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2014.10.10　習志野商工会議所　

　９月22日㈪、商工会議所会館において第108回常議
員会を開催しました。
　協議事項については、平成26年度補正予算及び商工
会議所諸規定の一部改正ほか、会員加入について原案
通り可決承認されました。
　報告事項については、千葉県地域商業活性化チャレ
ンジ事業、まちづくり補助金等の申請状況に議員職務
執行者の変更、高速道路料金割引サービス事業、市民
まつりの開催結果についての報告がありました。
　また、引き続き行われた研修会では「スポーツのも
つ可能性と街づくりについて」と題して（一社）オー
ビックシーガルズ習志野スポーツクラブ 代表理事 渡
辺滋之氏からオービックシーガルズが取り組んでい
る街づくりについてお話をいただきました。

　工業部会（樋口惠己部会長）では、９月10日㈬～14
日㈰にかけて、ベトナム経済視察（若手リーダー育成
事業）を実施し、今後のものづくりの現場を担う若手
後継者や幹部候補者など総勢14名が参加しました。
　ベトナムは1986年のドイモイ（刷新）政策以降の急
激な経済発展と投資環境の整備により、近年、チャイ
ナプラス１の最有力国として、日本の電機・自動車関
連大手や中小企業の進出が相次でいます。
　今回の視察では、ホーチミン日本商工会との現地情
勢のブリーフィングを皮切りに、ロンドウック工業団
地や進出日系企業、現地ベトナム企業、ホーチミン市
職業訓練短期大学校等を訪問し、特に参加者間で関心
が高かった①日系企業の進出理由や抱える課題 ②ベ
トナム投資の優位性 ③現地ベトナム企業の技術的レ
ベルやベトナム投資の留意点 ④人材育成の方法等を
中心に熱心な質問や意見交換が交わされるなど、激動
の世界経済を肌で感じ、今後の自社のあり方等を問い
直す有意義な機会となりました。
　工業部会では、今後も地域の中小ものづくり企業の

技術の高度化と発展及びに将来の核たる若手経営者・
後継者、幹部候補生等の人材育成に積極的に取り組ん
でまいります。

　９月20日㈯、商工会議所会館において、創業講演会
を開催しました。
　講師に、「子育てシェアで送迎託児をワンコインで
助け合い、働くママの近隣同士の頼り合い」を事業化
し、「ガイアの夜明け」などメディアで注目を集める㈱
As Mama 代表取締役・CEO 甲田恵子氏を迎え、創業・
起業を志す42名が参加しました。
　講演会では、甲田氏本人の経験がビジネスプランの
種となりながらも、紆余曲折の度に立ちはだかった壁
や、その都度求められた柔軟な対応、不退転の意志な
ど、甲田氏が自身のあゆみを振り返る中で考える「創
業」に対する熱き想いを語っていただき、参加者から
は、「創業に必要な要素が良くわかった」「成功のポイ
ントが明示的に提示されていた」「具体的で心に響い
た」などの多くの感想が聞かれました。
　当所では、10月４日㈯から開講される創業塾など各
種の創業支援プログラムを通じて、今後も積極的に市
内での創業・起業の促進・誘導を図ってまいります。

　 報告　　 第108 回常議員会を開催

初お披露目となったオービックシーガルズ横断幕

ご講演いただいた甲田恵子氏

　 報告　　 工業部会 若手リーダー育成事業
「ベトナム経済視察」を実施

　 報告　　 創業・起業支援事業
「創業講演会」を開催

ペガサス・シマモトオートパーツ㈱にて



3

　９月19日㈮、商工会議所会館において経営のあり方につ
いて考える「経営者のための」セミナーを開催しました。
　講師には中小企業診断士 川村浩司氏をお招きし、
消費税増税がもたらす市場への影響、消費税増税に生
き残る企業体質の作り方など、今後の経営の舵取りに
必要な視点について解説、講演いただきました。
　今後も習志野商工会議所では、時代のニーズに合った
セミナーを開催していきますのでぜひご参加ください。

　９月26日㈮、商工会議所会館において女性会主催
（梓澤清子会長）による終活セミナー「現代のお葬式事
情を知る」が開催されました。
　昨年好評であったセミナーの第２弾として今回は

