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役割を果たすために、現場重視の姿勢で「基本に忠実」
な事業執行を心掛け、皆様の負託に応えてまいる所存
でございます。
　結びにあたり、本年が皆様にとりまして、より良い
年になりますよう、ご祈念申し上げますとともに、変
わらずご支援を賜りますようお願い申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

習志野市長　宮本 泰介
　新年おめでとうございます。皆
様におかれましては、輝かしい新
年をお迎えのこととお喜び申し上
げます。
　本年、習志野市は市制施行60周

年を迎えます。昭和29年8月1日、千葉県で16番目の
市として誕生した習志野市は、昭和45年に制定した

「文教住宅都市憲章」をまちづくりの理念として、皆様
と手を携えながら、都市と自然とが調和のとれたまち
づくりを目指して発展してまいりました。
　本市にとって平成26年は、市制施行60周年を迎え
る記念すべき年であるとともに、新たな基本構想・基
本計画によるまちづくりがスタートします。本市が
目指す将来都市像である「未来のために～みんながや
さしさでつながるまち～習志野」を実現するため3つ
の目標として、支え合い・活気あふれる「健康なまち」、
安全・安心「快適なまち」、育み・学び・認め合う「心豊か
なまち」を掲げております。
　習志野市が豊かな未来を築くためには、地域経済の
発展は必要不可欠であり、「市民みんなが夢と輝きを
もって働ける都市（まち）づくり」に向けて、実効性の
ある施策を推進してまいります。具体的な方針とい
たしまして、商業振興では、商店街の活性化として、
身近で便利な商店街づくりや商店同士の連携、市民等
の参加による地域と連携した活力と魅力創出への取
り組みを推進してまいります。併せて、個店の魅力向
上や時代に対応した新しい魅力をもった商店街づく
りを支援いたします。
　工業振興では、産学民官連携による産業基盤の強化
や技術開発力の向上、新技術・新製品の開発を支援し、
また、操業環境や道路交通網の整備に取り組んでまい
ります。また、中小企業の経営支援におきましては、
経営基盤の強化と経営革新や資金繰りの円滑化等、安
定経営の支援策に取り組んでまいります。
　昨年、積年の念願であった谷津船橋インターチェン
ジが開通し、臨海部においては新たな流通業が進出す
るなど、本市の産業経済は活性化の兆しが表れており
ます。記念すべき市制施行60周年の年が新たな飛躍

（Jump）の年になりますよう、皆様のご理解とご協力
をお願い申し上げます。
　結びに、貴会会員の皆様のご健勝と、なお一層のご
活躍を祈念いたしまして新年のご挨拶といたします。

習志野商工会議所　会頭　白鳥 豊
　希望に溢れる平成26年の新春に
あたり、会員並びに習志野市民の
皆様に、謹んでご挨拶を申し上げ
ますとともに、旧年中に習志野商
工会議所へお寄せいただきました

ご支援に、心から深くお礼を申し上げます。
　私は、任期満了で勇退されました鈴木前会頭の後任と
して、習志野商工会議所第７代会頭に就任いたしました
白鳥でございます。前会頭は、大変厳しい社会経済環境
のもとで８年余の間、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。ここに改めて、その功績
に深く敬意と感謝を表するものでございます。

特性を活かした「まちの活性化」
　本年、「市制施行60周年」を迎える習志野市は、将来
にわたって活力ある豊かな都市を創造する上で大変
重要な１年でございます。
　習志野市は、大学や企業における人的資源や交通面
における立地的優位性など、地域資源に恵まれた都市
でございますので、私どもにおきましても、地域商業
や産業の経営的側面からの支援に止まらず、60周年記
念事業を通じて、都市特性を生かした「まちの活性化」
に貢献することが重要な１年と考えているところで
ございます。

