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2014.07.10　習志野商工会議所　

　6月24日㈫、商工会議所会館にて第55回通常議員総
会が開催され、平成25年度事業報告と収支決算など、
全５議案が承認されました。また、会員の皆様からと
りまとめた地域経済および地域活力の再生に関する

「要望・提言書」を、白鳥会頭から宮本市長へ直接手渡
しました。

要望１．商工業活性化の活力基盤の観点から
①快適で安全な買物環境を形成するための駐輪およ
　び景観対策
②商店会共同施設及び地域コミュニティ施設の維持
　管理と支援制度の拡充
③事業機会確保のための大規模展示会出展に係る補
　助制度創設の検討
④工場立地法の改正に沿った緑地面積率の緩和
⑤習志野市新庁舎建設及び関連事業における市内事
　業所の参入
⑥受注機会創出において期待の大きい緊急地域経済
　対策事業の継続

要望２．働く人に対する社会的評価向上の観点から
①個店強化と地域活性化の観点からの老舗店認定制
　度の創設
②技術継承と更なる技術向上の観点からの熟練技術
　者認定制度の創設

要望３．地域活力を生み出す観点から
①未利用不動産の活用により活性化を促すための空
　き屋等の実態調査
②地域資源としてのスポーツおよび音楽等の文化支
　援によるまちづくりの推進

要望４．市民の安心安全な生活環境向上の観点から
①都市型防犯対策の推進による安心安全なまちづくり
②既存住宅支援制度の活用促進に資する住宅リフォー
　ム補助制度の創設
③国土強靭化法に基づく習志野市強靭化計画の策定
④土地情報の明確化のための地籍調査・地籍測量の推進

　商工会議所設立以
来、常議員としてご活
躍され、現在も工業部
会長をお務めいただ
いている樋口惠己氏

（㈱樋口製作所）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。

　バラ園・干潟と連携
した観光振興への取
り組みのほか、季節
ごとのイベントや商
店街のキャラクター

「やっぴー」など、地域
の賑わい創出に貢献
したとして、谷津商店街（協）に、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。

　習志野商工会議所４部会（商業・工業・サービス・建
設）では、平成26年度第１回目の部会役員会を開催し、
事業計画および収支予算について協議が行われ、原案
どおり承認されました。（各部会の主な実施予定事業
については下記の通りです。）

柏木清孝 部会長
▪商店街活動支援（助成金）事業▪中小企業診断士に
よる店舗診断「個店強化事業」▪視察研修事業▪マッ
プ等を活用した商工振興事業▪地域資源活用事業

樋口惠己 部会長
▪会員交流事業（工場見学会）▪後継者育成事業（海外
視察研修）▪展示会出展支援事業

布施國雄 部会長
▪４商工会議所合同ビジネス交流会▪士業ビジネス
交流会▪メンバーズ優待券事業▪第３回金融機関意
見交換会▪金融セミナーの開催

鯨井徹 部会長
▪定例研修会（テーマ：公共施設再生計画）▪行政との
研修会・懇談会（候補テーマ：「平成26年度の入札・契
約に係る改善点等について」、「特定行政庁移行に伴う
注意点について」、「新庁舎建設工事の経過並びに今後
の発注計画等について」）

　 報告　　 
第 55 回通常議員総会を開催

　　 おめでとうございます

　 報告　　 部会役員会を開催

白鳥会頭より宮本市長へ要望が手渡されました

要望・提言内容［要旨］

商業部会

工業部会

建設業部会

サービス業部会

関東経済産業局長表彰

関東商工会議所連合会ベストアクション表彰

受賞した樋口氏（右）

受賞した風見理事長（左）と山崎理事（右）

　 受賞
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　工業部会（部会長：樋口惠
己氏）は、６月27日㈮に、会
員の資質や技術の向上並び
に会員間の交流促進を目的
とした第９回企業見学会を
開催し、㈱竹中工務店 東日

本機材センターを訪問しました（参加者27名）。
　㈱竹中工務店 東日本機材センターは、全国の「もの
づくり現場」を支える機械部門として大型タワーク
レーン等特殊機械の組立・整備並びに機械装置の効率
施工に向けた管理等を行っています。当日は、大手総
合建設業者における各工程フェーズ（企画、計画、施
工等）の管理・運営体制や品質保証活動の手順を標準
化した「品質保証体系手法」や現場での運用方法等を
学びました。
　工業部会では、今後も各種事業を積極的に展開する
ことで、地域のものづくり事業所の活性化を図ってい
きます。

