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2015.01.10　習志野商工会議所　

　先端の「ものづくり」の成果を発信するとともに、イ
ベントを通して未来の「ものづくり」を担う子どもた
ちの育成を目的に開催している「先端ものづくりチャ
レンジ イン 習志野」を12月14日㈰に千葉工業大学、
NPO国際ロボフェスタ協会との共催で開催しました。
　モリシア津田沼１階センターコートでは３部門

（知能ロボット競技、子ども絵画コンテスト、企業・研
究室展示）、千葉工業大学では１部門（ロボットキッ
ト製作体験）を行い、各会場は賑わいました。

　12月３日㈬、工業部会（樋口惠己部会長）では、東
京下町の中小企業等が共同で開発した無人深海探査
機「江戸っ子１号」のプロジェクトを進めている、バ
キュームモールド工業㈱　代表取締役社長　渡部 雄
治 氏を招き講演会を開催しました。
　中小ものづくり企業における「下請け体質からの脱
却」、「新分野への挑戦」、「中小企業がもつ可能性やそ

こで働くことの魅力」などの課題や本プロジェクトが
成功するまでの過程ほか、プロジェクトを遂行するう
えでの思いについてご講演いただきました。
　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。

　会員事業所の皆様の交流の場とネットワークづく
りの機会として、３月13日㈮に東邦大学において「特
別講演会＆交流パーティー」を開催します。

　第１部では、テレビ・ラジオ等
でキャスター、コメンテーターを
務めるジャーナリスト嶌 信彦 氏
を講師にお迎えし、「総選挙後の政
治・経済・アジア　～日本は再成長
できる～」をテーマに講演いただ
きます。

　第２部では、情報交換や人脈拡大等の場として「交流
パーティー」を開催します。より多くの方々と交流でき
ますよう、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
開催日　３月13日㈮
場　所　東邦大学習志野キャンパス（大久保）

テーマ　「総選挙後の政治・経済・アジア　
　　　　　　　　　～日本は再成長できる～」
講　師　ジャーナリスト　嶌 信彦 氏
場　所　理学部Ⅲ号館大講堂（５階）
定　員　300名　　
聴講料　無料

場　所　学生食堂（２階）
定　員　100名　　
会　費　2,000円

　建設業部会（鯨井徹部会長）では、今後の経済潮流の
核を担う建設施設や先端技術に関する情報収集等を
図るため、視察研修会を実施します。
　今年度は、三井不動産が柏の葉キャンパス駅周辺に

「環境共生」、「健康長寿」をコンセプトに開発した未来
を感じさせる街　柏の葉スマートシティと河川や道
路など整備に必要な建設技術の改善及び普及に取り
組む国土交通省関東技術事務所（建設技術展示館）を
見学いたします。

　 報告　　 工業部会
習志野市産学官連携プラットフォーム
ものづくり講演会

「江戸っ子 1 号プロジェクトにみる、
中小ものづくり企業の底力」を開催

　　　特別講演会と
交流パーティーを開催
　 募集

　　　建設業部会　視察研修会
柏の葉スマートシティ視察
　 募集

　　 第 7 回
先端ものづくりチャレンジ
2014 イン習志野を開催

　 報告

謹んで新春の

お慶びを申し上げます
平成27年　１月吉日

知能ロボット競技の様子

第２部　交流パーティー（17時50分～19時30分）

第１部　経済講演会（16時～17時30分）
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日　時　２月16日㈪　８時30分 集合
視察先　柏の葉スマートシティ
　　　　国土交通省　関東技術事務所
　　　　（建設技術展示館）
定　員　20名
対　象　習志野商工会議所会員
参加費　8,000円／人（予定）
　　　　〔昼食・夕食（懇親会）・保険込〕
問合せ　中小企業支援室　山野井

