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2014.08.10　習志野商工会議所　

　習志野市民まつり実行委員会主
催による「習志野きらっと2014」が、
７月20日㈰に開催されました。
　当日は約44,000人の来場者が訪
れ、悪天候が予測された中でも例
年通りの賑わいを見せました。
　また、開催にあたりましては、景気厳しき折にもか
かわらず、多くの会員事業所の皆様から本まつり・花
火大会に対して、多くのご協賛をいただきました。紙
面を借りてお礼を申しあげます。

　7月28日㈪習志野商工会議所会館で、部会、委員会、
青年部、女性会および事務局の代表により構成される
定例の代表者連絡会議を開催しました。
　各部会、委員会の第１四半期の事業執行、活動状況
や今後の事業予定に関する調整のほか、部会員全員を
対象とした恒例の部会員交流会について話し合いが
行われました。
 主な協議事項
 第1号　部会等の活動調整について
　 （1）部会活動について　
　 （2）委員会活動について
　 （3）青年部・女性会活動について
 第2号　部会員交流会について

　建設業部会（鯨井徹部会長）では７月10日㈭、習志野
商工会議所会館で、習志野市公共施設再生計画に関す
るセミナーを開催しました。
　講師に、習志野市財政部資産管理室長・吉川清志氏を
お招きし、今後のまちづくりの基軸となる公共施設の
維持管理計画および手法等について説明を受けました。
今回のセミナーを通じて現状把握と行政方針などに関
する情報提供の機会として有意義な時間となりました。
 主な内容
◦公共施設の老朽化問題をめぐる最近の動き
◦習志野市の公共施設の現状と課題
◦習志野市が進めてきた公共施設マネジメント

　7月18日㈮、習志野商工会議所会館で、健康づくり
セミナーを開催しました。
　講師には東京大学大学院医学系研究科で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、マイナスイオン研究の日本の第
一人者として高名な山野井昇氏をお迎えしました。
　日々の生活に欠かすことのできない水と、人間の体
と心の健康について講演いただき、普段何気なく飲ん
でいる水の奥深さに参加者は真剣に聞き入りました。

　 報告　　 代表者連絡会議を開催

　 報告　　 商工会議所健康づくり講演会
「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～

　 報告　　 市民まつり 習志野きらっと 2014

ご協賛ありがとうございました
　 報告　　 建設業部会主催
習志野市公共施設再生計画
～「まち」と地場建設事業者」の近未来図～

講師：山野井 昇氏

青年部模擬店は大盛況

資産管理室長吉川氏より今後の行政方針について講演いただきました

女性会はパレードへ参加しました
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 情報戦術委員会（竹谷嘉夫委員長）では、7月4日㈮に
YouTube戦略コンサルタント　㈱アームズ・エディ
ション代表取締役　菅谷信一氏をお招きし、セミナー
を開催しました。
　自社商品の強みを引き出すキーワード設定や動画
の効果的なタイトル付けなど、すぐにでも実践できる
YouTube活用テクニックをはじめ、YouTube動画を
利用して売り上げをアップさせた実際の事例紹介な
ど、盛りだくさんの内容でした。
　参加者からは「事例で紹介された方々が身近に感
じ、明日から早速実践します」など、前向きな意見を
いただきました。

　金融業分科会（菅野浩之分科会長）は、7月24日㈭商
工会議所会館で、平成26年度第1回金融機関意見交換
会を開催しました。
　今回は、市内７金融機関14支店の支店長と日本政策
金融公庫船橋支店及び習志野市商工振興課のほか、千
葉県信用保証協会が出席し、消費税増税による影響や
代位弁済件数の動向ほか、10月に開催予定の金融セミ
ナーの内容について意見交換を行いました。
　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。

　今年で４回目となる青年部（安西繁行会長）主催に
よる婚活パーティーは、独身男女の出会いの機会づく
りを通じて「少子化」、「事業承継問題」への貢献を目的
に開催しており、毎回募集人数を大きく上回る応募を
いただくなど大人気事業となっています。過去通算
26組のカップルが誕生し、その内１組からはご結婚の
ご報告をいただきました。（５月号でご紹介　㈱小出
ロール鐵工所）
　今年も幕張ベイエリアのホテルを会場に、おいしい料理
を楽しんでいただきながら素敵な出会いを提供します。
日　時　11月22日㈯　16時～18時30分
場　所　ホテルスプリングス幕張「パラッツィーナ」
参加費　男性：6,000円　女性：4,000円
参加資格　26歳～45歳までの独身男女で習志野商工会
　　　　議所の会員、従業員、その家族および習志野
　　　　市内、近隣にお住まいの方。
内　容　◦参加者の男女でお互いのことをPRしてい
　　　　　ただきます。
　　　　◦食事を交えながらフリートークで交流を
　　　　　楽しんでいただきます。
定　員　70名（男女とも35名。定員を超えた場合は抽選）
問合せ　中小企業支援室　葛生