「葬儀」をテーマに、最近増えている家族葬、一日葬など
の葬儀の形や葬儀費用など普段、あまり伺うことない
葬儀の知識や注意点についてNPO法人全国葬送支援
協議会 副理事長 鎌田明氏にご講演いただいました。
　受講者にとっては、終活を前向きに受け止め、今で
きる最良の対応を考える機会となりました。

　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商工会議所の会員事業所が、地
域及び業種を超えて事業の拡大・取引の促進を図る
機会を創出するために「ビジネス交流会」を開催しま
す。昨年は62社にご参加いただき好評をいただいて
います。ぜひご参加ください。
日　時　11月18日㈫　
会　場　船橋商工会議所６階大ホール
内　容　第１部 事業PR（１社90秒、希望制）
　　　　第２部 懇談会(交流、名刺交換、商品展示可)
募　集　80事業所（先着順）　　費　用　3,000円／人
締　切　10月17日㈮まで
参加資格　４商工会議所いずれかの会員であること
問合せ　中小企業支援室　原田

　金融業分科会（菅野浩之分科会長）では、来年から
基礎控除が引き下げられるなどの大幅な改正が行わ
れる「相続税・贈与税」についてのセミナーを開催しま

す。多くの方々のご参加をお待ちしています。
日　時　11月６日㈭　15時30分～
会　場　習志野商工会議所　　費　用　無料
対　象　将来相続・贈与・事業承継を予定している方
問合せ　中小企業支援室　原田

　習志野市には７つの駅が存在し、東京や成田空港な
どと高い結節性をもって接しているため、他市と比べ
ても鉄道インフラは優位性を持っています。
　この度、千葉工業大学が、千葉を含む首都圏（１都
５県）の全鉄道駅を分析（駅力）し、その周辺の土地の
利便性を数値化する手法を開発しました。
　そこで、習志野商工会議所街づくり施術委員会では
駅の魅力を再発見し、駅を活かした街づくりについて
の研修会を開催しますのでぜひご参加ください。
日　時　11月11日㈫　研修会：17時～18時30分

懇親会：18時30分～19時30分
講　師　千葉工業大学　社会システム科学部
　　　　経営情報学科　非常勤講師　原　洋平 氏
場　所　習志野商工会議所　　定　員　40名
費　用　無料（懇親会参加者のみ2,000円）
問合せ　経営室　岡畑

　ドイツグルメをはじめ、ステージイベントや、市内
味自慢の店舗が集結し「グルメフェスタ」を同時開催し
ます。お近くの方はぜひ会場に足をお運びください。
日　時　10月18日㈯ 11時～20時、19日㈰ 11時～17時
場　所　津田沼公園、モリシア津田沼
問合せ　習志野市商工振興課　TEL：047（453）7396

　この度、下記の会員事業所が創立以来大きな節目の
年を迎えられました。今後ますますのご発展をご祈
念申しあげます。

㈱小出ロール鐵工所 習志野工場（当所常議員）
住所：東習志野6-21-8
取締役会長　小出　惠勇 氏

㈱樋口製作所（当所常議員）
住所：東習志野6-20-21
代表取締役会長　樋口　惠己 氏

　習志野商工会議所　2014.10.10

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

　　  街づくり戦術委員会主催
「駅力指数による鉄道交通の
利便性」を開催

　 募集　 募集

　　  4 商工会議所合同
ビジネス交流会を開催
　 募集　 募集

　　　 金融業分科会セミナー
「どうする相続税・贈与税」

　 募集

　 報告　　 消費税増税時代を勝機にする
「舵取りの視点」セミナーを開催

　 報告　　 女性会主催
終活セミナーを開催

　　　  習志野ドイツフェア
＆グルメフェスタ 2014 開催
　 お知らせ

おめでとうございます

創立100周年

創立50周年



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（９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！

　「日頃忙しくてあまり運動する機会がない」という方は多いと思いますが、体の健康を保つためには
適度な運動も必要になってきます。そこで今月号の特集では市内にある商工会議所会員スポーツジム
３か所をご紹介します。暑い夏が終わり、過ごしやすい季節になった秋をきっかけに体力作りに取り
組んでみてはいかがでしょうか。

