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習志野商工会議所

報告

臨時代表者連絡会議を開催
11月17日㈪、習志野商工会議所会館にて臨時代表
者連絡会議を開催しました。
主な協議事項は、毎年実施している「部会員交流会」
について、日時、会場、講師等について協議しました。
報告事項は、
「高速道路料金割引サービス事業」、
「四
市複合事務組合第二斎場建設計画」についての報告が
ありました。

習志野市制施行60周年
記念式典を開催
報告

報告 工業部会

県外視察研修会

（シチズンマシナリーミヤノ㈱）
工業部会（樋口惠己部会長）では、11月６日㈭～７日
㈮に県外視察研修会を開催しました。
視察先は、CNC 自動旋盤など小型精密部品加工の
分野で世界でもトップクラスの技術を誇る「シチズン
マシナリーミヤノ㈱」
（本社工場）を訪問し、同社が進
める有人化工場や新興国を含むグローバル戦略の取
り組みなどを視察しました。
その他に、世界遺産に登録された産業遺産・富岡製
糸場の視察や親睦ゴルフを行うなど、参加事業所間の
交流を図る有意義な機会となりました。

11月１日㈯、習志野文化ホールにて習志野市制施
行60周年記念式典が行われました。約1,300名が出
席し功労者顕彰をはじめ、市制施行60周年を記念し
て一新された市歌が市内小中高生により披露され
ました。

報告 工業部会

「産業交流展 2014」に出展
工業部会
（樋口惠己部会長）では東京ビッグサイト
で開催された日本最大級のビジネスマッチングイベ
ント
「産業交流展2014」
（11月19日～21日）
に、会員事
業所
（島崎熱処理㈱、㈲アンドウカンパニー）と共同
出展しました。
この事業は、限られた経営資源
（人、ノウハウ、予
算）により、販路や新規顧客の開拓に有効な手段を講
じられずにいる中小ものづくり事業所に対して、習
志野商工会議所が媒体となり各種負担の軽減化を図
ることで、取引拡大機会として、大規模展示会への出
展を後押しするものです。
各社ブースでは独自の技術や製品が工夫を凝らし
て展示され積極的に PR が図られたほか、共有スペー
スでは習志野市産学官連携プラットフォーム事業や
市内３大学の取り組みを紹介するパネル等を展示し
て、習志野の
「ものづくり」
を全国に発信しました。

「産業交流展 2014」習志野商工会議所ブース
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シチズンマシナリーミヤノ㈱前にて

報告 街づくり戦術委員会

「駅力指数」の街づくり研修会
を開催
11月11日㈫、街づくり戦術委員会（佐々木秀夫委員
長）では、千葉工業大学社会システム科学部 経営情報
科学科 教授 大田勉 氏・非常勤講師 原洋平 氏をお招
きし、
「駅力指数による鉄道交通の利便性について」と
題した研修会を開催しました。
各駅の乗降客数を個人の利便性に着眼し、対象駅
からの列車の移動可能駅数と発車本数をもとに東京、
千葉、神奈川、埼玉、栃木、茨城の１都５県の144路線、
1,800駅について「駅力」算出。原さんはこの「駅力」を

講師の原 氏

習志野商工会議所

もとに習志野市内のそれぞれの駅と同程度の「駅力」
を持つ駅を参考にすることで、今後の街づくりの一助
となればと考えています。
参加者からは、同程度の駅力の都市から活性化の
ヒントを得られればと前向きな意見が多く出まし
た。今後も街づくり戦術委員会では、街づくりに関
連し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。
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報告 青年部主催

『婚活』パーティー in 幕張浜
11月22日㈯、ホテルスプリングス幕張
「パラッツィー
ナ」にて第４回目となる青年部主催婚活パーティーを
開催しました。
過去最高となる109名（男性58名、女性51名）の方々
に参加いただき、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、食事や会話を楽しんでいた
だきました。カップルも過去最高の22組が誕生し、出
会いの場の創出となりました。
今後も青年部ではこの事業を継続的に行い、未婚率
の解消と若手後継者の育成に繋げていきます。