　からだによい水、美しさと若さを保つ水。今、水が
注目を集めています。「水の性質」や「からだと水との
かかわり」を知り、理解を深めることは、未病医学の
観点からも大切です。
　そこで習志野商工会議所では、健康づくり・未病セミ
ナーと題しセミナーを開催します。講師にはイオン研
究の第一人者として東京大学院医学系研究科にて40数
年の長きにわたり医療や健康、美容などの最先端分野
の研究に従事されたテレビ等でもおなじみの山野井昇
氏をお招きしますので、ぜひご参加ください。
日　時　７月18日㈮　14時～15時30分
費　用　無料　　定　員　50名
講　師　一般財団法人未来医学財団　
　　　　理事長　山野井昇 氏
申　込　中小企業支援室

　世界経済の重要な役割を担うASEAN（東南アジア諸
国連合）諸国の中でも、その潜在能力に対する期待から再
び注目が集めているのが「ベトナム」です。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、ベトナム中小製造企業のものづくり・人材育成の

現場研修等を内容とする経済視察団を派遣します。
日　程　９月10日㈬～14日㈰　３泊５日（予定）
場　所　ベトナム（ホーチミン近郊）
内　容　① ロンドウック工業団地（日系進出企業視察）
　　　　② ベトナム資本企業視察
　　　　③ ホーチミン市職業能力短期大学視察※予定
費　用　18万円程度（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
　　　　　場合は変更になる可能性あり
定　員　20名（最少催行人員10名）
申　込　中小企業支援室　堀

　毎年恒例の習志野商工会議所マスターズゴルフ大会
を今年も別記の通り開催します。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。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ますの
で、お誘い合わせのうえ奮ってご参加ください。
日　時　10月６日㈪　８時～第1組スタート
場　所　ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
　　　　山武市松尾町八田1563
費　用　▪プレー費

13,320円　プレー、キャディフィー、乗用
カート、昼食（ワンドリンク付）を含みます。

　　　　▪参加費　3,000円（パーティ代・賞品代）
競技方法　ローカルルール、ぺリア方式
募集締切　９月５日㈮まで ※先着100名
問合せ　経営室　柴崎

　中小企業を取り巻く事業承継の現状と対策の必要
性や、後継者に引き継がせるものは何か？事業承継対
策の進め方などの対応策を、事例を踏まえて講演会を
開催しますのでぜひご参加ください。
日　時　７月15日㈫　13時30分～17時30分
講　師　（独）中小企業基盤整備機構
　　　　　　　事業承継コーディネーター大西雄太 氏
　　　　野水鋼業㈱　 代表取締役　野水俊夫 氏
費　用　無料　　定　員　50名
申　込　中小企業支援室

　 報告　　 工業部会
第９回 企業見学会を実施

（㈱竹中工務店 東日本機材センター）

　　 工業部会 若手リーダー育成事業
「ベトナム経済視察団」

　 募集

　 募集　　  　 健康づくりセミナー
「水の不思議な世界を解明せよ」
～からだの水素が病気を左右する～

　習志野商工会議所　2014.07.10

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

　　 　第 26 回習志野商工会議所
マスターズゴルフ大会
　 募集

　　　 ちばしんきん
事業承継セミナー～事業承継
はまだ早い、とお考えの皆様へ～

　 募集

新規採用　葛生　正文
中小企業支援室　主事
会員の皆様のお役に立てるよう頑張っ
て参ります。

事務局人事 （７月１日付）



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.45％で１千五百万まで（６月30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！

　今年は習志野市が誕生して60年！市役所前グラウンドでは、グルメ・バザーの出店、ステージイベント等の催
しが盛りだくさん。15時からは、市役所通りで恒例のオープニングパレードがスタートし、その後山車・御輿、子
どもサンバ、きらおどり、きらっとサンバ、音頭などのパレードが行われます。
　また、8月2日㈯には、習志野市制施行60周年を記念した「市民花火大会」も開催されます。
　両日とも会場周辺で交通規制やバスルートの変更があり、混雑が予想されますので、ご来場の際は公共交通機
関をご利用ください。
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消防庁舎

体育館
子ども広場

午前9時～午後1時30分

①午前10時～午前11時 ②正午～午後1時
③午後2時～午後3時

休
憩

コ
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ナ
ー

シ
ル
バ
ー
優
先

休
憩
コ
ー
ナ
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午前９時～午後1時30分
オービックシーガルズ