【CACスポーツクラブ大久保・セントラルスポーツクラブ谷津
ゴールドジム津田沼千葉】

特 集

　習志野市大久保マラソン道路沿いに面している
「CACスポーツクラブ」。
　豊富なラインナップのフィットネス、ジュニア向け
の水泳、体操・新体操、マタニティ向けのスイミング、
ヨガなど、子供向けから年配の方、ひとりひとりの能
力に合わせたプログラムが用意されています。

CACスポーツクラブ大久保

CACスポーツクラブ
習志野市大久保2-13-1　TEL：047（476）2711
営業時間　月～金：10時～23時30分
　　　　　　　土：10時～22時30分
　　　　　　　日：10時～19時

スポーツの秋！市内スポーツジム特集！

おすすめコース
コース名 入会金 月会費 利用時間

ホリデイ

5,400円

6,588円
　土　　10時～
　　　　22時30分
日・祝　10時～19時

ナイト 5,508円

月～金　19時30分～
　　　　23時30分
　土　　18時～
　　　　22時30分

その他のコース

レギュラー

5,400円

8,424円

月～金　10時～
　　　　23時30分
　土　　10時～
　　　　22時30分
日・祝　10時～19時

デイタイム 6,804円 月～金　10時～17時
（土日祝は利用不可）

アクア
（プールのみ） 5,184円 月～金　10時～15時

土日祝　10時～18時
※詳細についてはお問合せください。
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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！

　京成線谷津駅から徒歩4分の場所にある「セントラ
ルスポーツクラブ谷津」。
　25ｍ×6コースの快適なプール、スタジオレッス
ン、マシンジムが設置されており、トレーニング後に
はサウナで汗を流すこともできます。また、企業の福
利厚生に最適なコース（月／27,616円（税込））もある
ので、お近くの企業の方は必見です。

　京成津田沼駅南口からすぐの場所にある「ゴールド
ジム津田沼千葉」。
　ゴールドジムは世界30カ国、300万人を超えるメン
バーを誇る世界最大級のフィットネスクラブ。初心者
から上級者まで効果的なウェイトトレーニングが可能
な環境が整えられており、幅広い人達に自分に合ったト
レーニングをしてもらうため世界トップクラスのマシ
ンを備えています。

ゴールドジム津田沼千葉
習志野市津田沼5-12-4　TEL：047（455）0022
営業時間　月～金：7時～23時
　　　　　　　土：9時～23時
　　　　　日・祝：9時～20時
定　休　日　第3月曜・夏季・年末年始

セントラルスポーツクラブ谷津

ゴールドジム津田沼千葉

セントラルスポーツクラブ谷津
習志野市谷津3-1-1　TEL：047（452）6149
営業時間　平日： 9時～22時30分
　　　　　　土：10時～21時30分
　　　　　　日：11時～18時30分
　　　　　　祝：10時～19時30分
定　休　日　毎月8日・16日（1/3/5/7/10月は8・16・24日、
　　　　　8月は15～17日）及び年末年始12/31～1/1

おすすめコース
コース名 入会金 月会費 利用時間

フルタイム

5,040円

10,800円 営業時間中いつでも
利用可

ウィーク
エンド 6,480円

土、日、祝祭日にて
営業時間中いつでも
利用可

※その他コースについてはお問合せください。

おすすめコース
コース名 月会費 利用時間

ホリデイ 5,285円
　土　　10時～21時00分
　日　　11時～18時00分
祝・日　10時～19時00分

イブニング 5,285円

平　日　18時～22時00分
　　　　（プール18時～）
　土　　18時～21時00分
　　　　（プール18時～）

※その他コースについてはお問合せください。
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2014.10.10　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　簿記検定　１～３級　11月16日㈰　　販売士検定　1・3級　２月18日㈬

会員事業所を
     ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

　習志野商工会議所では会員事業所向けの融資制度
を取り扱っています。
　この融資制度は習志野商工会議所と市内金融機関
の提携で実現したもので、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
会員事業所だけが受けられる本制度の活用をご検討
ください。今回は千葉信用金庫で取り扱っているロー
ン内容をご紹介します。
ご利用いただける方