報告 情報戦術委員会主催

Google™ 六本木オフィス
視察を開催

22 組のカップルが誕生

募集 平成27年

Google™ オフィス受付前にて

11月28日㈮、情報戦術委員会（竹谷嘉夫委員長）では、
Google™ 六本木オフィス視察研修会を開催しました。
オフィス内ツアーをはじめ、グーグル㈱ 坂本奈央
氏による「イノベーションを生み出す Google™ の企業
文化とは」と題し、創業して15年で売上6兆円を超え
るまでに成長した Google™ の創業期から実践する変
わらぬ経営理論などを講演いただきました。また、現
在多くの企業が利用している Google Apps™ の活用方
法なども講演いただき、参加者にとっては今後の業務
改善、効率化の大きなヒントを得る有意義な機会とな
りました。

報告 ご当地キャラスタンプラリー

津田沼ミラクル 2014 開催中

新春賀詞交歓会のお知らせ
習志野市、習志野商工会議所、習志野市社会福祉協
議会の３者共催で行う新春賀詞交歓会が、平成27年１
月９日㈮に開催されます。ご自由にご参加いただけ
ますので、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。
日 時 平成27年１月９日㈮
11時30分～（受付 11時～）
会 場 習志野文化ホールホワイエ
会 費 4,000円（当日会場にて）
主 催 習志野市新春賀詞交歓会実行委員会
（習志野市 習志野商工会議所 習志野市社会福祉協議会）
問合せ 習志野市総務部 総務課 管理係
TEL：047（453）9246
※ご来場の際には、公共交通機関を御利用くださいま
すようお願いいたします。

習志野商工会議所では、JR 津田沼駅
南北地域の賑わい創出を目的に、JR 津
田沼駅商業地域の大型店や商店会及び
大学、電鉄会社との連携事業「津田沼ミ
ラクル2014」を開催（～12/14まで）して
います。豪華賞品が当たる「ご当地キャ
ラスタンプラリー」と、イベント期間中にスタンプラ
リー用紙を参加店舗に提示するとお得なサービスが
受けられる「ミラクルパスポートサービス」を実施し
ています。なお、スタンプラリー用紙は、スタンプ設
置施設及び習志野商工会議所他にて配布しています。
問合せ：習志野商工会議所

TEL：0 4 7（ 452）6700

おめでとうございます（黄綬褒章）
当所１号議員である藤木園緑
化土木㈱代表取締役 望月勝保 氏
が、造園工事業に精励し他の模範
となるような技術や事績を残し
た事が認められ、このたび栄えあ
る黄綬褒章を受章されました。
おめでとうございます。
FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り
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元気な商店街！応援します！

実籾駅前商店会、実籾ほたる野商店会、実籾コミュニティロード商店会、実籾稲荷通り商店会
近年の商店街を取り巻く環境は、インターネット販売などによる購買機会の多様化や市街地の人口減
少などの要因により、依然厳しい状況下にあります。そのような中でも、習志野市内には、地域住民との
ふれあいを大切に「地域コミュニティの担い手」として、魅力ある活動を展開している商店街が数多くあ
ります。シリーズでお知らせしている「特集 元気な商店街！応援します！」。最終回の今回は、実籾駅
前商店会、実籾ほたる野商店会、実籾コミュニティロード商店会、実籾稲荷通り商店会をご紹介します。

実籾駅前商店会
京成実籾駅から北側へ続く「実籾駅前商店会」。
様々な業種の店舗が立ち並ぶ商店街です。11月３
日㈪には33回目となる実籾ふるさとまつりが行わ
れ、駅前通りが歩行者天国になり、フリーマーケット
をはじめ、習志野高校、市内小中学校の吹奏楽パレー
ドなどが行われ今年も多くの人で賑わいました。

