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　「習志野市内従業員表彰式」が 11 月 19 日㈫に銀座
アスター津田沼賓館で開催され、日本商工会議所会頭
賞で 45 年以上勤続の池田竜二さん（アシザワ・ファ
インテック㈱）、40 年以上勤続の小川鈴枝さん（㈱ニ
シマキ）をはじめ、市長賞や商工会議所会頭賞などの
名誉ある賞を受賞されました。受賞された皆様には、
今後のご活躍をご祈念するとともに、心からお祝いを
申しあげます。
 日本商工会議所会頭賞　【 勤続 35 年以上 】
　池田 竜二［アシザワ・ファインテック㈱］
　小川 鈴枝　菅野 八郎　鈴木 太喜司［㈱ニシマキ］
 習志野市長賞　【 勤続 25 年以上 】
　会田 武彦　江﨑 正敏　鈴木 博之　鈴木 光弘
　竹内 信治［アシザワ・ファインテック㈱］
　次良丸泰子［㈲和商店］　田久保恵美子［㈱ニシマキ］
 習志野市長賞　【 勤続 20 年以上 】
　土佐 寿美子［㈲和商店］　由川 かおり［コメット工業㈱］
　高杉 利直［本田土木工業㈱］
 習志野商工会議所会頭賞　【 勤続 15 年以上 】
　鈴木 貫太　田中 裕樹　長田 栄　深谷 孝
　村上 喜彦［コメット工業㈱］
　石川 智子　上代 恒　奈良 重則［白鳥製薬㈱］
 習志野商工会議所会頭賞　【 勤続 10 年以上 】
　岩柳 圭史　小倉 拓也　松浦 弘子　松本 浩一
　［セイスイ工業㈱］　山本 千草［習志野商工会議所］
　中村 亨　柳岡 信夫［㈱樋口製作所］
　華表 延宏　橋本 宏［㈱レカムサービス］
 習志野商工会議所会頭賞　【 勤続 5 年以上 】
　藤原 美恵　前 巌代［㈲杉田モータース］
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　　　 40 名が喜びの受賞
第24回習志野市内事業所
従業員表彰式

　 報告 　鈴木 大介　田邊 隼也［セイスイ工業㈱］
　太田 佳典　村田 和子［ティ・オーオー㈱］
　本田 昌子［習志野商工会議所］
 功労賞
　由川 かおり［コメット工業㈱］
　大塚 将光［本田土木工業㈱］　　　　　　　　  （敬称略）

　今年で第 3 回目となる青年部主催婚活パーティーが、
11 月 3 日㈯アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉で
開催されました。
　当日は応募多数のなか抽選で選ばれた 70 名の男女が
参加し、ワインテイスティングゲームをはじめ、賑やか
な雰囲気の中で、会話が弾み、７組のカップルが成立
するなど出会いの場の創出となりました。

　10 月 19 日㈯より開講した、きらっと習志野「女性
起業家経営塾」が 11 月 30 日㈯に終了しました。
　講義は、地元習志野で活躍する起業に関する専門家
を中心に、すでに創業している女性経営者や地元金融
機関の方などを講師に迎え、創業の心構え・ビジネス
プランの作成やホームページ・SNS などを活用した販
促方法、創業融資等公的支援制度の活用方法などの講

　　　 全 6 日間の講座が終了
きらっと習志野

「女性起業家経営塾」

　 報告

2 マルケイ融資をご利用ください［年利1.60％で１千五百万まで（11月27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！

　　　 青年部主催
『婚活』パーティー in 幕張浜

　 報告

ワインテイスティングゲームでは各テーブル盛り上がりました
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義を行いました。
　参加者からは「創業へ向けて更に意欲的になった」
など前向きな意見等が多く寄せられました。
　当所では、今後も将来の地域や産業振興に主要な創
業を目指す方々への開業育成・新事業立上げを支援し
ていきます。