受付・放送・迷子 来賓運営本部

警察ＰＲ
コーナー

町会テント 午後3時～午後9時

午前９時～午後1時30分

関
係
団
体
コ
ー
ナ
ー

メーンステージ

バザーコーナー

グルメコーナー

※午後2時～午後8時は交通規制になります。

参加者給水配布コーナー

正面入口

産学官交流
コーナー

都市間交流
コーナー

案内・救護

ふるさと
産品

ふれあい
コーナー

消防体験コーナー（はしご車体験）

子ども広場

輪踊り会場

サブステージ

午後3時～午後8時30分

午前９時～午後1時30分

市役所通り

日 時  
7月20日 ㈰
9時〜21時
場 所  

市役所前グラウンド・
市役所通り
問合せ  

習志野市民まつり
実行委員会事務局
TEL：（453）9289
※小雨決行
※内容については変更す
　る場合があります。
※駐車場はありません。
　公共交通機関をご利用
　ください。
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5毎月2,000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30,860円
両面印刷 ･ 光沢 ･ カラー印刷も OK ！ 36,000円で印刷 ( モノクロ ) 代行します！

習志野市制施行60周年記念

第21回市民まつり　
７月20日日 9時～21時

時　　間 場　　所 イベント

9時〜13時30分 市役所前グラウンド
（子ども広場）

◦ヨーヨー釣り　◦エコクラフト　◦スポーツコーナー　
◦警察PRコーナー　◦地震体験車　◦大道芸　など

9時〜21時 市役所前グラウンド
（ふれあい広場）

◦グルメコーナー　◦バザーコーナー　◦産学官交流コーナー　
◦都市間交流コーナー　◦ステージイベント　など

9時〜20時 市役所前グラウンド
◦それいけ！アンパンマンショー　１回目10時〜　２回目14時30分〜
◦地元小学校による　「よさこいソーラン」
◦音楽演奏　◦ダンスパフォーマンス　など

10時〜15時 消防本部正面ガレージ ◦はしご車体験乗車　（1）10時〜11時　（2）正午〜13時　（3）14時〜15時
◦雲流水による放水体験　（1）10時〜正午

15時〜20時 市役所前通り
◦パレードセレモニー　◦オープニングセレモニー　◦山車　
◦御輿パレード　◦子どもサンバパレード　◦音頭パレード　
◦きらおどりパレード　◦きらっとサンバパレード

 
 

 

 
 
 

 

千葉工業大学

千葉県
国際総合水泳場
千葉県
国際総合水泳場

海浜霊園

茜
浜
緑
地

海浜公園

クリーンセンター

新習志野駅新習志野駅至東京至東京
京葉線京葉線

至蘇我至蘇我

無料席エリア

有料席エリア

通行禁止
17:00～22:00

近隣施設利用者以外通行禁止
17:00～22:00

通行禁止
17:00～21:30

片側一車線規制
17:00～21:30

券売所

近隣施設利用者
以外通行禁止
17:00～22:00

芝園テニスコート・
フットサル場

芝園テニスコート・
フットサル場

交通規制エリア

海浜霊園

打上場所

菊田川菊田川

通行止め通行止め

海

茜浜
パークゴルフ場

有料席エリア

無料席エリア

客席エリア

日　時　8月2日土
　　　　16時開場　
打上げ　19時30分～20時30分
会　場　茜浜緑地・海浜公園
※駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。

習志野市制施行60周年記念

花火大会

　新習志野駅周辺および茜浜海浜公園周辺において17時
〜22時（一部21時30分まで）まで交通規制が行われます。
　地域住民、事業者、搬出業者など多くの方々にご迷惑を
おかけしますが、何卒ご協力よろしくお願いします。
問合せ　習志野市　市民経済部商工振興課
　　　　TEL：047（451）1151㈹

交通規制のお知らせ



残り0秒、QB#6菅原からRB#20古谷へのTDパスで同点
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2014.07.10　習志野商工会議所　

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　３級　７月12日㈯　　簿記検定　１～３級　11月16日㈰　

　アメリカンフットボールの東日本社会人選手権決勝戦
「パールボウル」が、６月23日㈪東京ドームで行われ、当
所会員のオービックシーガルズが、残り０秒から28－28
の同点に追い着いた末、延長戦を制し、富士通フロンティ
アーズに、勝利しました。
　また、当所では東京ドーム応援バスツアーを開催し、
27名の参加者と共に熱い応援を選手たちへ送りました。
　５年連続日本一を目指す戦いが、８月下旬より開催
されます。前人未到の記録を打ち立て続けるオービッ
クシーガルズの応援を今後もよろしくお願いします。

