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2015.04.10　習志野商工会議所　

　３月24日㈫、商工会議所会館にて第56回通常議員
総会を開催し、平成27年度の事業計画及び収支予算な
どの主要議案が可決されました。
　総会終了後には、役員議員・会員交流会が開催され、
有意義な交流を図る機会となりました。

　３月13日㈮、東邦大学にて会員交流会を開催しました。
　「第１部 特別講習会」では、テレビでもお馴染みの
ジャーナリスト嶌信彦 氏を講師に迎え、「総選挙後の
政治・経済・アジア～日本は再生できる～」と題した講
演会を開催し、当所会員、市民の方々約350名が聴講
しました。

　「第２部 会員交流会」では、嶌先生、大学の関係者を
交えて会員事業所の皆様との交流会を開催し、同業種
をはじめ、同地区に事業所を構える方々が名刺交換や
情報交換などを行いました。
　また今回の交流会では、新入会員や後継者などの若い
方々に多くご参加いただき、賑やかな交流風景が見られ
ました。習志野商工会議所では、今後も会員同士の交流
の場を設けていきますので、ぜひご参加ください。

　習志野市内の消費需要拡大を図ること
により、地域経済の活性化を目的とした
プレミアム付き「ナラシド♪商品券」を
販売と併せて使用できる店舗・事業所を募集します。

1.登録資格
　習志野市において営業し、店舗等を有する事業所
　例◦小売業（飲食料品・衣料品・日用品・雑貨など）
　　◦サービス業（クリーニング、理容、美容など）
　　◦飲食業（居酒屋、和食、洋食、中華など）
　　◦建設業（増改築、造園、内装工事、電気工事など）
　　◦福祉事業者等（福祉施設、民間保育所）
2.募集期間　平成27年４月１日㈬～４月30日㈭まで
3.換金手数料　０％
　※通常の「習志野市内共通商品券」（額面1,000円）に
　　ついては、通常の3％の換金手数料が掛かります。

1.発行総額　６億4500万円（プレミアム分25％）
2.プレミアム率　25％　
3.販売単位　１冊6,000円（プレミアム分7,500円含む）
4.販売期間　平成27年6月20日㈯～6月28日㈰
5.購入限度額　１人３万円まで（５冊）
6.試用期間　平成27年7月1日㈬～12月31日㈭
7.その他　
　１冊500円×15枚綴りのナラシド♪商品券は「共通
券（10枚）」、「専用券（５枚）」に分かれています。
※共通券：大型店、中小店の両方で使用可。
※専用券：中小店で使用可。
※医療関係、建設業関係、福祉事業関係は、面積に係
　わらず中小扱いとなります。
※大型店・中小店は事業所（売場）面積で区分します。
　【大型店】1,000㎡以上　【中小店】1,000㎡未満
申込・問合せ　
　習志野市商店会連合会　TEL：047（455）1955
　習志野商工会議所　　　TEL：047（452）6700

　　  ナラシド♪商品券取扱事業者募集
習志野市プレミアム付商品券
　 募集

　　 
第56回通常議員総会を開催
平成27年度事業計画などを承認

　 報告

　　 会員交流会を開催
嶌信彦 氏の講演会に約 350 名が参加
　 報告

挨拶をする白鳥会頭

交流会では、親睦を深めるよい機会となりました

嶌 信彦先生

取扱事業所登録について

事業概要

ナラシド♪
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　3月15日㈰新京成新津田沼駅2階連絡通路にて、“住
んで良し”から“訪れて良し”のまちづくり観光を推
進するため、「習志野物語～観光交流博2015～」が開催
されました。
　習志野市の玄関である津田沼から地元の活性化事
業を行い、習志野の情報や魅力を発信しました。習
志野市の友好都市である南房総市、山梨県富士吉田
市、群馬県上野村、京都府京田辺市の特産品と習志野
市のふるさと産品の販売を行った「友好都市観光交
流展」、ステージイベントでは習志野市にゆかりのあ
る音楽家の演奏を行った「ならしの街かど音楽会」の
ほか、「習志野街かど写真展」、「新京成電鉄記念撮影
会」、オービックシーガルズによる「アメフト体験コー
ナー」など、様々な催しが行われ会場は賑わいました。