　この表彰は、積極的な事業展開による地域経済への
貢献や様々な地域活動への取り組みなどを続けてきた
企業等へ贈られるもので、この度、谷津商店街協同組
合が、長年にわたり商店街の振興や発展に取り組んで
きたとして、『平成 25 年度千葉のちから「商店街表彰」』
を受賞されました。

　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」を千葉工業大学、NPO 国際ロボフェ
スタ協会との共催で開催しました。
　昨年度から会場を 2 か所に分けて実施。モリシア津
田沼では 3 部門（知能ロボット競技、子ども絵画コン
テスト、企業・研究室展示）、千葉工業大学では 1 部門（ロ
ボットキット制作体験）を行い、各部門、各会場は大

いに賑わいをみせました。

　サービス業部会（布施國雄部会長）では、習志野・
船橋・八千代・浦安の 4 商工会議所の会員のビジネス
マッチングを目的に「ビジネス商談会」を開催します。
お申込みいただいた全事業所の中から商談したい相手
を選び、事務局が調整の上、合意した事業所同士で商
談を行う事業です。市外事業所との取引きっかけとし
て、ぜひこの機会をご活用ください（昨年度50件商談）。
開催日　平成 26 年３月 20 日㈭
場　所　船橋商工会議所（船橋市本町 1-10-10）
費　用　無料
参加資格　4 商工会議所いずれかの会員であること
申　込　同封のチラシをご覧いただきお申込ください。

　本誌（平成 26 年 2 月号）にメンバーズ優待券の折込
みを予定しています。本誌に折り込むことで、全会員に
配布し、その経営者・家族・従業員が、優待店（会員）
でこれを切り取って提示して、優待サービス（商品）の
提供を受ける事業です。この機会にぜひご利用ください。

3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！

　 募集　　 　昨年度エントリー 50 事業所

第5回ビジネス商談会
習志野・船橋・八千代・浦安商工会議所主催

会員限定
無　　料

本誌の平成 26 年 2 月号に
メンバーズ優待券を折り込みます

　　　 谷津商店街協同組合が受賞
おめでとうございます
平成 25 年度千葉のちから「中小企業表彰」

　　　 第６回
先端ものづくりチャレンジ
2013 イン習志野を開催

　 報告

問合せ：習志野商工会議所
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744
　：同封チラシ有り

表彰を受けた谷津商店街協同組合　理事長 風見さん（右）、副理事長 青木さん（左）

　 受賞

多くの来場者が訪れた知能ロボット競技
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就任あいさつ
　このたびの臨時議員総会におきまし
て、習志野商工会議所第７代会頭にご
選任をいただきました。
　前任の鈴木会頭におかれましては、
大変厳しい社会経済状況のもと、８年
余にわたり、先頭に立って、地域経済
の振興・組織の拡充に全力で取り組ん
でこられました。　
　社会経済の重要な転換期であるこの

時期に私は、前会頭が築いてこられた組織基盤を礎とし
て、会員事業所の持てる経営の潜在力が最大限発揮され
るよう、各種事業を通じて後押しするとともに、将来の
地域経済発展の希望を託すことのできる力強い商工会議
所の創造が責務と認識しております。
　そのために、商工会議所への参加機会として、業種の
改善発達を役割とする「部会」や重要な事業活動に関す
る調査研究を担う「委員会」、青年や女性経営者の研修・
活動の場としての「青年部・女性会」などの主要な機関
の活性化が、会員の皆様の主体性により実現できる環境
づくりを基本に据え、経営支援のための「経営改善普及
事業」をきめ細かに実施するなど、転換期における会員
事業所の “ 成長のエンジン ” としての役割を果たすため
に、何よりも現場主義に立ち “ 基本に忠実で誠実 ” な事
業執行を心掛け、皆様の商工会議所に対する負託に応え
てまいる所存でございます。
　結びに、前会頭同様に、信頼する 3人の副会頭ともど
もご支援を賜りますよう、心からお願いを申し上げ、会
頭就任のご挨拶とさせていただきます。