　習志野商工会議所の会員であること。
　千葉信用金庫の会員たる資格を有し、12 カ月決
　算を連続 2 期以上実施している法人

資金使途
　事業上必要な運転資金及び設備資金
融資限度額

　5,000 万円以内 ( ただし月商の 2 倍の範囲内 )
融資利率

　年 1.7%～（審査結果により適用利率は異なります）
　通常金利より年 0.1%優遇
融資期間

　５年以内
担　保

　担保は原則不要
保証人

　代表者の方の連帯保証人が必要（第三者による保
　証は不要）
お問合せ　

　千葉信用金庫津田沼支店
　TEL：047（453）4171

千葉信用金庫
商工会議所法人会員向け ［キュービッツ］

ビジネスローン  Q・Biz

　9 月 23 日㈫・㈷当所会員オービックシーガルズが
地元習志野市（秋津サッカー場）で公式戦をオール
三菱ライオンズと戦い、34 対 0 で見事勝利を飾りま
した。秋津サッカー場には約 2,000 人が来場し、地
元開催ということもありスタンドは、スタンドカラー
のアクアグリーンに染まりました。
　5 連覇を狙う 2014 年秋季リーグファーストステー
ジでは現在 3 連勝中。引き続き熱い応援をよろしく
お願いします。

2014 年秋季リーグ公式戦 in 秋津サッカー場
オービックシーガルズ勝利！

応援バスツアー in 横浜スタジアム
参加者募集！

　習志野商工会議所では、必勝を期して応援バスツ
アーを開催します。ぜひご参加ください！
※詳細は別紙チラシをご覧ください。
日　時　10 月 19 日㈰　11 時 30 分出発
費　用　大人：5,000 円　子供：3,000 円（懇親会費含め）
定　員　30 名（定員になり次第締切）
対　象　どなたでもご参加できます
特　典　チケット付・アメフト講座・選手との懇親会
問合せ　習志野商工会議所　岡畑
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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

国会議事堂視察研修会
（習志野市工業地域団体連合会主催）
日　時　11月14日㈮　12時30分～20時
内　容　◦国会議事堂視察
　　　　◦研修会（講師：関係省庁担当者）
　　　　　①法人税減税の動向について
　　　　　②工業・準工業地域の企業
　　　　　　に有効な補助金について
　　　　◦懇親会
定　員　20名
費　用　5,000円（懇親会費含む）
問合せ　中小企業支援室　原田
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。
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。

「千葉県最低賃金」が平成26年10月
1日から時間額798円（従来の777円
から21円引き上げ）に改正されます。
　千葉県内の事業所で働くすべての労
働者（パート、アルバイト等を含む。）及
び、その使用者に適用される地域別最低
賃金「千葉県最低賃金」が改正されます。
　詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金
室（TEL：043（221）2328）又は最寄の
労働基準監督署へお問い合せください。
24時間テレフォンサービス
TEL：043（221）4700
千葉労働局ホームページ
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
年末調整等説明会のお知らせ
　平成26年度分の給与所得の年末調整
の仕方（税制改正を含む）並びに法定調
書、給与支払報告書の作成と提出につい
ての事務手続きに関する説明会を下記の
日程にて開催します。
日　時　11月11日㈫
　　　　用紙配布：13時～13時45分
　　　　説　明　会：13時45分～16時
場　所　習志野市民会館ホール
　　　　（大久保公民館2Ｆ）
　　　　習志野市大久保3-8-20
※説明会当日は、事前に送付しており
　ます「出席票兼関係用紙請求書」およ
　び「年末調整のしかた」等の書類を必
　ずご持参のうえご来場ください。

since1971
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株式会社 ハセガワ
本　　社：習志野市大久保1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田710

http://www.hasegawa-eco.com/

産業廃棄物中間処理場
廃棄物の事は全てお任せ下さい！

TEL：047‒473‒1638

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

お知らせ

※説明会会場には駐車場がありませんの
　で、お車でのご来場はご遠慮ください。
問合せ　千葉西税務署
　　　　TEL：043（274）2111
谷津遊路秋まつり
日　時　10月18日㈯　12時～19時
　　　　※雨天の場合は19日㈰に延期
場　所　谷津遊路商店街
内　容　屋台＆ゲーム、やっぴーじゃ