　習志野商工会議所　2015.04.10

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

賑わう各地の特産品コーナー

　建設業部会（鯨井徹部会長）と習志野市・建設行政
担当者との間で行われた本市建設業界動向等に関
する意見交換会（２月３日㈫開催、商工会議所会館
／商工習志野３月号掲載）で協議された「中間前払
制度の導入について」を受け、習志野市では、本年４
月１日付けで、次の事項に関する制度の改善が実施
されました。

　建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状
況を踏まえ、事業所の資金調達の円滑化を図るため、
当初の前払金に加え、一定の要件を満たした場合、契
約金額の10分の２以内の額を限度として支払う中間
前金払制度

　小規模事業者持続化補助金は、チラシ作成、店舗改
装、新商品開発など小規模事業者の皆様が経営計画に
基づいて実施する販路拡大などの事業に対して審査
のうえ、その費用を補助する制度です。
　本セミナーでは経営計画の立て方、経営計画書作成
のポイントをご説明します。また、中小企業診断士に
よる個別相談会も行いますので、申請をお考えの方は
ぜひご参加ください。
第１回　４月17日㈮　14時～17時
テーマ　小規模事業者持続化補助金の概要・経営環境
　　　　分析と事業構造分析
第２回　４月24日㈮　14時～17時
テーマ　販路開拓等に向けた経営計画について・経営計画
　　　　書作成のポイントについて（個別相談会１回）
　　　　※原則、第１回・２回の両日参加となります。
個別相談会　５月11日㈪　９時～12時
　　　　　　５月15日㈮　14時～17時
場　所　習志野商工会議所　　
定　員　20名
申　込　習志野商工会議所　中小企業支援室

会費の納入について（お願い）
　会費を「預金口座振替扱い」で納入されている会員
の皆様には、4月20日㈪に貴事業所指定の口座から振
替させていただきますので、出費ご多端の折とは存じ
ますが、残高のご確認をお願いします。

1号議員㈱ジオ・アカマツ　モリシア
津田沼マネジメントセンター

館長　原田 克治 氏
異動により変更　　　　　➡

館長　齊藤 勝久 氏

　　 小規模事業者持続化補助金
経営計画作成支援セミナー＆個別相談会
　 募集

　　 習志野物語
～観光交流博 2015 ～を開催
　 報告　　 建設業部会と行政との

意見交換会を開催
中間前払い制度を導入 当所からの要望が実現

　 報告

中間前金払制度について

議員・職務執行者変更のお知らせ



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.35％で2,000万円まで（３月27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！

　地域経済の活力を担う
会員の経営を応援するた
めに、日常的・定期的な戸
別巡回訪問を通じて経営
課題の把握に努めるとともに、解決のための適切な具
体的施策の提供と、自治体・専門家との連携による支
援環境を強化し、経営安定と成長のための経営支援に
取り組みます。
具体的な取組
◦伴走型巡回訪問経営支援（巡回訪問による課題解決

に向けた施策執行）
◦伴走型金融経営支援（経営改善実現のための実態に

即した斡旋と事後指導）
◦伴走型専門家派遣経営支援（専門家による発展段階

に応じた経営支援）
◦伴走型販促・商談経営支援（経営改善実現のための

販売促進支援／BtoB支援）

　価格競争や商圏間、同種
製品の製造競合など、諸々
の競争環境への対応支援の
ために、巡回訪問や個店強
化の取り組みを通じて、会員とともに独自の強みと特性
の発掘・発揮に努め、差別化及び魅力度の高い、顧客満足
度を高められる経営・製品の特性発揮に取り組みます。

　平成27年度事業計画については、変貌する社会経済情勢に対応すべく、会員事業所の皆様に寄り添って相
談に応じる経営支援や、商店街やまちを舞台にした地域活性化事業をはじめ、下記の重点項目と部会・委員
会事業を中心とした主要事業を展開していきます。