退任あいさつ
　この度、私は任期満了を迎え、習志野
商工会議所会頭の職を退任いたしました。
　平成 17 年に、白井会頭の後を受けて
会頭に就任した際、「明るく元気な商工
会議所」をスローガンに掲げ、皆様の
深いご理解のもと、中小企業と地域経
済の振興に取り組んでまいりました。
　景気低迷や大震災等、社会経済全般
において大変厳しい８年でございま

したが、就任早々に、当時最大の懸案事項でありました
組織強化を目標に「会員増強 2100」運動を提唱し、多く
の会員拡大を果たした際、皆様と共に喜びを分かち合え
たときの様子が昨日のことのように思い起こされます。
　在職中に皆様からお寄せいただきましたご高配とご厚
志に衷心より感謝を申し上げますとともに、後任の白鳥
会頭にも私同様のお引き立てを賜りますようお願い申し
上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。

　11 月 1日㈮開催の「臨時議員総会」及び 11 月 26 日㈫開催の「常議員会」において、任期満了に伴う役員の改選が行
われ、習志野商工会議所第 11 期の新体制がスタートしました。（同封の役員・議員名簿をご参照ください）
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習志野商工会議所 第 11 期 会頭・副会頭就任ご挨拶

就任あいさつ
　平素より習志野商工会議所の運営
に対し格別なるご理解、ご協力を賜
り有難く厚く御礼申し上げます。
　「会員の会員による会員のための商
工会議所」
　より良き社会の創成に有益な職業
人の集いが商工会議所であると思い
ます。
　職業人の集う中で会員同志が相互

尊重の認識の基、研鑽し合い、自らの職業の品位を高め
合うことにより地域社会の更なる発展に奉仕いたすこと
が出来るものと思います。
　理想を申し述べましたが、そのためには会員事業所の
繁栄が基礎であります。会員皆様の事業の益々のご発展
をご期待申し上げご挨拶とさせていただきます。

就任あいさつ
　このたび副会頭の大役を仰せつかり
ました、東洋エンジニアリングの内田
と申します。出身は愛知県、東京で学
生時代を過ごした後、千葉の会社に入
り、谷津に住んで 30 年になります。干
潟やバラ園など豊かな自然環境に恵ま
れつつ、交通、商業施設へも至便とい
う住環境をとても気に入っています。
これまで、地域活動はほとんど行って

きませんでしたが、大役をお引き受けした以上、習志野市
の産業振興と発展にできる限り努力したいと思っておりま
す。よろしくお願い申し上げます。

就任あいさつ
　このたび初めて副会頭を拝命した芦
澤と申します。事業は機械メーカーで、
二十余年前に都内から茜浜に移転して
以来、粉砕機など先端技術のモノづく
りと、従業員にやさしい職場づくりに
励んでおります。これまで皆様との交
流が少なく、また四十歳代の若輩です
ので、この大役は未知への挑戦であり
ます。微力ながら白鳥会頭を補佐しつ

つ、あらゆる地域や業種の経営者そして行政や勤労者が
つながり、共に発展する習志野を目指したいと存じます。
ご指導ご支援をお願い申し上げます。

白鳥 　豊 会　頭
白鳥製薬㈱
代表取締役社長

高橋 　賢 副会頭
三興ベンディング㈱
代表取締役

鈴木 喜代秋 前会頭
朝日新聞 習志野販売㈱
代表取締役

芦澤 直太郎 副会頭
アシザワ・ファインテック㈱
代表取締役社長

内田 正之 副会頭
東洋エンジニアリング㈱
取締役 常務執行役員



5（順不同　敬称略）

　11 月 11 日〜 11 月 20 日に開催された各部会総会において、第 11 期の部会役員（部会長、副部会長、幹事）が
選任され、11 月 26 日㈫の常議員会にて承認されました。部会は、業界の動向や経営問題についての情報交換を行
うほか、部会員の啓発および親睦を図るため、研修会・講習会・視察などの各種事業を実施しています。皆様には
入会の際にいずれかの部会に所属していただいています。ぜひ、所属する部会事業にご参加ください。

