝金、出産祝金、資格取得祝金、満了祝金などケガや
病気以外にも幅広い保障を受けることができます！

毎年加入者限定のお楽しみプレゼント企画を実施して
います。今年度はバス旅行を計画中！

あじさい共済加入者還元事業の一環として、当所が毎
年春・秋に実施している「巡回一般健康診断」の受診
料を 1,000 円～ 2,000 円 ( 口数に応じて ) の助成が受け
られます！

習志野商工会議所 柴崎・鈴木　TEL：047（452）6700
※記載の内容はあじさい共済制度の一部を記載したものです。
　ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約
　概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

「会員企業向け優遇融資」制度

会員だけの特典 福利厚生の充実を！

（無担保・無保証・金利優遇）
メンバーズビジネスローン

あじさい共済推進キャンペーン
を実施しています！

　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連携により実
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。

商品内容　
▪金利　通常年 3.25％（変動金利）、（商工会議所会
　員は通常金利より年 0.5％割引）
▪無担保、第三者保証人不要（代表者の保障のみ）

▪ 3 営業日程度で早期回答
▪融資期間は最長 5 年
※商品内容は平成 25 年 7 月 1 日現在

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「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　TEL：047（452）6700

こんなにお得なあじさい共済！

習志野商工会議所独自の給付制度！

加入者限定の還元事業もあります！

お問合せ

加入者には当所主催健康診断を最大 2,000 円割引！

※商品内容については千葉銀行の各支店へお問い合わせください。
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ちば電子調達システムを利用した
平成２６・２７年度入札参加資格
審査申請について、申請方法等に
関する説明会を開催します

※各日共、午前の部は 10 時開始、　
　午後の部は 2 時開始。開場はそれ
　ぞれ 30 分前です。
問合せ　習志野市役所　契約検査課
　　　　TEL：047（451）1151
千葉高齢・障害者雇用支援センター
の事業主等への支援業務のお知らせ
▪高齢者雇用に関する事業主への支援
　高年齢者等の雇用の安定を図るこ
とを目的に、事業主の方に雇用安定
事業に基づく給付金を支給していま
す。千葉高齢・障害者雇用支援セン
ターでは、助成金の支給に係る申請
書の受付等を行っています。
▪障害者雇用納付金制度に基づく助
　成金
　障害者を新たに雇い入れたり、障
害者の雇用を継続するために、障害
者の雇用に配慮した職場環境を整備
したり、職場への適応や仕事の習熟
のためのきめ細かい指導を行うなど、
適切な雇用管理をするための費用の
一部を助成しています。
※詳しい内容は、独立行政法人高齢・
　障害・求職者雇用支援機構千葉高
　齢・障害者雇用支援センターへお
　問合せください。
問合せ　〒 261-0001
　　　　千葉市美浜区幸町 1-1-3
　　　　ハローワーク千葉 5F
　　　　TEL：043（204）2901
　　　　FAX：043（204）2904

受講料　無料
主　催　習志野商工会議所女性会
「終活　その時あわてないために～エ
ンディングノートの大切さ～」
　後に残された家族、後継者及び従
業員が迷わず最良の対応ができるた
めの準備についてお話しします。
日　時　9 月 19 日㈭
　　　　17 時３０分～ 19 時 30 分
会　場　習志野商工会議所
講　師　NPO 法人 全国葬送支援協議
　　　　会　副理事長　鎌田明 氏
受講料　会員：無料　一般：５００円
定　員　40 名
　　　　※エンディングノートを受講者
　　　　　全員に配布します。
主　催　習志野商工会議所女性会
行政書士相談会
日　時　9 月 20 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
経営・借入条件変更相談会
日　時　9 月 27 日㈮　10 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
内　容　資金繰りや借入金返済条件
　　　　変更のための事業計画策定
　　　　支援、 金融機関に対する返
　　　　済条件変更調整、震災復興
　　　　相談他（個別相談）
相談員　中小企業診断士、公認会計
　　　　士、金融機関出身者など
費　用　無料
共　催　千葉県、千葉県産業復興相
　　　　談センター、習志野商工会議所
しっかり学ぶパソコン講座10月講座
日　時　10 月 1 日㈫～毎週火曜・金曜
内　容　①ワード・エクセル基礎
　　　　　10,900 円（テキスト代込）
　　　　②ワード・エクセル応用
　　　　　9,100 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 2007、
　　　　 エクセル 2007）