現場で政策をきめ細かに推進
　経済面では、最新の景気調査から、政策の恩恵が中小
企業にも波及しつつあることや消費者心理の改善が進
むなど、拡大の裾野が広がりつつあることが伺えます。
　まさに、厳しく長かったデフレ経済から、「成長経済」
への移行を果たすべき、重要な転換期にあり、経営者・
社員の一人ひとりが、この成長を確かなものとするた
めに果たす役割は誠に大きなものがございます。
　このような時期に、地域総合経済団体であります商工
会議所の会頭を仰せつかった私は、会員の強みと潜在力
が発揮されるよう、中小企業支援策を現場できめ細かに
推進するとともに、地域発展の希望を託すことのできる
強い商工会議所の創造が責務と考えております。

会員の主体性が発揮できる環境へ
　その実現のために、会員の皆様の想いと期待が反映
され、部会や委員会、青年部・女性会などの主要な会
の活性化が、会員の主体性によって実現される環境づ
くりを運営の基本に据え、会員の「成長のエンジン」の

年頭所感
Jump 習志野 60

期待される強い商工会議所を
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日本商工会議所　会頭　三村 明夫
　明けましておめでとうございま
す。日本商工会議所会頭に就任し
て初めて新年を迎えました。

「日本再出発の礎」を築く
　私は、昨年11月の会頭就任時に「新たな日本再出発
の礎を築く」とした所信を表明し、絶えざる進化によ
り、さらなる飛躍に向けて全力を尽くすことを会員の
皆様に誓いました。新たな再出発を果たして成長を
実現していくため、「わが国の強みと潜在力の再認識
とその発揮」、「民間の自助努力」、「成長につながる国
際化」の３つの視点を踏まえた上で、「現場主義」と「双
方向主義」を基本行動として、商工会議所の運営に取
り組んでまいります。

民主導で「成長戦略」実行
　さて、昨年は、アベノミクスによりデフレ脱却の絶
好の機会を得ることができ、2020年のオリンピック・
パラリンピックの東京開催も決まったことから、将来
に希望を持つことができた年でした。今年はデフレ
脱却と経済再生の道筋を確実にするための正念場の
年となります。デフレマインドから脱却し、自信を
持って前向きな行動マインドに転換する、いわば「国
のリセット」の年と言えます。
　その成否を握るのは「成長戦略」であり、その実行の
主役は民間企業、特にその大宗を占める中小企業で
す。海外経済の緩やかな持ち直しや円高修正などに
より、大企業を中心に業績の回復がみられ、各種経済
指標も好転傾向にありますが、中小企業の景況感は、
原材料費や人件費の上昇を価格に転嫁できていない
などの理由により、依然としてまだら模様と言わざる
を得ない状況です。わが国の成長を確実なものとす
るためには、日本経済の基盤を支える中小企業全体の
底上げを実現する必要があります。
　そのためには、まずはわれわれ自身が、日本経済を支
える主体としての気概と自信を持ち、自助努力を重ねる
ことが大事です。多くの中小企業は、独創的なアイデア
や創意工夫を持って、限られた経営資源を最大活用し、
成長を図っています。知恵を絞りに絞って課題解決を
図っている好事例は貴重な財産ですので、商工会議所が
中心となって、広く横展開を図ってまいります。
　一方、消費税率の引き上げによる価格転嫁の問題な
ど、自らの力だけではどうしても解決できない構造的
な課題に直面している企業も数多く存在します。こ
うした課題の解決策については、現場と丹念に対話を
重ねることで政策提言にまとめ、政府等に積極的に発
信してまいります。特に、４月に予定されている消費
税率引き上げに関しては、中小企業の円滑な価格転嫁
が進むよう、政府と協力しながら万全の対策を進めて
まいります。