４部会の役員が決定！～部会事業にご参加ください～

商業部会（食品業分科会）

部　会　長　布施 國雄 
　　　　　㈱レカムサービス
副部会長　佐々木 秀夫 ダンデイエ
ンタープライズ㈲／小川 光浩 ㈱千
葉銀行 津田沼支店／内山 賢治 ㈱

JCN 船橋習志野／岩澤 良隆 ㈲スパックス・ヘルス
プラン研究所
幹　　事　織戸 克久 ㈲織戸自動車整備工場／加瀬   
仁 ㈱京葉銀行 実籾支店／関口 勝裕 京葉交通㈱／
石井 友治 ㈲サントク／山本 孝広 ㈱千葉興業銀行 
習志野支店／泉水 秀一  千葉信用金庫 津田沼支店
／田邉 二美男 東洋観光㈱／三橋 一夫 ㈱習志野都
市開発センター／庄司 和正 房総メンテナンス㈱／
森 英樹   森英樹税理士事務所／ 植田 浩義 ㈱ PCF
テクノロジー

（金融業分科会）
分科会長　小川 光浩 ㈱千葉銀行 津田沼支店
幹　　事　加瀬 仁 ㈱京
葉銀行 実籾支店／山本 
孝広 ㈱千葉興業銀行 
習志野支店／泉水 秀一  
千葉信用金庫 津田沼支店

サービス業部会
（金融業分科会）

布施 國雄 部会長

部　会　長　樋口 惠己 ㈱樋口製作所
副部会長　小出 惠勇 ㈱ 小出ロール
鐵 工 所 習 志 野 工 場 ／ 由 川 久 子 
コ メ ッ ト 工 業 ㈱ ／ 金 野 充 ㈱
KONNOPRO ／吉田 茂雄 広栄化学
工業㈱

幹　　事　日下 敏昭 ㈱日下製作所／水野 清一 佐
藤金属㈱湾岸センター／岡本 和彦  ㈱三和理化学
研究所／嶋崎 利行 島崎熱処理㈱／小川 惣兵 ㈱新
生電機製作所／脇田 重雄 ㈱東魁楼食品／細井 良
則 東葛工業㈱／金子 忠
雄 東和製罐㈱／横田 耕
太郎 日本クロイド工業
㈱／飯島 松樹 松樹印刷
㈲ ／ 村 山 正 久 ㈲ 村 山
モータース

工業部会
部　会　長　鯨井 徹 
　　　　　㈲鯨井測量建築事務所
副部会長　齋田　隆　栄工業㈱／田久
保　浩一　田久保建設㈱／横打　研　 
㈱横打／伊藤　達也　藤建㈱
幹　　事　秋山　奈穂子　秋山木材産

業㈱／伊藤　幸雄　㈲伊藤設備／久保木　慎一　㈲久保
木畳店／林　正美　京葉測量㈱／田村　茂　サービス電
機㈱／鈴木　千博　鈴木水道㈱／竹谷　嘉夫　総栄建設
㈱／清水　晴好　㈱ビッグアイ／鈴木　工仁　福葉水道
㈱／高山　貴子　本田土木
工業㈱／三代川　寿朗　三
代川不動産㈱
相　談　役　安西　光男　㈱
ナラデン

建設業部会

部　会　長　柏木 清孝 ㈲大久保園
副部会長　鈴木 和弘 ㈱ミツワ堂／
 池田 博 ㈲池田屋／髙橋 勝 ㈲髙橋
化粧品店／司茂 晃史 ㈱司茂商店
幹　　事　中川 裕一 ㈱イトーヨーカ
堂津田沼店／榊原 洋志 銀座アスター

津田沼賓館／髙橋 健二 ㈱サカエヤ／原田 克治 ㈱ジ
オ・アカマツモリシア津田沼マネジメントセンター／
金子 正 ㈱茶茶／時田 清信 ㈲時田／金子 恵伍 鳥料
理 味味／三橋 正文 ㈲習志野スポーツ／萩原 康孝 
松葉寿し／渡邊 康行 ㈲芳亀／青木 洋 あかね家／
坂井 元昭  江戸家ぎょうざ／杉林 昇 津田沼一丁目
商店会／風見 一輝 谷津商店街協同組合／和田 一利
㈲大和屋書店
相　談　役　高橋　賢　三興ベンディング ㈱／萩原　昇　 
松葉寿し