　　商業部会（柏木清孝部会長）・津田沼駅北口街づ
くり協議会にて視察研修会を下記の通り開催します。
　近年、東京電機大学千住キャンパスの開校により街
に学生の来街が増えた「千住旭町商店街」と東京下町
レトロ「谷中銀座商店街」の視察を行いますので、ぜひ
ご参加ください。
日　時　１月30日㈮　11時集合予定
場　所　千住旭町商店街・谷中銀座商店街
費　用　5,000円（車中での昼食・懇親会）
定　員　25名
問合せ　中小企業支援室　山野井・葛生

　第21回目を迎える毎年恒例のチャリティダンス
パーティー。近隣の社交ダンス愛好家をはじめ、毎年
多くの方々にご参加いただいております。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７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。
問合せ　中小企業支援室　山野井

　習志野商工会議所では、経営改善普及事業および会
員サービスの一環として「平成26年分決算・確定申告
相談会」を開催します。ご相談には千葉県税理士会千
葉西支部所属税理士が対応します。ぜひこの機会を
ご利用ください。
日　時　２月16日㈪、19日㈭、27日㈮
　　　　３月３日㈫、４日㈬、５日㈭、９日㈪、
　　　　11日㈬、13日㈮
場　所　習志野商工会議所
相談員　千葉県税理士会　千葉西支部所属税理士
相談料　無料
持参いただく書類
◦平成26年分決算書、確定申告書用紙
◦前年分決算書、確定申告書控え
◦関係帳簿類（現金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳）
◦各種控除証明書（国保・国民年金、健康保険、生命保
　険、地震保険、介護医療保険、小規模企業共済など）
◦印鑑
問合せ　中小企業支援室

　習志野商工会議所　2015.01.10

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

　　　商業部会・
津田沼駅北口街づくり協議会主催
視察研修会開催

　 募集

　　　平成 26年分
決算・確定申告相談会を開催
　 募集

　　　女性会主催
第21回チャリティダンス
パーティー開催

　 募集

　習志野商工会議所第 3 代会頭
をお務めになられた林 安次 氏

（昭栄精機工業株式会社　代表取
締役会長）が、療養中のところ、

12 月 10 日にご逝去（享年 90 歳）されました。
林氏は習志野商工会議所の設立に大変ご尽力さ
れ、商工会時代から 30 年余の長きにわたり役員
を務められ、総合経済団体としての礎を築き上げ
られました。謹んで深く追悼の意を表しますとと
もに、心からご冥福をお祈りいたします。

訃報



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（12月25日現在）。無担保・無保証人］
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を発揮していただける交流機会の拡充により、商工会
議所に“所属”し“参加”することの意義を感じてい
ただけるよう、昨年実施した商店街や大型店、大学、
鉄道事業者との連携によるJR津田沼駅の南北間の回
遊性と魅力を高めるための津田沼ミラクル事業やイ
ルミネーション事業など、地域資源を活用した新たな
“事起こしにチャレンジ”し、好事例の共有化と横展開
を促進する仕組みづくりを念頭に運営にあたります。
　年頭に際し所感の一端を申しあげましたが、商工会
議所活動の原点は、会員の皆様の結束力・連帯感です。
皆様の声の結集と参加により得られる人の和により、
頼られる組織づくりを目指して各種事業に取り組んで
まいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、お
願い申しあ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、希望に満ち
た輝かしい新年をお迎えのことと
お喜び申し上げます。
　昨年は、習志野市にとって、市制