「日本再出発」に向けた重点課題への取り組み
　今年で東日本大震災から３年が経ち、被災地では被
災企業が事業再開を果たすなど、徐々にではあります
が復興への歩みが進んでおります。今年も全国514商
工会議所の皆様の力を結集して被災地支援を継続し
ます。１日も早い本格復興に繋げるため全力を挙げ
ていきましょう。
　また、「エネルギー政策」、「“経済連携協定の着実な
推進と強い農林水産業の創出”の同時達成」、「社会保
障制度の再構築」など国の将来を左右する重要課題に
対しては、127万会員の力を結集して、積極的な政策
提言を続けてまいります。
　2020年のオリンピック・パラリンピック開催は、東
京だけでなく、各地域においても、自身の成長を実現
できるまたとないチャンスです。地域活性化の中核
的な担い手である商工会議所が主導して、観光資源や
文化、歴史をうまく活用し、独創性にあふれる多くの
取り組みを生み出すことで、地域の再生につなげてい
きましょう。

「地域の発展」「日本の発展」のために
　私たち商工会議所は、「会員企業の発展」、「地域の発
展」、「日本の発展」の３つのミッションを持っていま
す。そしてこの３つが同一方向を向いていることが
極めて重要です。
　私は、会頭に就任後すぐに、全国９ブロックの主要
商工会議所を訪問してまいりました。
　行政と緊密に連携を図り、中長期のビジョンを明確
化している会議所、規制改革を活用し、地域の競争力
強化の先頭に立っている会議所、少子化問題や過疎化
対策等、難問に正面から向き合い解決を図ろうとして
いる会議所などなど、まさに地域の発展、日本の発展
のため、多大な努力を日々実践している現場を目の当
たりにしました。大変力強く感じるとともに、こうし
た活動をより深化させていかなくてはならないとい
う思いを新たにしました。
　地域における商工会議所のリーダーシップを発揮
し、地域発の成長を強力に進めてまいりましょう。本
年が、日本再出発に向けた力強い一歩を踏み出す年と
なりますよう、皆様の一層のご支援とご協力を心から
お願い申しあげます。

日本再出発へ、力強い一歩を



　12月17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、「すぐに活かせる！
売上アップのためのデジカメ撮影術」を開催しました。
　Photo-zemi代表の伊藤正仁氏を講師に迎え、前半
は、趣味の写真と商用写真との違いや、ターゲットを
明確にした撮影方法など、商売に繋げるための撮影の
考え方・基本を学びました。後半は、商品別撮影実践
として、参加者が持参した商材を実際に撮影しまし
た。扱う商材により撮影方法が異なるため、それぞれ
の商材に合った手法を身に付けることができ、参加者
からは早速実践できると大変好評でした。
　情報戦術委員会では、今後も皆様の商売に役立つITセ
ミナーを開催していきますので、ぜひご参加ください。

　商業部会（柏木清孝部会長）では、12月１日に開催
した「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部門の応募作品（未来のロ
ボットをテーマ）を、地域生活者と商業者のコミュニ
ティー活性化を目的に12月9日～19日まで、市内商店
街（谷津遊路商店街、大久保商店街お休み処、実籾商
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　 報告
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　12月４日㈬、工業部会（樋口惠己部会長）では、習志
野市・習志野市工業地域団体連合会と共催で、「伝統産
業の「組子」がなぜ世界に届いたのか～㈱タニハタに
おけるものづくりの試み～」と題したものづくり講演
会を開催し、32名が参加しました。
　講演会では、㈱タニハタ代表取締役社長の谷端信夫
氏から、伝統産業の「組子」を生業として実父から受け
継いだときの想いや構造転換の波にさらされながら
積極的に挑戦を繰り返してきた様々な取組み、そし
て、当社が手掛ける組子欄間が羽田空港国際線ターミ
ナルや東京スカイツリーの商業施設「東京ソラマチ」、
香港やドバイなど各地の空間演出に活用されるまで
になった軌跡についてお話をいただきました。
　「伝統産業と合理主義」「ものづくりとIT」「事業承
継」など、多くのテーマや示唆に富んだ内容に、参加
者からは「初めて触れた組子だが、ものづくりに取組
む変わらぬ現場の人の想いを感じた」「経営革新の良
い事例として、自社も参考にしていきたい」など前向
きな意見や姿勢を見て取ることができました。
　工業部会では、今後も研修委員会（吉田茂雄研修委
員長）を中心として、ものづくりの現場を支えるヒト
やモノ、経営手法等に関する研修機会を積極的に企
画・実施していきます。