　習志野商工会議所では、市内大学に集約するロボッ
ト技術を通じて新技術創出・向上に貢献することを目
的に、12月14日㈰に「第７回先端ものづくりチャレン
ジ2014イン習志野」を開催します。
　なお今回も、小学生を対象に、こども絵画コンテス
トを開催し、将来の社会や家庭で人とロボットが一緒
に生活し活躍するロボットのアイデアを絵画で表現
してもらいます。
　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。

　 報告　　 情報戦術委員会
YouTube 動画で商売を変える！
～今日から実践できる売上アップ戦略～

　　 青年部主催
第4回婚活パーティー開催決定
　 募集

　習志野商工会議所　2014.08.10

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

講演いただいた菅谷氏

当日行われた会議の様子

　 報告　　 金融業分科会
金融機関意見交換を開催

昨年も多くの方にご参加いただきました

　　  　第 7 回先端ものづくり
チャレンジ 2014 イン習志野
こども絵画コンテスト

　 募集



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（７月31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！

　習志野市のみならず、全国的に商業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にありますが、大型店にはない地域に
根ざした魅力ある商店街が多くあります。そこで地域住民とのふれあいの場を積極的に作り出し、消費者の地元
愛着意識を引き出すお店の集まりである商店街にスポットを当て、「元気な商店街！応援します！」と題し、市内
の商店街の特徴やイベント情報などを特集としてご紹介していきます！

特 集 元気な商店街！応援します！
谷津商店街協同組合、谷津サンプラザ商店会、新習志野駅前商店会
Vol.1　

　谷津駅南側に位置する谷津商店街協同組合（谷津遊
路商店街）は、周辺に谷津干潟、谷津バラ園などの観
光施設もあることから、毎年多くの方が商店街を訪れ
ています。また、谷津遊路商店街のオリジナルキャラ
クター「やっぴー」は子供に大人気で商店街のシンボ
ルになりつつあります。
　毎月第一土曜日に開催している「トクトクセール」
では、商店街の各店舗が特価セールや月末まで使える
クーポン券を発行しています。

　毎年恒例の谷津遊
路商店街「星まつり」
が今年も8月23日㈯
16時～20時に開催さ
れます。商店街の方
たちが出店する屋台
や、オービックシーガ
ルズチアリーダーをはじめ、多くのライブやイベント
が行われます。お近くの方はこの機会に谷津遊路商
店街へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

谷津商店街（協）（谷津遊路商店街）
組　合　数　31
理　事　長　風見一輝さん（ハローマザーズ）
副理事長　青木　洋さん（あかね家）
事　務　局　習志野市谷津4-5-22
　　　　　TEL：047（451）3744

やっぴーグッズ発売中！

どら焼きや、ねりきりは
あかね家で発売！

ミニタオル　３００円

チャーム　３００円

シール１００円

チャーム、ミニタオル、シールは
あかね家、ゼフィロス、組合事務所で
発売中です。

「星まつり」開催8月23日（土） やっぴーグッズ発売中！

　星まつり　８月23日（土）　16時～20時
　　　　　　※雨天時8月24日（日）
　秋まつり　10月18日（土）　12時～19時
　　　　　　※雨天時10月19日（日）
　年末福引　12月頃（抽選日未定）

イ
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京成本線 至京成津田沼駅→←至船橋競馬場駅
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谷津保健病院

谷津サンプラザ商店会（協）
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谷津商店街（協）（谷津遊路商店街）
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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！

元気な商店街！応援します！

谷津サンプラザ商店会
組　合　数　38
理　事　長　金子　正さん（㈱茶茶）
副理事長　大塚正昭さん（㈲ライフ設計室）
　　　　　伊藤達也さん（藤建㈱）
事　務　局　習志野市谷津5-4-9
　　　　　TEL：047（477）0732