施行60周年という大きな節目の1年となりました。11
月１日の記念式典を始め、様々な記念事業を行ってま
いりましたが、これらの事業を通じて改めて実感した
ことは、今日までの習志野市の発展は、諸先輩方の英
知や努力、そして、皆様のお力添えなくしては成し得
なかったということです。このことについて皆様に
厚く御礼申し上げますとともに、この素晴らしい習志
野市を、より一層発展させていかなければならないと
決意を新たにしているところです。
　今年の４月、新たな産業振興計画がスタートいたし
ます。産業振興計画は、本市の各分野にわたる産業振
興に係る取り組みの指針であり、現在の計画では、産
業界・大学・市民・その他関係団体と市が相互理解の中
で連携し合い、様々な施策に取り組んでおりますが、
次期計画においても、本市の基本構想で掲げた目指す
将来都市像「未来のために～みんながやさしさでつな
がるまち～習志野」の実現に向けて、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
街と市民、NPO等と連携し、時代の変化に対応した魅
力ある商業集積づくりに取り組んでまいります。ま
た、商店街が賑わいや交流の場としての機能を発揮で
きますよう、安全性や利便性の向上を目的とした商店
街共同施設の整備、運営の支援を行ってまいります。
　工業振興では、産学民官連携により、新技術・新製
品の開発や、新たな事業分野への取り組みを支援する
ことで、都市間や国際間の競争に負けない企業づくり
を進めるとともに、良好な操業環境の保持や道路交通
網の整備など、将来にわたって市内で操業しやすい環

習志野商工会議所　会頭　白鳥 豊
　明けましておめでとうございます。
　輝かしい新春を迎え、謹んで皆
様のご健勝とご繁栄を心からお慶
び申し上げますとともに、習志野
商工会議所への深いご理解とご協

力に、心から厚く御礼を申しあげます。
　さて、平成27年は、力強い日本経済と安定した国民
生活を取り戻すために、総理が提唱してこられた成長
戦略のあり方や政策の真価が問われる正念場の年で
す。そうした中で、地域経済の牽引役である中小企業
を取り巻く環境は、積極的な政策効果によりデフレが
解消に向かう一方で、消費税引き上げや急激な円安の
進行、原材料価格の高騰による収益の圧迫など、厳し
い状況に変わりはありませんが、経営者は将来に希望
を抱き、懸命の努力を重ねています。

“和”と“現場主義”により活力再生を！
　今年の干支「乙未（きのとひつじ）」は、争いを嫌い、
調和を好むという特徴が出る年です。　
　様々な外圧や困難に対しても、周りとの支え合いの
中で“和”を保つことで開運につながると言われてい
ますので、成長戦略を成功に導くためには、経済を担
う企業の改革はもとより、施策活用により成長戦略の
恩恵を享受できるよう、経済団体の場における情報交
換や交流による“和”が生み出す活力源になる役割が、
従来以上に求められてくるのではないでしょうか。
　この点からも企業の集合体であり、政府・自治体と
企業のパイプ役として、現場で施策に携わる商工会議
所が果たすべき役割は極めて大きく、私どもでは基本
行動としての“現場主義”を徹底し、実情に応じた施
策を活用していただくために、経営指導員による巡回
訪問・相談の強化や会議を通じて、皆様の生の声をお
聞かせいただきながら、成長戦略の具現化に貢献して
まいりたいと考えています。

“参加・所属”の意義を感じられる運営を！
 　小規模支援法の改正により、商工会議所の経営指
導における中核機関としての性格が、より明確に位置
づけられました。その責務を果たすために、文字どお
り身近なパートナーとして、皆様の経営にしっかりと
寄り添う伴走体制をとり、対処すべき課題ごとに応え
る努力を怠ることなく、会員企業の強みが発揮できる
よう事業に取り組みます。
　更には、新たな価値・活力を生み出すための独創性

年頭所感

更なる発展に向けて

事起しにチャレンジ
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境づくりに取り組んでまいります。
　また、本市の地域経済を支えている中小企業が、変
化する経済情勢や経営環境に対応できますよう、経営
基盤の強化・革新等への支援や、地域に根差した事業
展開に取り組める環境づくりを行ってまいります。
　今年は、本市の更なる発展に向けた、大切な１年と
なります。今一度足元を見つめ直して、課題と向き合
うとともに、本市の持つポテンシャルを最大限に活か
した産業振興に取り組んでまいりたいと思います。
　皆様におかれましては、今後も、本市のまちづくり
に更なるお力添えをいただきますよう、お願いいたし
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。