　習志野商工会議所会報紙「商工習志野」（毎月10日約
2,000部発行）の８面カラーページに掲載している会
員事業所紹介ページ「あの店・あの工場」への掲載事業
所を募集しています。
　習志野商工会議所の会員であれば業種は問いませ
ん！！しかも掲載料は無料！ぜひこの機会に事業所
PRとしてご活用ください！

　平成26年4月よりリニューアルした当所ホーム
ページにて、商工習志野掲載から１か月間ご紹介ペー
ジ掲載のほか、PR動画の公開も行っております。
※お申込みいただきましたら、当所担当者が取材、写
　真撮影等でお伺いさせていただきます！

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

HPページでもご紹介！！

問合せ

無料 会員限定サービス 商工習志野でお店をPRしませんか？

#6菅原勝利を決めたTD試合開始前のグラウンドにて記念撮影

オービックシーガルズが富士通を下し
パールボウル2年ぶり5度目の優勝！
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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

会員事業所限定DM発送代行サービス
　習志野商工会議所では、貴社の
DM（チラシ）を安価でお送りする
サービスを行っています。習志野商
工会議所会員を対象に毎月10日に発
送している会報紙「商工習志野」に、
チラシを折り込みする発送サービス
です。1通約15.4円で送ることができ
ます。ぜひご利用ください。
発送対象　会員事業所約2,000事業所
費　用　チラシ持込：30,860円
　　　　印　刷　依　頼：36,000円
申　込　習志野商工会議所　柴崎
習志野商工会議所
Facebookページ開設
　2014年4月1日より習志野商工会
議所公式Facebookを開設しました。
セミナー情報、検定情報、市内イベ
ント情報などの最新情報をいち早く
発信していきます。Facebookを利
用されている方はぜひ【いいね！】ク
リックをお願いします。
URL：https://www.facebook.
com/narashinocci
商工会議所ライブラリー開設
　習志野商工会議所では、会員はじ
め地域事業者向けに有益な情報を
電子書籍形式でタイムリーに提供す
る「商工会議所ライブラリー」を当所
ホームページ内に開設いたしました。
本ライブラリーでは、商工会議所お
よび行政機関等が作成した中小企
業の経営に資する各種資料、ガイド
ブック、パンフレット等を提供して
いきます。

　当所ホームページ最下部にありま
す「商工会議所ライブラリー」バナー
をクリックしてご利用ください。

習志野市制施行60周年（通称）
健康なまちづくり条例施行記念講演
「食べること、生きることいつまで
も健康でいるために」
日　時　7月26日㈯
　　　　14時～15時45分
場　所　習志野市民会館
　　　　（大久保3-8-20）
講　師　東京歯科大学解剖学講座教授
　　　　阿部 伸一 氏
問合せ　習志野市歯科医師会
　　　　TEL：047（453）5655
キャリア支援企業表彰2014対象企
業募集
　厚生労働省では、平成24年度か
ら、キャリア支援企業の理念や取り
組み内容を広く啓発、普及するため
の表彰事業を実施しています。キャ
リア支援企業とは人を育て、人が育
つことに重点を置いた取り組みで成
果を上げている企業をいいます。皆
様のご応募お待ちしています。
受付期間　6月9日㈪～7月18日㈮
※詳細は厚生労働省ホームページよ
　りご確認ください。
URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/20140604careerhyosho/
平成26年度業務改善助成金の
お知らせ
　千葉県内に事業場を置き、事業場内
で最も低い時間給（時間換算額）が800
円未満の労働者を使用する中小企業事
業主が、①事業場内最低賃金を時間給
で40円以上引上げる計画を策定②労
働能率の増進に資する設備・機器の導
入、研修等の業務改善、賃金制度の設
備、就業規則の作成・改正等の業務改
善計画を策定③賃金引上げを実施した
場合に、業務改善に要した費用（10万
円以上）の2分の1（常時使用する労働
者数が企業全体で30人以下の事業場
は4分の3）を国の予算の範囲内で助成
する制度です。（業務改善助成金の上限
は100万円、下限は5万円です。）