んけん、ライブショー・ハロ
ウィンパレードなど盛り沢山

問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　TEL：047（451）3744
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
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
東京電力の社員を装った詐欺・窃
盗、悪質な勧誘にご注意ください
　「電気料金が安くなる」、「検針票を用
意してほしい」など、東京電力や関係会
社社員を装った不審な電話や、電気設
備の点検などの名目でお客様宅を訪問
し、多額の請求をしたり、金品を盗む
詐欺・窃盗事件が発生しています。
　当社から電話を差し上げる際は、必ず
会社名、所属、氏名を名乗ります。東京
電力や関係会社職員は「勤務証」を携帯
していますので、必ずご確認ください。
また、事前のご連絡なしにお伺いして費
用をいただくことはありません。
　不審に思われるときは、すぐに東京
電力までお問合せください。
問合せ　千葉カスタマーセンター
　　　　TEL：0120（99）5556
　　　　9時～17時（日・祝日を除く）
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ドコモショップ津田沼店
TEL：047-476-1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047-455-7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047-496-3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047-480-6622

★ ますます充実！ スマートフォン ★
～ ドコモだからできる、色々なサービス  ～
♥ あんしんパック
①ケータイ補償お届けサービス・・・［スマホ本体のあんしん］
②スマートフォンあんしん遠隔サポート・・・［使い方のあんしん］
③あんしんネットセキュリティ・・・［ウィルス・危険サイトからのあんしん］
♥「災害用音声お届けサービス」
大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けする

詳しくは、ドコモショップへ！

スクール IE 京成大久保校

　京成大久保駅から徒歩 5 分、CM でお馴染みの「ス
クール IE」京成大久保校。
　京成大久保校では結果が出る、地域密着型の定期テ
スト対策をはじめ、一人ひとりのスケジュールに合わ
せたカリキュラムを組む個別指導。また、各学校のテ
スト傾向を分析し効率的な学習ができる「定期テスト
対策」も実施されるなど、スクール IE 京成大久保校の
講師スタッフが全力でサポートしてくれます。

住所：習志野市大久保 2-7-28MST 習志野 3F
代表者名：林田 順一郎さん
TEL：047（409）6417　FAX：047（409）6458
HP：http://www.schoolie-net.jp/class/top/5174

　9 月 9 日にオープン。自然酵母を使ったハード系の
パンや、自然酵母の良さと風味を生地に生かしたやさ
しいパンをじっくりと作っています。
　グリドンパンや、バケット、パンドミなどの定番から、
ピーナッツコッペなどのほっとするパンまでラインナ
ップは豊富です。また、お酒に合うオリジナルラスク
や和テイストのサンドイッチなども日替わりで出るの
で、ぜひ一度お越しください。

住所：習志野市谷津 1-11-10　代表者名：宮原 敏さん
TEL：047（411）6755　FAX：047（411）6755
営業時間：11 時～ 17 時
定休日： 日曜・祝日

HP QRコード

5 1/2cafe

　JR 津田沼駅より徒歩 7 分の場所にある「5 1/2cafe」
ではおしゃれな空間で本格的な料理が楽しめます。ラ
ンチではお店自慢の 100％ビーフのハンバーガー、オ
ムライス、マルゲリータなどリーズナブルな値段で満
足することは間違いありません。ディナーではおすす
めのパエリア、バーニャカウダなどが種類豊富なお酒
と共に楽しめます。コースも各種ありますので、各種
パーティーも受付けています。

住所：習志野市津田沼 2-6-34 白鳥ビル 103　
代表者名：箕田 英仁さん
TEL：047（411）5153　FAX：047（411）5153
営業時間：11 時 30 分～ 14 時、17 時～ 23 時　定休日： 日曜日

地図 QRコード地図 QRコード

GURIDON

居酒屋 江戸っこ ソウル

　京成大久保駅前、学園おおくぼ商店街内にお店を構
える「居酒屋江戸っ子ソウル」。
　おすすめはチヂミで、中でも海鮮チヂミ、ネギチヂ
ミはおすすめです。その他にもキムチチゲ、トッポギ
など本場の味を楽しめることができます。お酒もどぶ
ろく、韓国製のジンロなど料理に合ったお酒を楽しむ
ことができます。気軽に韓国本場の料理とお酒を味わ
えますのでぜひ気軽に足をお運びください。

住所：習志野市大久保 1-24-7
代表者名：徐 民貞（そう みんじょん）さん
TEL：047（473）5559　FAX：047（473）5559
営業時間：18 時～ 24 時　定休日： 不定休

地図 QRコード