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。 
　平成27年の新春を迎え、謹んで
お慶び申しあげます。 
　日本商工会議所の会頭に就任し
て、２回目の新年を迎えました。

就任以来、被災地も含めた各地の商工会議所、女性会、
青年部、会員各企業等、多くの関係者と意見を交換し、
数多くの課題について議論を重ねてきました。 
　人口減などにより存立の危機に直面している地域
や、円安がコストアップに直結して苦しむ中小企業を
目の当たりにしました。同時に、明確な将来ビジョン
を描き活力を生み出している地域や、イノベーション
に果敢に挑戦し成功している中小企業にも接するこ
とができ、強い感銘を受けました。いずれの場面にお
いても、商工会議所が地域の大きな期待に応えるべ
く、積極果敢にリーダーシップを発揮しており、その
任務の大切さを実感いたしました。
　わが国経済は、多くの経済指標が改善を示すなど、
全体としては明らかに回復の道をたどっており、20年
続いたデフレを脱却しつつあります。私は、アベノミ
クスの本質は需要創造政策だったと思います。大規
模な金融緩和、財政支出、民間活動の活性化により、需
要が増加し、需給ギャップは大きく改善されました。
　マインド転換局面にある今こそ、資本蓄積、労働力、
トータル生産性の３要素を向上させ、中長期的な経済
成長を確実なものにしなければなりません。やるべき
課題は既に明らかですので、本年は、官民ともに覚悟
をもって、その解決に向けて実行・断行するときです。
　政府には、安定政権でなければ実行できない痛みを
伴う政策を断行し、日本の明るい未来への確かな道筋
を示して欲しいと思います。社会保障給付の重点化・
効率化は待ったなしであり、成長戦略は論ずる段階は
過ぎ、実行あるのみです。一層の規制改革によるイノ
ベーションの喚起、国際的な立地競争力の強化、低廉

で安定したエネルギーの確保、人口減少の歯止めと地
方創生などの山積する諸課題に対する適切な政策が、
間断なく実行されることを期待します。 
　我々民間企業は、デフレマインドからの転換をチャ
ンスと捉え、リスクをとりながら事業展開し、事業収
益を次の設備投資や賃金増に結び付けなければなり
ません。経済の好循環を実現する原動力として、これ
までの貯蓄主体から本来の投資主体に転換し、積極的
に行動することが求められているのです。 
　日本は、GDPに占める輸出比率が2012年実績で13.4％
と、先進国では9.9％の米国に次いで低い国です。GDP
の６割を占める個人消費が日本の成長をけん引、つまり
日本はこれまで内需主導で成長してきた国なのです 
　しかし、今後の人口減少トレンドを考えると、内
需の伸びは、ありとあらゆる努力をしても、せいぜ
い1～2％程度と多くを望めず、企業の成長のために
はどうしても外需を積極的に取り入れることが必要
です。現状、売上高輸出比率が２％台の中小企業も、
14％程度の大企業も、さらなるグローバル化の余地
は大であり、新興国の需要等を積極的に捉えていく
ことが求められます。 
　海外現地生産という選択肢もありますが、我が国の
人的資源や技術力の高さといった強みに加え、円安メ
リットも活かしながら、国内設備投資により供給能力
を高め、輸出競争力を強化することも重要な戦略です。
円安は、中小企業にとっては恩恵をフルに享受できる
ものではなく、むしろ原材料コスト増につながります。
しかしながら、現在の円安はしばらく定着すると覚悟
せざるを得ません。何とか円安をメリットにつなげら
れるように知恵を絞らなくてはなりません。いくつか
の中小企業が、生産拠点を海外から日本に戻した、あ
るいは戻す計画だという話も聞いております。もちろ
ん、そのための環境整備として、TPPの締結、主要国と
のEPA締結、法人税の減税なども急務ですので、政府
等に積極的に働きかけてまいります。 
　震災復興の加速化に向けては、全国514商工会議所
の絆をもとに実施している「遊休機械無償マッチング
支援プロジェクト」や「販路回復・拡大」などの活動を
精力的に継続しなければなりません。一日も早い本
格復興に向けて、現地が必要としている施策を丁寧に
取りまとめ、政府などへ提言してまいります。 
　我々商工会議所が、自治体の首長や地域住民などあ
らゆる関係者とともに危機感を共有化した上で、知恵
を絞り、実行する力を発揮すれば、現下の危機は乗り
越えられるはずです。514商工会議所のネットワーク
力など自らの強みに改めて自信を持ち、中小・小規模企
業の活力強化や地域再生に積極果敢に邁進すれば、地
域から日本の底力を上げる大きな原動力となります。 
　本年は戦後70年という節目の年でもあります。日
本の新たな再出発に向けて、大いなる気概と自信と明
るさを持ち、「実行あるのみ」を合言葉に、前に向かっ
て動き出しましょう。皆さまの一層のご支援とご協
力を心からお願い申しあげます。
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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　1・3級　２月18日㈬　　簿記検定　２～３級　２月22日㈰