京成実

実籾駅前商店街

籾駅

北口

実籾駅前商店会

代→

至八千

組合員数
会
長
所 在 地
電
話

48
司茂 實瑠さん（㈱司茂商店）
習志野市実籾4-2-3
047（475）1354

実籾ほたる野商店会

至津田沼

京成実籾駅
駅

実籾ほたる野商店会

東金街道から京成実籾駅入口の直線が
「実籾ほた
る野商店会」
。
整備された駅前通りは車道、歩道が広くなり、歩
行者、自転車共に安全に通行できます。ふるさとま
つりでは南口駅前広場にて、近隣小学生によるダン
スパフォーマンスなどが行われるなど活用されて
います。

至武石

IC

実籾ほたる野商店会

至八千代

組合員数
会
長
所 在 地
電
話

22
時田 清信さん（㈲時田）
習志野市実籾2-2-16
047（475）0224

4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.35％で１千五百万まで（11月28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！

習志野商工会議所
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実籾コミュニティロード商店会
京成実籾駅から習志野第四中学校方面にある「実籾
コミュニティロード商店会」。
実籾コミュニティロード商店会が主催で行われて
いる「みもみまち婚」では出会いを提供することはも
ちろん、実籾の良さを知ってもらうため、実籾駅周辺
の店舗を巡りながら出会いの創出を行っている地域
密着型の「まち婚」です。
実籾コミュニティロード商店会

東習志野
図書館

東習志野小学校

実籾コミュニティロード商店会
組合員数
会
長
所 在 地
電
話

実籾駅方面

41
渡邊 康行さん（すし屋の芳亀）
習志野市実籾4-5-10
047（471）7558

実籾稲荷通り商店会

実籾稲荷通り商店会

京成実籾駅から習志野高校方面へ抜ける途中にあ
る「実籾稲荷通り商店会」。
商店会のシンボル実籾八幡稲荷神社では毎年２月
に「初牛祭」が開催され、隣の公園ではフリーマーケッ
トをはじめ、すいとんの炊き出しや、お囃子、太鼓の
ステージなども行われており、多くの人が会場に足を
運び賑わいを創出しています。

八幡稲荷神社

実籾稲荷通り商店会

実籾駅方面

組合員数
会
長
所 在 地
電
話

23
根本 立人さん（㈲別井新聞舗）
習志野市実籾5-23-28
047（472）4724

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！
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習志野商工会議所

習志野市ふるさと産品の
認定申請受付中

あじさい共済 加入者限定

お年玉プレゼント
①チョコレート
詰め合わせ
10事業所

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。

②にんじんクッキー
マドレーヌセット
10事業所

③焼鳥 鳥昭
お食事券
3,000円分
5事業所

④習志野市内
共通商品券
3,000円分

認定申請受付期間
平成 26 年 12 月 10 日～平成 27 年 1 月 30 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。

10事業所

申込み
締 切
発 表

あじさい共済加入者へ応募チラシを FAX します。
平成 26 年 12 月 25 日㈭まで
平成 27 年 1 月 16 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

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

費

締
悪天候により延期していた、第 26 回マスターズ
ゴルフ大会は、下記の日程で実施することになりま
した。事業主をはじめ、従業員、ご家族の方もご参
加可能ですので、ぜひ奮ってお申込みください。
また、10 月 6 日㈪開催予定時にお申込みいただ
きました方で、ご参加いただける方は大変お手数で
すが再度お申込みをお願いします。
日
場

申

用

参 加 費 3,000 円（パーティ代・賞品代）
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）
切 12 月 15 日㈪まで
※先着 100 名になり次第締切ります。
込 同封のチラシからお申込みください。
担当：経営室 柴崎

時

平成 27 年 1 月 16 日㈮
８時〜 1 組目スタート
所 ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
（千葉県山武市松尾八田 1563）