具体的な取組
◦産学官連携プラットホーム（研修・交流・販路開拓・

共同研究・実用化支援・情報提供・ロボット関連）
◦自治体への要望と実現（経営課題・経営環境の解決

に資するための政策及び地域振興に関する要望）
◦活性化チャレンジ支援（厳しい環境・構造変化への対応

に自主的に取り組む活性化へ向けた事業に対する助成）

　中小企業と地域経済の活性化が、地域総合経済団体
としての商工会議所に求められる使命である原点に
返り、世の潮流や多様化した会員・地域ニーズに応じ
た活動を行いうる団体を目指し、事業の定期評価を行
うなど、会員から期待される組織体へ向けた機能強化
に取り組みます。
具体的な取組
◦会員の絆・出会い交流（部会員交流会・婚活事業）
◦会議所組織・機能強化（福利厚生面からの経営改善

支援と当所の財務強化、会議所機能強化）
◦会議所組織・行動強化（商業魅力向上、消費喚起、歴史・

文化・スポーツ活動支援、商工会議所自体の行動強化）

会員企業の経営支援！

地域特性と潜在力発揮！

会議所の機能・行動強化！

 平成27年度事業計画
～会員と地域の発展・飛躍のために

政府・自治体の成長戦略の推進役を担います！～

習志野商工会議所

個店や工場が有する独自の強みの発掘
と特性の発揮！

新たな時代に対応し得る会議所の相対
的機能の強化！

巡回による課題把握と連携による
経営支援の強化！



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！

　習志野商工会議所　2015.04.10

①地域資源活用事業
②商業集客促進事業
③先進商業視察（部会員交流）
④研修事業／個店の魅力づく
りと実践、商店会連合会との

連携と差別化、商店会ごとの目標づくり、会員の主体的参加

①部会員間交流事業
②展示会出展支援事業
③産学官連携（受発注機会拡
大支援）による基盤整備促進
④企業見学・研修会　

⑤若手リーダー育成支援／会員事業所の参画機会を促進
し、技術・情報・人的交流を通じた販路開拓を支援する。

①ビジネス商談会及び交流会
（広域参加の検討）
②受発注促進研究事業
③金融機関意見交換会
④倶楽部活動促進

⑤公的金融制度の周知及び改善に向けた協議・要望 

①受発注機会と情報提供支援
②行政懇談会 ③意見交換会
④定例研修会 ⑤視察研修会
⑥修繕斡旋　 ⑦会員交流

①部員拡大
②部員の資質向上
③部員間のビジネス交流
④婚活事業
⑤県青連事業への参加

⑥商工会議所事業への参加／新規部員拡大、参加率向上

①地域活性化事業への推進協力
②女性会事業のPRと研修
会、講演会の開催
③地域福祉活動への協力
④県女連事業への参加／会

員拡大、後継者育成

①新たなまちづくりの仕組
みの考察
②商業先進地域視察
③NPO・ボランティア団体
等との情報交換／地域資源

を生かしたまちづくりと都市イメージの発信及び次世
代への継承

①情報化推進セミナー
②最新情報施設の視察研修会
③組織内のIT化推進と情報
施策の調査研究

①会員事業所の方々に活用さ
れる経営支援策の調査・研究
②ビジネスマッチング支援
事業の調査・研究
③支援機関・支援人材の活

用法提案④労働環境改善に向けた調査・研究

問合せ　習志野商工会議所　TEL：047（452）6700
　　　　HP：http://www.narashino-cci.or.jp/

部会・委員会事業計画

主な事業

主な事業

主な事業

主な事業

主な事業

主な事業

主な事業

主な事業

主な事業

商業部会（食品業分科会）
柏木 清孝 部会長 ［㈲大久保園］

工業部会
樋口 惠己 部会長［㈱樋口製作所］

建設業部会
鯨井 徹 部会長［㈲鯨井測量建築事務所］

サービス業部会（金融業分科会）
布施 國雄 部会長［㈱レカムサービス］

情報戦術委員会
竹谷 嘉夫 委員長［総栄建設㈱］

企業経営戦術委員会
吉田 茂雄 委員長［広栄化学工業㈱］

街づくり戦術委員会
佐々木 秀夫 委員長［ダンデイエンタープライズ㈲］

女性会
梓澤 清子 会長［㈲朱泉］

青年部
安西 繁行 会長［㈱ナラデン］
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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　簿記検定　１～３級　６月14日㈰　　販売士検定　３級　６月28日㈯　　