～習志野商工会議所の記帳事務代行サービスの特徴～
⃝弥生会計ソフトによるパソコン入力によって、帳簿
　が迅速に作成できますので、月々の損益計算及び資
　産・負債の状況が正確に把握できます。
⃝貸借対照表も迅速に作成できますので、青色申告
　特別控除（65万円）を受けることができ、節税にも
　なります。
～「記帳事務代行サービスを

　ご利用いただいた事業所のみの特典」～
　訪問による記帳・税務相談を実施します。
1平成27年度分の所得税、消費税の申告に向けて、ご
　不明な点、ご心配な点に迅速に対応します。
2個人の税金に関するお悩みにも迅速に対応します。
3従業員の方に関する、所得税、社会保険関係のお悩
　みにも迅速に対応します。
問合せ　中小企業支援室

Q.「記帳代行」のメリット判定
□日々の業務が忙しく、帳簿の記帳が遅れがち。
□青色65万円特別控除に必要な複式簿記での記帳を
　していない。
□資産・負債の状況を把握できていないため、故に貸
　借対照表を作成できない。
□帳簿をつけていても、10万円の青色申告控除しか
　受けていない。
□消費税の課税事業者になっている。（なりそうだ）
□新規開業したばかりで、経理、税務に不安がある。
　1つでも当てはまる方はぜひ「記帳代行サービス」

（有料）をご利用ください！

「記帳代行サービス」を利用しませんか？

○従業員のための退職金を、計画的に準備できま
す。また、商工会議所を通じて大企業なみの退
職金制度が容易に確立でき、求人対策、従業員の
意欲向上、定着化に役立ちます。

○税法上の特色（掛金は加入者１人につき、月額
30,000円まで非課税）

　この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特
定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、加入者１人につき月額
30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従
業員の給与職にもなりません。（法人税法施行令第
135条、所得税法施行令第64条）

従業員１人につき１口1,000円で、最高
30口まで加入できます。

お申し出により30口を限度として加入
口数を増加させることができます。※この制度の
掛金は全額事業主負担です。

当商工会議所がアクサ生命と締結した

特定退職金共済制度

新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託
します。

・この制度の給付金は次のいずれかとなります。
加入従業員（被共済者）が退職したと

き、退職給付金が支払われます。
加入従業員（被共済者）が死亡し

たときには、退職給付金に加入口数１口あたり
10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支
払われます。