　谷津駅北側に位置する谷津サンプラザ商店会では、
毎年夏に開催する「納涼風物祭」をはじめ、盆踊り、秋
祭りなど数多くのイベントを実施し、地域住民取り込
むため積極的な活動を行っています。また、毎月第2
土曜日に開催しているフェスタバザールは次回9月
13日㈯の開催で250回目を数えます。
　今年度は駅前のイルミネーション事業をはじめ、ナ
イトバザールの開催などの事業を計画しており、更な
る賑わいの創出に取り組みます。

　「ふれあいといき
がい・活力あるまち
づくり」をテーマに
昨年「谷津トリビア
マップ」を作成。谷
津駅周辺の店舗の
紹介や、JR 津田沼
駅から茜浜までの
観光スポットの紹介、各地域の歴史などが掲載されて
います。今後はマップを更新し、新たな情報を掲載し
ていく予定です。

谷津トリビアマップ 　第250回フリーマーケット
　　9月13日（土）　
　　以降毎月第1土曜日に開催
　秋祭り　10月4日（土）、5日（日）

イ
ベ
ン
ト
情
報

新習志野駅前商店会
組　合　数　30
会　　長　八木宏和さん
　　　　　（ミスターマックス新習志野店）
事　務　局　習志野市茜浜2-2-1
　　　　　TEL：047（455）2250

　JR京葉線新習志野駅前のミスターマックス・日産カ
レストを中心にミスターマックス内のテナントや周辺
の企業まで幅広く加盟しています。特徴的なのは、通
常事業主が会員になることが多い商店会組織の中、ほ
とんどの会員が、店長さんが代表となっています。駅
前広場にてフリーマーケットをはじめとする、様々な
イベントを開催するなど、活発な活動を行っています。

　新たな取り組みと
して新習志野駅を中
心に秋津・香澄・芝園
地区の町会、自治会
と企業が協同で「地
域交流ふれあい盆踊
り」を開催！新習志
野 駅 前 広 場 を 会 場
として、メインの盆踊りをはじめ、近隣小学校、中学
校、高校による音楽祭、住民によるステージイベント、
ショッピングモール内店舗、町会等による模擬店の出
店など盛りだくさんのプロラムとなっています。

　地域交流ふれあい盆踊り　
　　8月23日（土）　15時～20時30分
　　　24日（日）　10時～20時30分
　※雨天中止

イ
ベ
ン
ト
情
報

谷津サンプラザ商店会

新習志野駅前商店会

「地域交流ふれあい盆踊り」開催！
８月23日（土）・24日（日）
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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　２級　10月１日㈬　　簿記検定　１～３級　11月16日㈰　

　習志野商工会議所では、会員事業所の福利厚生の充
実を目的とした共済制度「あじさい共済」をご提供し
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。

加入者プレゼントもあります！

　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、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（代表者の保証のみ）

▪ 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 26 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　
中小企業支援室　堀　TEL：047（452）6700
※商品内容については、千葉銀行の各支店へお問合せください。

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！

加入者には当所主催健康診断を最大 2,000 円割引！

加入者限定の還元事業もあります！

お問合せ

あじさい共済を
ご利用ください！

「会員企業向け優遇融資」制度
（無担保・無保証・金利優遇）

メンバーズビジネスローン
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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

終活セミナー「現代のお葬式事情
～変わる葬式の形～」
　近年増加している家族葬。変わる
葬儀の形に、残された家族、後継者の
最良の対応を考えます。
日　時　9月26日㈮　
　　　　17時30分～19時
場　所　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
主　催　習志野商工会議所女性会
2015年版ビジネスノート広告募集！
　毎年会員事業所に無料配布を行っ
ているビジネスノートを、会員事業
所の皆様のPRに活用してみてはい
かがでしょうか。
募集件数　8コマ（1コマ縦5㎝×横7㎝）
費　　用　8,000円/1コマ
発行部数　700部
配布対象　市内会員事業所ほか
配布時期　平成26年11月中旬～12月
問　合　せ　中小企業支援室
　　　　　TEL：047（452）6700
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
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まいります。
　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。