6 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18日㈬

簿記検定

２～３級

２月22日㈰

習志野商工会議所

村では、一定の例外を除き個人住民税
の特別徴収を徹底しますので、準備を
お願いいたします。
例外として普通徴収が認められる場合
【給与所得者（従業員）の要件】
○４月１日現在で給与の支払を受けて
いない者
○退職者又は給与支払報告書を提出し
習志野商工会議所
た年の５月31日までの退職予定者
TEL：047（452）6700
○毎月の給与が少なく、個人住民税を
特別徴収しきれない者（個人住民税
が非課税である者を含む）
募 集
○給与が毎月支払われていない者
○他から支給されている給与から個人
2015年版ビジネスノート配布開始
住民税が特別徴収されている者
書き込みダイアリー、実用ガイド、
○専従者給与を支給されている者
金融制度、共済制度、経営に関する情
報などが記載され、様々な用途で毎年 【給与等の支払者の要件】
○常時２人以下の家事使用人のみに対
ご好評いただいています、
「習志野商工
して、給与等の支払をする者
会議所・ビジネスノート2015年版」が
○総受給者数が２名以下の事業所（総受
配布開始となりました。ご希望の方は
同封のチラシにてお申込みください。
給者数とは、他市町村を含む全従業員
※１事業所１冊までとなります。
等のうち、上記の給与所得者の要件に
該当する者を除く人数とする。）
年末調整・源泉税納付・改正消費税
問合せ 習志野市役所 市民税課
個別相談会
TEL：047（451）1151
日 時 1月8日㈭、16日㈮
10時～16時 ( 昼休憩1時間 )
「ふるさとハローワーク」
場 所 習志野商工会議所
開設のお知らせ
持 物 ①26年分源泉徴収簿②給与支
習志野市勤労会館内に「ハローワー
払明細書③扶養控除等申告書
ク船橋」の出先機関である「ふるさとハ
④26年分源泉納付書（上期・下期） ローワーク」が開設されます。検索機
を利用した求人情報の検索や、専門相
⑤国保・年金・生命保険・地震保
談員による就労相談を受けることがで
険・介護医療保険等控除証明書
きます。
⑥印鑑⑦25年度決算書など
開設時期 平成27年1月19日㈪
費 用 無料
開設場所 習志野市花咲2-3-9
相談員 千葉県税理士会
習志野市勤労会館1階
千葉西支部所属税理士
利用時間 月曜～金曜9時～17時
問合せ 習志野商工会議所
（年末年始、祝日除く）
習志野商工会議所
問 合 せ 習志野市商工振興課
Facebook ページ開設
047（451）1151
セミナー情報、検定情報、市内イベ
ハローワーク船橋
ント情報などの最新情報をいち早く発
047（431）8287
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
千葉県の最低賃金が改正されます
をお願いします。
改正時間額
最低賃金件名
（発効日）
URL：https://www.facebook.com/
798円
narashinocci
千葉県最低賃金

お知らせ
募 集

(H26.10. 1)

お知らせ

「平成28年度から個人住民税の給
与天引きを徹底します」

平成28年度から、千葉県内の全市町

千葉県特定最低賃金
839円

調味料製造業

(H26.12.25)

鉄

(H26.12.25)

鋼

業

880円

2 014.12.10

千葉県特定最低賃金
はん用機械器具、生産用機
械器具製造業
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
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

855円

(H26.12.25)

859円

(H26.12.25)

841円

(H26.12.25)

※詳細はお問合せください。
千葉労働局労働基準部賃金室
TEL：043（221）2328

受動喫煙防止対策助成金制度のご紹介

職場での受動喫煙防止対策に取り
組む中小企業事業主の皆様が、一定の
基準を満たす喫煙室を設置・回収する
費用（上限200万円）を助成する制度で
す。※詳細については、千葉労働局の
ホームページをご参照ください。
問合せ 千葉労働局健康安全課
TEL：043（221）4312