加入従業員（被共済者）が加入期間10
年以上で退職したとき、希望により退職年金が10
年間支払われます。

お問合せ　経営室　柴崎　鈴木

中小企業のモデル退職金
大学卒

勤続年数 年　齢 自己都合 会社都合
5年 27歳 433,000 円 637,000 円

10年 32歳 1,183,000 円 1,663,000 円
15年 37歳 2,250,000 円 2,971,000 円
20年 42歳 3,679,000 円 4,740,000 円
25年 47歳 5,600,000 円 6,976,000 円
30年 52歳 7,880,000 円 9,457,000 円
33年 55歳 9,236,000 円 10,661,000 円

定　年 - 12,484,000 円

着々とそなえて企業も
従業員も将来が安心！

掛金月額

①特定給付金

②遺族給付金

③退職年金

口数の増加

掛金の運用

掛　金

給 付 金
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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

年末調整・源泉税納付・改正消費税個
別相談会
日　時　１月16日㈮
　　　　10時～16時（昼休憩1時間）
場　所　習志野商工会議所
持　物　①26年分源泉徴収簿②給与

支払明細書③扶養控除等申告
書④源泉税納付書⑤26年分
源泉納付書⑥国保・年金・生命
保険・地震保険・介護医療保険
等控除証明書⑦印鑑 など

費　用　無料
相談員　千葉県税理士会　
　　　　千葉西支部所属税理士
問合せ　中小企業支援室
キャリアアップ助成金活用セミナー
日　時　２月６日㈮　14時～16時
場　所　八千代商工会議所
　　　　（京成八千代台駅徒歩３分）
内　容　キャリアアップ助成金の概要、
　　　　活用方法、事例発表
講　師　千葉労働局職業対策課　
　　　　市村 昇 氏、
　　　　㈲アンドウカンパニー　
　　　　代表取締役　安藤 道利 氏
費　用　無料
問合せ　習志野商工会議所

「パソコン講座」受講者募集
“基礎講座”短期集中講座開催！
①よくわかるワード　
　8,000円　木曜日　10時～15時
　2月5・12・19・26日(4日間）
②よくわかるエクセル
　8,000円　木・金曜日　9時～16時
　1月29・30日　（2日間）
※別途テキスト代2,160円
・Office2007での講習
・パソコン持込可（講座内容は2007）
・入門コース（初心者向け）も開催！

・3月の通常日程の講座も受付中
場　所　習志野商工会議所
定　員　各20名
問合せ　中小企業支援室　遠藤
2015年版ビジネスノート
　書き込みダイアリー、実用ガイド、
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
ご好評いただいています、「習志野商工
会議所・ビジネスノート2015年版」を
配布開始しています。
※1事業所1冊までとなります。
問合せ　中小企業支援室　葛生
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　経営室　柴崎
習志野商工会議所

「Facebookページ」開設
　2014年４月１日から習志野商工会
議所公式Facebookを開設しています。
　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

平成26年度習志野市危機管理講演会
「大規模災害に備える ～目からウロコ
の個人・地域・企業の実践的防災術～ 」
日　時　１月18日㈰
　　　　13時～14時50分
場　所　習志野市民会館
講　師　防災システム研究所所長
　　　　山村 武彦 氏
問合せ　習志野市危機管理課
　　　　TEL：047（453）9211
ワーク・ライフ・バランスセミナー
IN千葉市
日　時　２月５日㈭　14時～16時10分

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

場　所　京葉銀行文化プラザ　7階
内　容　「ワーク・ライフ・バランスと
　　　　女性の活躍の場の拡大」～働き方
講　師　中央大学大学院　戦略経営研究科
　　　　教授　佐藤 博樹 氏
定　員　100名
費　用　無料
申　込　千葉市男女共同参画課
　　　　TEL：043（245）5060
問合せ　千葉県雇用労働課
　　　　TEL：043（223）2743