千葉県地域商業活性化事業補助金
についてお知らせ
▪コンセンサス形成事業
　商店街の方向性や今後の活動に関
する計画の策定を支援します。
＜支援例＞
◦ニーズの把握、調査、分析経費
◦課題抽出のための勉強会の経費
◦イベントなどの取組みを検討する
　ための経費　
◦計画策定のための専門家への謝金、旅費
＜補助率、補助上限額＞
◦補助率2/5（中活法関係1/3）以内
　上限額　100万円
※市町村からの補助が必要です。
▪活性化実践事業
計画に基づく施設整備事業を支援します。
＜支援例＞
◦買い物弱者支援事業
◦空き店舗活用事業
◦環境配慮型事業
◦安全、安心推進事業
＜補助率、補助上限額＞
◦補助率　1/3以内
　上限額　施設整備費300万円
※市町村からの補助が必要です。
＜募集期間＞
7月10日㈭～10月10日㈮
＜中間締切＞
8月8日㈮、9月5日㈮
＜補助対象者＞
商店街団体、商工会、商工会議所

▪地域商業活性化チャレンジ事業
複数の団体が連携して行う事業を支
援します。
＜支援例＞
◦複数の商店会が連携して行うイベン
　ト実施のための勉強会、イベント開催
◦地域ブランドの開発
◦商店会、NPO法人が連携した空き
　店舗活用事業
＜補助率、補助上限＞
◦補助率　2/3以内　上限額　100万円
※市町村からの補助は任意です。
＜募集期間＞
7月10日㈭～8月25日㈪
＜補助対象者＞
商店街団体、商工会、商工会議所
＜お問合せ＞
千葉県商工労働部経営支援課商業振
興班まで　TEL：043（223）2824
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、在学の個人
募集期間　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
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株式会社すみれカンパニー

　結婚式や各種イベントの司会、ナレーター、結婚事業な
どを主に行っている株式会社すみれカンパニー。ブライダ
ル業界に長年携わっている経験から、結婚をしたくても出
会いがない方が多くいることを知り、出会いの場を提供し
たいという思いで結婚相談所を開設。たくさんの方と出会
えるようにお見合い料は無料です。内容の説明に関しては
一切無料、アットホームな相談所ですので、ご興味のある
方は一度ご連絡してみてはいかがでしょうか。

住所：浦安市猫実 3-16-12-103 RECS200　
代表者名：花田 稔子さん　TEL：070（1265）2230（Violetta 直通）
営業時間：10 時～ 19 時　定休日：水曜日
HP：http://www.sumilecompany.com/index.html

信州手打そば処　くるみ庵

　気軽に本格手打蕎麦を食べていただきたいという気
持ちからはじまった「くるみ庵」。店内は落ち着いた雰
囲気で、種類豊富なお酒や一品料理と共に蕎麦を楽し
むことができます。また、信州の地酒は現地より取り
寄せており、季節の味を楽しめます。セットメニュー
も豊富なのでご家族でのご利用もおすすめです。こだ
わりのお蕎麦屋さんをお探しの方はぜひ足を運んでみ
てください。

住所：習志野市大久保 4-2-1 メゾン都築 1F　代表者名：遠藤 景史さん
TEL：047（471）7833　FAX：047（471）7833
営業時間：平日 11 時～ 14 時 30　18 時～ 22 時、
　　　　　土曜 11 時～ 22 時、日曜祝祭日 11 時～ 21 時　
定休日：火曜日　HP：www.kurumian.jp

　京成大久保駅すぐそばにある中国料理 桂林餃子 大久保店。
　本場の料理人が目の前で腕をふるい、前菜、点心、海
鮮、肉、麺類など豊富なメニューを取り揃えています。
毎日変わるランチタイム限定サービスランチはボリュ
ーム満点で 741 円。また、4 名様、2,500 円～各種コ
ース料理（飲み放題 120 分 1,500 円 /1 人）の宴会も
受付けています。ホームページにはクーポン券があり
ますのでぜひご覧ください。

住所：習志野市大久保 1-23-11　
代表者名：薛（しゅ） 由愛（ゆうあい）さん　TEL：047（471）2767
営業時間：11 時～ 22 時　定休日：年中無休
HP：http://keirin-manzoku.com/

HP QRコード

ベイテック㈱

　昨年 2 月に創業の「ベイテック㈱」では ACL・押
出成形セメント版の設計施工管理を主要事業とし、都
内高層マンションなどを手掛けています。
　現在は外装をメインに事業展開していますが、内
装工事についても手掛けていく方針です。
　新築工事のみならず、改修工事など幅広く事業を
行っています。

住所：習志野市鷺沼 5-17-8 サンリット幕張 1F
代表者名：川嶌 勝美さん
TEL：047（406）4331　FAX：047（406）4332
定休日：土日祝日　メール：baytech@ag.wakwak.com　

地図 QRコード

HP QRコード

中国料理　桂林餃子 大久保店