谷津遊路商店街 歳末福引大売出し

期間中遊路スタンプを毎日発行し
ています。お買い上げ3,000円毎に本
券1枚（ピンク）、500円毎に補助券1枚
（ブルー）を差し上げます。
日 時 12月1日㈪～24日㈬
場 所 谷津遊路商店街
抽選日 12月22日㈪～24日㈬
12時～18時
特賞 商品券 10,000円
１等 商品券 5,000円
２等 商品券 2,000円
３等 商品券 1,000円
４等 商品券 500円
５等 商品券 10円
※そのほか、やっぴーグッズが当たる
「やっぴー賞」もあります。
問合せ 谷津商店街協同組合
TEL：047（451）3744

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。
問合せ 習志野市役所 総務課
047（451）1151（代表）

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
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あの店・この工場

会員紹介

2014.12.10

習志野商工会議所

おしゃれハウス ポポ

トリミングサロン・ラム

地図 QR コード

地図 QR コード

No.

292

住所：習志野市実籾 1-4-1-B1 代表者名：大倉 敬子さん
TEL：047（478）2700 FAX：047（478）2719
営業時間：11 時～ 19 時 定休日：日曜日・祝祭日

住所：習志野市実籾 3-3-3 代表者名：柴田 勝治さん
TEL：047（404）0606 FAX：047（404）0222
営業時間：10 時～ 18 時 定休日：水曜日（第 1・3 火曜日）

実籾に店舗を構えて 30 年。健康食品などを取り扱う
「おしゃれハウス ポポ」。
今一押しは、打ち身、捻挫、打撲、骨折などの痛み
によく効く「ラチカエイト（細胞活性オイル）」。マラ
ブ海蛇の内臓をベースに作られたクリームで手足はも
ちろん、腰、膝、肘などの関節のほか、顔にも塗れる
万能クリームですので、痛み、乾燥などでお悩みの方
はぜひ一度お試しください。

実籾ほたる野商店会内にある「トリミングサロン・
ラム」。
わんちゃんのトリミングを行っており、シャンプー
カット、耳掃除、爪切り他など満足のサービスを提供
しています。シャンプーとリンスはその子の状態に合
わせられるよう数種類用意していますので安心して預
けることが出来ます。その他単品メニューでも利用で
きますのでお気軽にお問合せください。

とれぴち漁幸

鳥昭

地図 QR コード

地図 QR コード

住所：習志野市実籾 4-1-9-1F 代表者名：山岡 由幸さん
TEL：047（411）6134 FAX：047（411）6134
営業時間：17 時～ 24 時 定休日：月曜日（祝日の場合翌火曜日）

住所：習志野市実籾 4-1-1 代表者名：戸村 昭夫さん
TEL：047（474）7530
営業時間：17 時～ 24 時 定休日：日曜日

実籾駅徒歩 2 分、今年 8 月にオープンした「とれぴ
ち漁幸」
。毎日築地直送の新鮮な魚は天然ものばかりで、
鮮度、味は抜群です。またお酒も全国から取り寄せて
おり、魚との相性は抜群です。
忘年会、新年会にぴったりの鍋コース、宴会コース
はどちらも 2,500 円（飲み放題はプラス 1,500 円）と
リーズナブルな価格から予約可能ですので、ぜひこの
機会にご利用ください。

実籾駅前にある赤提灯が目印の「鳥昭」
。焼き鳥を
はじめ、焼き物がメインですが、サラダ、揚げ物や、
新鮮なお刺身など種類豊富なメニューはどれも一押し
です。
また、お酒の種類も豊富ですので焼き鳥や、お刺身
などにぴったりのお酒を楽しむこともできます。少人
数からでも予約が可能ですので、お近くの方はぜひ一
度立ち寄ってみられてはいかがでしょうか。
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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