「ふるさとハローワーク」
開設のお知らせ
　習志野市勤労会館内に「ハローワー
ク船橋」の出先機関である「ふるさとハ
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
談員による就労相談を受けることがで
きます。
開設時期　1月19日㈪
開設場所　習志野市花咲2-3-9
　　　　　習志野市勤労会館1階
利用時間　月曜～金曜9時～17時
　　　　　（年末年始、祝日除く）
問 合 せ　習志野市商工振興課
　　　　　TEL：047（451）1151
　　　　　ハローワーク船橋
　　　　　TEL：047（431）8287
大和証券グループ presents
辻井伸行 日本ツアー《熱情》
日　時　２月19日㈭
　　　　19時開演（18時15分開場）
場　所　習志野文化ホール
費　用　S席6,800円　A席5,800円
　　　　B席4,800円（全席指定・税込）
※未就学児のご入場はお断りいたします。
※保育あり。要予約
※お一人４枚まで。
一般販売　１月31日㈯
　　　　窓口：10時～　電話：14時～
問合せ　習志野文化ホール
　　　　TEL：047（479）1212

「でんき家計簿」のご紹介（東京電力）
　毎通期の電気ご使用量と料金をはじ
め、お客様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込みはこちら

お知らせ

東京電力　でんき家計簿 検　索
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8 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
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　OCR（光学式文字読取装置）パッケージソフトの開発、
販売を行っている「㈱アットデル」。
　当社製品「代打の切札」は OCR の仕組みを利用して、
手書きの文字や、活字をコンピューターで認識し、デ
ータへ変換を行います。そのほか電話の着信で勤怠管
理ができ、コールをするだけなので電話代が掛からな
い「ワンコール勤怠」も現在注目を浴びています。ご
興味のある方はぜひ一度お問合せください。

住所：習志野市谷津 1-11-11-202　代表者名：藤田 憲雄さん
TEL：047（481）8820　FAX：047（481）8822
営業時間：9 時～ 18 時　定休日：土日祝日
URL：http://www.atdel.co.jp/index.html

レオニダス

　実籾駅線路沿いのチョコレート専門店「レオニダス」。
　良質な本場ベルギーチョコレートを販売していて、
種類も豊富に取り揃えています。1 個単位から購入す
ることができますので好みに合わせて選ぶことができ
ます。
　ギフト用のチョコレートも種類豊富ですのでバレン
タインデー用にチョコレートをご準備される方はぜひ
ご利用ください。

住所：習志野市実籾 1-8-6　代表者名：降矢 克昭さん
TEL：047（403）0404
営業時間：10 時～ 20 時　定休日：不定休
URL：http://www.leonidas-alex.jp/

HP QRコード

カトランベーカリー

　京成大久保駅から屋敷方面に向かう途中に店舗を構
える「カトランベーカリー」。
　パン、ケーキ、焼き菓子を取り扱っており、店内に
は所狭しと種類豊富な商品が並んでいます。いちおし
はふるさと産品認定品、地元野菜にんじんを使用した

「にんじんクッキー」、マドレーヌ「習志野銘菓メロデ
ィー」。どの商品もお手頃価格ですのでお近くの方はぜ
ひ一度ご賞味ください。

住所：習志野市本大久保 4-16-6　代表者名：那智 甲子雄さん
TEL：047（473）2541　FAX：047（473）2541
営業時間：8 時～ 19 時　定休日：月曜日

地図 QRコード

HP QRコード

㈱アットデル

千 秋

　実籾駅から徒歩約 10 分の場所にある活魚・天ぷら・
うなぎのお店「千秋」。
　新鮮なお刺身をはじめ、焼き物、天ぷら、1 品料理な
どお酒を飲む方はもちろん、飲まれない方でも満足い
く料理が楽しめます。おすすめは寒い時期にぴったり
のきりたんぽ鍋。落ち着いた空間でおいしい料理とお
酒を楽しみたい方には必見のお店ですのでぜひ一度ご
来店ください。

住所：習志野市東習志野 4-7-10　代表者名：遠藤 寛哉さん
TEL：047（475）8274
営業時間：17 時～ 22 時　定休日：月曜日

地図 QRコード

毎日のその入力、
効率的な
方法があります。