発明相談会
日　時　8 月 20 日㈫　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
創業塾　受講生募集
日　時　9 月 7 日㈯、8 日㈰、15 日㈰、
　　　　21 日㈯　全 4 日間
　　　　9 時 30 分～ 16 時 30 分
内　容　起業、創業に関する基礎知
　　　　識の学習から、より実践的
　　　　なビジネスプランの作成、　
　　　　経営に必要な「事業家資質」
　　　　の習得を目指します。
場　所　習志野商工会議所
対　象　市内在住で独立、開業に興味
　　　　のある方（創業間もない方）
費　用　3,000円（全4回分・資料代）
定　員　40 名
「〔女性限定〕オービックシーガルズ
のアメリカンフットボールの魅力教え
ます」
　3 年連続日本一となった習志野市を
ホームタウンとする社会人アメリカン
フットボールチーム　オービックシーガ
ルズの方を招いて、アメリカンフット
ボールの魅力、女性の方にも分かり易
い観戦のポイントをお話しいたします。
日　時　9 月 9 日㈪　17 時～ 18 時
会　場　習志野商工会議所
講　師　㈱ OFC 渡辺滋之 氏
　　　　ほか現役選手
対　象　アメリカンフットボールに興味
　　　　のある女性（男性の方は女性
　　　　同伴の場合のみ可）

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ

開催日 会　場 申込期限
8/20 ㈫ 香取市佐原文化会館 8/17 ㈯
8/22 ㈭ 茂原市民会館 8/19 ㈪
8/28 ㈬ 君津市民文化ホール 8/25 ㈰
9/ 2 ㈪ 市川市文化会館 8/30 ㈮
9/ 4 ㈬ 柏市民文化会館 9/ 1 ㈰
9/ 6 ㈮ 千葉市民会館 9/ 3 ㈫
9/12 ㈭ 千葉市民会館 9/ 9 ㈪
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　昨年 12 月に開業した秋津会計事務所、代表税理士の太
和田さん。
　習志野市出身在住ということもあり、市内事業所を主
とした地域密着型の事務所作りに日々励んでおり、お客
さんとの対応は誠実かつ、親身になった対応を常に心掛
けているそうです。
　業種を問わず対応していますので市内事業所の方はぜ
ひご相談ください。

住所：習志野市秋津 4-15-9
代表者名：太和田 章さん
TEL：047（451）5480　FAX：047（451）5480
携帯：080（6590）1525　メール：aktawada@nifty.com

地図QRコード

秋津会計事務所

　藤崎に事業所を構える㈱銀匡堂では主に美顔化粧品を
取り扱っています。
　今、大人気なのは人参とカボチャから生まれた口紅。
従来の口紅とは異なり、ベータカロチンが自然にやさし
く浸透するので、お肌の弱い方にも安心して使うことが
できます。色は全 10 種類。現在サンプルを無料プレゼ
ントしていますので気になった方がおりましたら一度お
電話をしてみてはいかがでしょうか。

住所：習志野市藤崎 2-18-19　
代表者名：福原 卓雄さん
TEL：047（475）8871　FAX：047（479）0474
定休日：土日祝日　営業時間：9 時～ 17 時

地図QRコード

㈱銀匡堂

　京成実籾駅から徒歩 8 分にあるお好み焼・もんじゃ焼・
ジンギスカンのお店、鈴蘭苑。
　代表の石渡さんおすすめは臭み、クセがないジンギス
カン、自家製の焼肉タレに相性が抜群。また、エビスビ
ール中ジョッキは 504 円の格安価格で提供しています。
座席は全部で 66 席ありますので大中小宴会が可能です。
コースメニューも予算に合わせて可能ですのでぜひご利
用ください。

住所：習志野市実籾 4-34-5　代表者名：石渡 敏夫さん
TEL：047（475）7428　定休日：HP でご確認ください
営業時間：月～土曜 17 時～ 1 時　日曜祝日 16 時～ 1 時（ラストオーダー 0 時）
HP：http://locoplace.jp/t000175614/

HP QRコード

　創業 40 周年を迎えた不動産販売を主に行っている、
㈲青葉住宅販売。
　長年の営業実績から、習志野市内はもちろん、エリア
を問わず、幅広く、住まい探しの相談から物件の引き渡
しまでワンストップでお客様へ提供しています。
　HP では扱っている物件を検索することができますの
で事前に調べてからご相談されるとスムーズです。お困
りの方がいましたらぜひご相談ください。

住所：習志野市鷺沼 1-6-3　
代表者名：工藤 正次さん
TEL：047（408）0340　FAX：047（408）0342
HP：http://www.aoba-j.jp/

HP QRコード

㈲青葉住宅販売 津田沼支店

鈴 蘭 苑