　12月５日㈭、船橋商工会議所にて、船橋・習志野・
八千代・浦安商工会議所合同によるビジネス商談会を
開催し、62社（習志野19社エントリー）が参加しました。
　第１部では各社1分30秒の自社PRが行われ、各社
短い時間の中、工夫を凝らしたPRが行われました。
　第２部では名刺交換・交流会が積極的に行われました。

　　 工業部会「ものづくり講演会」

「伝統産業の「組子」がなぜ
世界に届いたのか」を開催

　 報告　　 情報戦術委員会
すぐに活かせる！売上アップのための
デジカメ撮影術開催

　 報告　　 62 社が参加
4 商工会議所合同ビジネス
交流会を開催

　　 商業部会
商店街こども絵画ギャラリー
開催

　 報告

多くのテーマについて講演いただいた講師の谷端氏

受講者が持参したデジカメを操作しながら行われました
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　今年で第20回目を迎える毎年恒例のチャリティー
ダンスパーティー。近隣の社交ダンス愛好家を始め
毎年多くの方々が参加しています。ダンスはもちろ
んのこと、お楽しみ抽選会も開催されますのでぜひお
誘い合わせのうえご参加ください。
　また、当事業で得た収益金の一部は毎年市内福祉事
業に寄付を行っています。
日　時　2月１日㈯　13時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所会館　３階
費　用　前売　1,200円　　当日　1,500円
主　催　習志野商工会議所女性会
協　力　ダンス＆シューズアユザワ
※参加される方はヒールカバーの装着をお願いします。

　第5回ビジネス商談会（昨年度50件商談）を開催しま
す。市外事業所との取引のきっかけ、ビジネスパート
ナーとの出会いの場として、ぜひご活用ください。
日　時　3月20日㈭
場　所　船橋商工会議所(船橋市本町1-10-10）
主　催　習志野商工会議所、船橋商工会議所、
　　　　八千代商工会議所、浦安商工会議所
商談までの流れ
　　　　①エントリー事業所受付　
　　　　②エントリー事業所公開と商談希望　
　　　　③商談調整　④商談決定のご案内
　　　　⑤商談会当日
申　込　習志野商工会議所　中小企業支援室　原田
※日程等詳細はホームページの「TOPICS」欄をご覧ください。
　http://www.narashino-cci.or.jp/

店街交流センター）に展示しました。また、大型店連
絡協議会でも同事業に賛同し、イトーヨーカドー東習
志野店にて絵画展示を実施しました。

　12月16日㈪に東京ドームで行われた JAPAN X 
BOWL（日本社会人選手権）で富士通フロンティアー
ズに24対16で勝利し、4年連続8度目の社会人日本一
を達成しました。おめでとうございます。
　習志野商工会議所では応援バスツアーを用意し、約
30名の参加者とともに、東京ドームで選手達に大歓声
を送ってきました。参加者からは「初めてアメフトを
見ましたがすごく楽しかった」と大変好評でした。

　サービス業部会（布施國雄部会長）が実験事業とし
て行う、メンバーズ優待券を本誌２月号に折り込み、
全会員に配布します。
　当所会員の経営者・家族・従業員が、優待店（約50社）
で券を提示することで、優待サービス（商品）の提供を
受けることができます。
　飲食店、スポーツクラブ、ホテル、理容室など様々
な業種のお店が参加し、今後の拡大を目的に行います
ので、ぜひご利用ください。

　　 
第５回ビジネス商談会

in 船橋を開催

　 募集 習志野・船橋・八千代・浦安
商工会議所会員限定

　　 女性会
第 20 回チャリティー
ダンスパーティー開催

　 募集

　　 会員相互の優待サービス
メンバーズ優待券を折り
込みます！［２月号］

　 報告

　　 当所会員 オービックシーガルズ
27th JAPAN X BOWL

（日本社会人選手権）史上初４連覇！

　 報告

試合開始前には東京ドームフィールド見学ツアーを行いました
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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