（食品業分科会）
分科会長　池田 博 ㈲池田屋
幹　　事　榊原 洋志 銀座
アスター津田沼賓館／金子 
恵伍 鳥料理 味味／萩原 康
孝 松葉寿し／渡邊 康行 ㈲
芳亀／青木 洋 あかね家／
坂井 元昭 江戸家ぎょうざ

柏木 清孝 部会長

樋口 恵己 部会長 鯨井 徹 部会長
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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の検定試験【簿記検定試験・販売士検定試験】
直近の試験日　販売士検定　1・3級　２月19日㈬　　簿記検定　2～3級　２月23日㈰　　

申込み　あじさい共済加入者へ応募チラシを FAX します。
締　切　平成 25 年 12 月 25 日㈬まで
発　表　平成 26 年 1 月 14 日㈫
　　　　当選者は商工習志野 2 月号にて掲載します。
問合せ　習志野商工会議所　柴崎　鈴木
　　　　TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744

　会員の皆様からのニーズにお応えして、充実した宿泊施
設や各種サービスが魅力の新プラン「えらべる倶楽部」を
12 月より開始します。東京商工会議所と株式会社 JTB ベネ
フィットが提携し、CLUB CCI 向けにカスタマイズした独
自のプランです。JTB が取り扱う全国約 4,000 の旅館・ホテ
ルをはじめ、国内パック旅行をご利用の場合は、1 泊 1 名あ
たり 2,000 円の宿泊補助が用意されています。また、スポー
ツクラブ、スキルアップ、メンタルヘルスケア、映画、アミュー
ズメント、レジャー施設の割引や、メンタル、健康、子育て
などの無料相談、結婚、出産、入学といったお祝いサービス
などメニューは充実し、様々なニーズに対応しています。
　CLUB CCIでは、新プラン「えらべる倶楽部」の導入により、
ニーズや予算に合わせて合計 3 つのプランからお選びいただ
けることとなりました。
 お問合せ　習志野商工会議 経営室 TEL：047（452）6700

あじさい共済 加入者限定

CLUB CCI に宿泊・旅行・
サービスが充実の新プラン

「えらべる倶楽部」

お年玉プレゼント！
習志野市ふるさと産品の
認定申請受付中

例 各社レンタカー割引…最大 55%引    例 空港駐車場割引…駐車料金 45%引

国内外の宿泊施設をお得にご利用いただけます。リゾート・宿泊施設

例 法人会員券 525 円 / 枚➡ 490 円、ご利用料金 /1 回➡ 1,600 円など様々な特典をご用意しております。

スポーツクラブ・アウトドア

例 東京ディズニーリゾート ®/ ユニバーサルスタジオジャパン ®/ キッザニア … 1 名 1,000 円補助（年間 1 回 4 枚まで）

エンターテイメント＆レジャー

例 ベビーシッター … 入会金・年会費➡無料　例 スキルアップ … えらべる倶楽部 e ラーニング➡ネット無料講座

育児・介護・ライフサポート

① スカイツリーを
　 見る！上る！
　 バスツアー

③ ワイン ④ 肉まん
　 あんまん
　 セット

10事業所

10事業所

10事業所

② お花
 　ギフト
 　セット

1事業所2名まで30名ご招待

人気のレジャー施設も会員価格で利用可能です

心も体もリラックス

あなたの生活の力になります

　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、習志野市の紹介と及び地場産業の振興と市
民のふるさと意識の高揚を図っています。
　認定品には認定証（無料）、認定表示ラベル（有料）
を交付するほか、パンフレットを作成し、PR と推奨
をしていますので該当する産品を市内で生産している
事業者の方はぜひ認定申請ください。

平成 25 年 12 月 10 日〜平成 26 年１月 31 日迄
※【対象】、【認定基準】などの詳細は当所ホームページを
　ご覧いただくかお電話にてお問合せください。