問合せ　千葉労働局労働基準部賃金室
　　　　TEL：043（221）2328
（公社）習志野市シルバー人材セン
ターからのお知らせ
　地域の経験豊かな高齢者の方々
に、就業の機会を提供し、生きがいの
充実と福祉の増進を図るとともに、
活力ある地域社会づくりに寄与する
ことを目的としています。
業務内容
駐輪場管理、ビル・マンション管理、植
木剪定、清掃業務、チラシ配布、事務作
業、育児援助、講師、パソコン指導など
※詳細はお問合せください
問合せ　（公社）習志野市シルバー人
　　　　材センター
　　　　TEL：047（493）8011
ならしの市議会だより表紙写真を
募集しています
　年4回（2月、5月、8月、11月）発行
の「ならしの市議会だより」の表紙を
飾る、市内で撮影した四季折々の風
景、町並み、名所、イベント等の写真
を募集しています。
応募資格　市内在住、在勤、通学の個人
受付期間　通年で募集しています
　　　　※応募方法などの詳細につ
　　　　　いてはお問合せください。
問合せ　習志野市議会事務局
　　　　　TEL：047（453）9232
今、習志野市民が狙われています！
「口コミ作戦」で振り込め詐欺を撲
滅しましょう！
<これらは全て詐欺です！ >
①息子や孫からのお金を要求する電話
　➡必ず、息子や孫の元々の電話番号
　　にかけて確認を！
②市役所職員等からの還付金の電話
　➡ATMで還付金が受けられること
　　は絶対にない！
③警察官や銀行員を名乗る電話
　➡現金や通帳、キャッシュカードは
　　絶対に他人に渡さない！

「私は大丈夫」と思っていませんか？誰
でも騙される危険性があります！
※このような電話があったら、遠慮な
　く警察に電話してください。
問合せ　習志野警察署　
　　　　TEL：047（474）0110

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ

オービックシーガルズが富士通を下し
パールボウル2年ぶり5度目の優勝！
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行政書士 瀬戸川法務事務所

　行政書士瀬戸川法律事務所では、許認可申請の代行
はもちろん、会社の設立や、毎月の会計記帳と経営相
談をセットで提供する「法務会計コンサルティング」
を主な業務としています。お客様の要望にお応えする
ため、フットワークを活かして迅速な行動を心掛け、
税理士・社会保険労務士・司法書士と提携協力して幅
広くサポートしている瀬戸川さん。お問合せ、初回面
談は無料ですのでぜひお問合せください。

住所：習志野市津田沼 4-8-15 TK 津田沼ビル 202　
代表者名：瀬戸川 加代さん　TEL：047（481）8149　
FAX：047（481）8249　営業時間：9 時～ 18 時　定休日：土日祝
HP：http://setokawa-office.jp/index.html

三河屋豆腐店

　創業 50 余年の「三河屋豆腐店」ではお客様に本物
の豆腐を味わって頂くため、素材を吟味し、手間を
惜しまず、ひとつひとつ丁寧に作っています。
　木綿、絹はもちろんのこと、バラエティに富んだ
オリジナル商品も多く販売しています。中でも 1 番
人気はざる豆腐で、製造数が限られていることから
売り切れは必至です。お近くの方はぜひ一度お買い
求めください。

住所：習志野市津田沼 6-2-1　代表者名：鈴木 淳一さん
TEL：047（452）9226　FAX：047（454）5511
営業時間：9 時～ 19 時　定休日：日曜
HP：http://mikawaya-tofu.com/index.html

　実籾稲荷通りに新装開店した旧 芝寿司「手造りテイ
クアウト芝ちゃん。」。
　すべて手造りのお寿司、お弁当、お惣菜など豊富な
メニューを取り揃えています。中でも海鮮丼は人気メ
ニューですので早めの時間帯に売り切れになることも
多いそうです。会食、会合、オードブルなど予算に応
じた注文も受けていますので、ぜひお気軽にお問合せ
ください。

住所：習志野市実籾 5-23-9　代表者名：芝田 道夫さん
TEL：047（472）7807
営業時間：10 時～ 18 時　定休日：日祝

HP QRコード

HP QRコード

ウエノハウスメンテ

　ウエノハウスメンテの代表上野さんの売りは、ちょ
っとした細かい修理から大がかりな工事まで幅広く、
様々なジャンルに対応していること。電気、水道、下
水道、屋根、壁、フェンス、塗装など、住まいの困り
ごとであればほぼ対応可能です。
　住宅の修理でお困りの際、まずはウエノハウスメン
テにご連絡してみてはいかがでしょうか。市内、近隣
市外の方はお気軽にご連絡ください。

住所：習志野市新栄 1-5-34　代表者名：上野 正司さん
TEL：047（478）5490　FAX：047（478）5490
携帯：090（9325）4137
営業時間：ご相談ください　定休日：ご相談ください

地図 QRコード

地図 QRコード

手造りテイクアウト芝ちゃん。