発明相談会
日　時　1月21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　
第20回チャリティーダンスパーティー
日　時　2月1日㈯　
　　　　13時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
費　用　前売券 1,200円　当日券 1,500円
問合せ　習志野商工会議所
「しっかり学ぶパソコン講座」開催！
内　容　①基礎編2月4日～25日
　　　　　ワード　9時30分～12時
　　　　　エクセル　13時～15時
　　　　②応用編2月4日～３月4日
　　　　　ワード(前半）･エクセル(後半）
　　　　　15時15分～17時15分
　　　　毎週火曜・金曜（11日休講）
　　　　Office2007での講習
　　　　3月の講座も受付ております
費　用　①13,000円　②11,200円
場　所　習志野商工会議所
定　員　各20名
問合せ　習志野商工会議所　遠藤
行政書士相談会
日　時　2月21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
船橋・習志野・八千代・浦安商工会議所
会員様限定
第5回ビジネス商談会in船橋
　お申込みいただくだけで、エント
リー事業所一覧の中から希望の事業所
が選べ、商談を行うことができます。
日　時　3月20日㈭
場　所　船橋商工会議所
費　用　無料
締　切　1月20日㈪
場　所　習志野商工会議所　原田

習志野市制施行60周年記念　習志野
市危機管理講演会「市民・事業者・市
職員のための実践的防災・危機管理」
　テレビや講演、執筆等を通じて、防
災・危機管理意識の啓発にご活躍され
ております防災システム研究所所長の
山村 武彦 氏をお招きし、「市民・事業
者・市職員のための実践的防災・危機管
理」をテーマにご講演いただきます（入
場無料）。ぜひご参加ください。
日　時　1月18日㈯　
　　　　13時30分～15時20分
場　所　市民会館(本大久保3-8-20)
問合せ　習志野市危機管理課
　　　　TEL：047（453）9211
習志野文化ホールからのお知らせ
「パイプオルガン＋オーケストラ」
の華やかな演奏会
日　時　2月2日㈰　14時開演
　　　　(開場13時30分)
場　所　習志野文化ホール

出演者　指揮：岩村力　
　　　　パイプオルガン：長井浩美　
　　　　管弦楽：ニューフィルハーモニー
　　　　　　　　　オーケストラ千葉
費　用　指定席 2,000円　自由席 1,500円
問合せ　習志野文化ホール
　　　　TEL：047（479）1212
平成26年度償却資産の申告について
　平成26年１月１日現在、事業の用に供
している償却資産（土地および家屋以外
の固定資産（構築物・機械・備品等））を所
有している事業者の皆様は申告が必要で
す。１月31日㈮までに下記の住所に申
告書を郵送または持参してください。
問合せ　習志野市役所　
　　　　資産税課　償却資産係　
　　　　TEL：047（451）1151
電気料金メニューが選べることを
ご存知ですか？
「でんき家計簿」のご紹介　
　毎月の電気ご使用量と料金をはじめ
お客さまのライフスタイルに合った料
金メニューや省エネなどのアドバイス
をインターネットで簡単にご確認いた
だける　サービス（無料）です.
でんき家計簿のお申し込みはこちら

市役所からのお知らせ
年に一度の健診はお済みですか？
健診は毎年必ず受けましょう
　習志野市の各種健康診査・がん個別検
診は、平成26年3月まで実施しています。
　　　　　生活習慣病等を早期に発見
するための健診です。市内48医療機
関で実施しています。40歳以上の習志
野市国保または後期高齢者医療制度に
ご加入の方が対象です。
　　　　　がんを見つけるための検診
です。市内50医療機関で実施していま
す。習志野市民が対象です。対象年齢な
どの詳細は、下記へお問合せください。
問合せ　習志野市役所健康支援課
　　　　TEL：047（453）2923

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ

健康診査

東京電力　でんき家計簿

がん検診

検 索