習志野商工会議所　橋本　
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744
メール：key21@narashino-cci.or.jp

認定申請受付期間

問 合 せ
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7習志野商工会議所会館をご利用ください！【当所会員は特別料金にて貸し出しています】
会議・セミナー・サークル活動、パソコン教室など様々な用途に合わせてご利用できます

習志野市制施行 60 周年　
平成 26 年新春賀詞交歓会
日　時　1 月 8 日㈬　11 時 30 分～
　　　　（受付：11 時～）
場　所　習志野文化ホール
費　用　4,000 円（当日会場にて）

イオンモール幕張新都心開店
　「イオンモール幕張新都心」（千葉
市美浜区豊砂１－１）が 12 月 20 日㈮
9 時よりグランドオープンとなります。
当日は交通渋滞が予想されますので近
隣企業方はご注意ください。

「事業主の皆様へ　個人住民税の特
別徴収にご協力ください」
　個人住民税の特別徴収とは、給与
支払者が所得税の源泉徴収と同様に、
従業員に代わって毎月支払う給与から
住民税を徴収し、納入していただく制
度です。給与を支払う事業主は、原則
としてすべて特別徴収義務者として住
民税を特別徴収していただくことになっ
ています。（地方税法第３２１条の３お
よび第３２１条の４）
　従業員ごとの住民税額は、課税資料に
基づいて市町村で計算し、お知らせします。
　また、従業員が納税のために金融機
関や市町村の窓口に出向く手間もかか
りませんし、普通徴収の納期が年４回
であるのに対し、特別徴収は毎月の給
与からの引落し（年１２回）なので、１
回あたりの負担が少なくなっています。
　まだ、特別徴収を行っていない事業
主の皆様は、 制度をご理解の上、ご
協力をよろしくお願いいたします。
問合せ　習志野市役所 市民税課　
TEL：047（４５１）１１５１
工業統計調査へのご回答を！
　工業の実態を明らかにするため、製造
業を営む事業所を対象として、１２月３１
日現在で、工業統計調査を実施します。
　調査員が伺いますのでご回答をお願
いします。
経済産業省　千葉県　市区町村
介護就職デイ就職面接会 in 船橋
　ハローワーク船橋では、介護分野の
人材確保と雇用の促進を図るため、平
成 25 年度「介護就職デイ就職面接会

ｉｎ船橋」を開催します。

発明相談会
日　時　12 月 17 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
問合せ　習志野商工会議所
行政書士相談会
日　時　12 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
問合せ　習志野商工会議所
源泉税納付＆改正消費税個別相談会
日　時　1 月 8 日㈬、16 日㈭
　　　　10時～16時（昼休憩1時間）
場　所　習志野商工会議所
持　物　① 25 年分源泉徴収簿②給与
　　　　支払明細書③扶養控除等申告
　　　　書④源泉税納付書⑤ 25 年分
　　　　下記源泉納付書 ･ 源泉徴収簿
　　　　⑥国保・年金・生命保険・地
　　　　震保険・介護医療保険 等控
　　　　除証明書⑦印鑑　など
費　用　無料
問合せ　習志野商工会議所

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ

日　時　12 月 17 日㈫
　　　　13 時 30 分～ 16 時
場　所　船橋市民文化創造館
　　　　船橋市本町 1-3-1
　　　　フェイスビル 6F
内　容　ハローワーク船橋管内の事業
　　　　所を中心に約 15 社が参加
対　象　介護職を希望する求職者
問合せ　ハローワーク船橋
　　　　TEL：047（420）8609
東京電力からのお知らせ

「でんき家計簿」会員登録募集中
　インターネットで毎月の電気料金や使
用料を確認できる東京電力のサービス

「でんき家計簿」は、会員登録してい
ただくことでさまざまなコンテンツが利
用可能です。登録方法、内容などの詳
細は下記 URL よりご覧ください。
http://www.tepco.co.jp/kakeibo/
千葉県の最低賃金が改正されます
千葉県最低賃金
　改正時間額：777 円　
　発　行　日：H25.10.18
千葉県特定最低賃金
調味料製造業
　改正時間額：827 円　
　発　行　日：H25.12.25
鉄鋼業
　改正時間額：867 円　
　発　行　日：H25.12.25
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
　改正時間額：843 円　
　発　行　日：H25.12.25
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業
　改正時間額：846 円　
　発　行　日：H25.12.25
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具・理化学機械器具製造
業、医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、時計・
同部分品製造業、眼鏡製造業
　改正時間額：829 円　
　発　行　日：H25.12.25
各種商品小売業
　改正時間額：807 円　
　発　行　日：H25.12.25
自動車 ( 新車 ) 小売業
　改正時間額：838 円　
　発　行　日：H25.12.25
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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
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　（旧）松尾ゴルフ倶楽部としてオープンしてから今年
で 20 年を迎え、高級ゴルフクラブとして高い評価を得
ているラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部。
　習志野商工会議所入会を記念して「会員限定」特別料
金を設定していただきました。平日 12,500 円　土日祝
日 19,500 円（キャディー付・限定昼食付）　
※セルフは 1,350 円 OFF ！ご予約は営業担当：田畑さん
　まで。ぜひお得なキャンペーンをご利用ください。

住所：山武市松尾町八田 1563　代表者名：支配人　川居敬和さん
TEL：0479（86）6401（代表）0479（86）6400（予約専用）
FAX：0479（86）6432　定休日：1 月 1 日のみ
営業時間：土日祝日　7 時より　平日　8 時より

地図 QRコード

ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部

　実籾駅から徒歩 1 分にある季節料理松利。外観、店内
は女性だけのグループでも入りやすい落ち着いた雰囲気
です。日々新鮮な魚を提供することを心掛けていますの
で刺身はおすすめです。刺身にぴったりな日本酒、焼酎
も豊富に取り揃えています。また、冬季は河豚も扱って
います。コース料理は 3,000 円～で大皿料理や一品懐
石料理など希望に合わせた内容に決めることができます
ので、忘年会、新年会にぜひご利用ください。

地図 QRコード

松　利

　40 年以上の歴史とトレーニングにおける圧倒的な実
績を誇るゴールドジム。世界 30 ヵ国 300 万人以上の
会員を持つ世界最大のフィットネスクラブです。
　初心者の方からベテランまで万全の体制でサポート
を受けることができます。現在、入会料 5,250 円が無料、
施設利用体験 2,630 円が 500 円になる大変お得なキャ
ンペーンを実施中ですので、この機会にぜひご入会く
ださい。

住所：習志野市津田沼 5-12-4 京成津田沼駅前ビル地下 1 階
TEL：047（455）0022　FAX：047（455）0044　
定休日：第 3 月曜日
営業時間：月～金 7 時～ 23 時 土曜 9 時～ 23 時 日曜祝日 9 時～ 20 時

地図 QRコード

ゴールドジム津田沼千葉

　千葉県に特化した求人サイト「千葉キャリ」には転職・
新卒・アルバイト向けの 3 つのサービスがあり、利用企
業は累計で 1,200 社を数えます。最近は、広告掲載料で
はなく、採用が出来た時のみに料金が発生する成功報酬
型プランも登場。中小企業にとっては使いやすい仕組み
となっています。12/20 に習志野商工会議所にて無料セ
ミナー「成功報酬型プラン誕生！インターネット求人サ
イトの活用法」を開催しますので、ぜひご参加ください。

住所：船橋市本郷町 475-1-402　
代表者名：種村剛さん
TEL：047（334）8634　FAX：047（334）8666
HP：www.chibacari.com 

HP QRコード

千葉キャリ

住所：習志野市実籾 4-1-1 真壁ビル 1 階　代表者名：関利明さん
TEL：047（475）6559　FAX：047（475）6559
定休日：日曜祝日（週末を除く）
営業時間：11 時 30 分～ 13 時 30 分　17 時～ 23 時