平成27年度平成26年度

　習志野市在住、在勤、在学の方々が中心となって活動
している「オービックシーガルズ習志野応援団」では、

「王座奪還」に向け2015年シーズンをスタートしたオー
ビックシーガルズをサポートするため、「応援団1万人
プロジェクト」を展開中です。会員事業所の皆様のご
登録、応援をぜひよろしくお願いします。
オービックシーガルズ習志野応援団
 入会条件
① 下記②～③に賛同してくださる方
　 （お住まいは市外でもOK）

オービックシーガルズ
習志野応援団
１万人化プロジェクト

② オービックシーガルズを応援してくださる方
③ 年に1回以上、オービックシーガルズの試合に参戦
　 してくださる方
　 ※応援団への登録は無料。年齢制限はありません。
 入会特典
① 試合やイベントなどの情報が定期的にメール配信
　 されるので、オービックシーガルズの活動が分か
　 ります。
② 応援団の証が配布されます。
③ オービックシーガルズと一緒に、日本一を目指し
　 てワクワクできます。
 お問合せ
オービックシーガルズ習志野応援団事務局
TEL：047（452）2224　平日10時～17時
※または同封のチラシからお申込みください。

 開催日時
７月19日㈰　9時～21時
 受付期間
４月８日㈬～４月15日㈬　※平日9時～17時
 参加資格
千葉県暴力団排除条例（平成23年9月1日施行）に
抵触しない者および出店内容が市民まつりの趣
旨を逸脱しない者で、①・②いずれかに該当する
者。①習志野商工会議所会員で、習志野市内に
店舗及び事業所を有する事業者。ただし、登記
だけで店舗及び事業所が市内に実在しない事業
者などは不可。
②習志野市内で活動している団体及び町会・自治
会等。

千葉県暴力団排除条例に関するお問合せは、
習志野警察署刑事課までお問合せください。　
TEL：047（474）0110

 募集内容
グルメの部（飲食物の販売）40コマ（9時～21時）
1コマサイズ（間口2.7m×奥行1.8m）
バザーの部（物品の販売・ゲーム等）22コマ（9時～21
時）1コマサイズ（間口1.8m×奥行2.7m）
※1団体の申込コマ数は、グルメ、バザーともに各1コマ
まで。ただし、参加申込者数の状況により、2コマ使用
可能です。（2コマ目も有料です。）

 出店協賛金
1日1コマ：20,000円（２コマ目は25,000円）
※雨天やその他の理由で、出店の目的を達することが
できなかった場合でも、出店協賛金は返却できません。

 申込方法
①習志野商工会議所（047（452）6700）へ電話で、事
前に仮受付（4月8日㈬～4月15日㈬まで）を行ってく
ださい。その際、出店の概要を確認します。
②仮受付終了後10日以内に申込書（別紙1）及び誓約
書（別紙2）に必要事項を明記し、出店責任者本人及び
従事者全員の写真並びに、運転免許証または健康保
険証等の写しを添付し、郵送・持参のいずれかの方
法により、習志野商工会議所に提出してください。

（申込書及び誓約書をまとめて警察署に提出します。）
※商店会連合会へ申請し許可を受けている方は、従事
者全員の許可書のコピーを提出してください。
※申込書等は習志野商工会議所ホームページからダウン
ロードしてください。

習志野きらっと2015　７月19日開催

出店者募集
４月８日㈬から受付開始！

第22回市民まつり
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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

無料行政書士相談会
　会社、NPO法人等の設立、各種許認
可や登録の申請、相続・遺言書作成など
日常生活に関するお困りごと、お気軽
にご相談ください。
日　時　３月20日㈮
　　　　各日13時～16時(要予約)
場　所　習志野商工会議所
費　用　無料
相談員　千葉県行政書士会葛南支部所属
　　　　行政書士
申　込　中小企業支援室
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
　習志野商工会議所公式Facebook
を公開中。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

「習志野市骨髄移植ドナー
　　　　　　　支援事業について」

　本市では、骨髄・末梢血幹細胞提供者
（ドナー）の増加や多くの骨髄・末梢血
幹細胞移植の実現をめざして、ドナー
とドナーが従事する国内の事業所に助
成金を交付する「骨髄移植ドナー支援
事業」がございます。
助成対象者
① 提供者（ドナー）

市内に住所があり、公益財団法人骨
髄移植推進財団が実施する骨髄バ
ンク事業で骨髄・末梢血幹細胞の提
供を完了し、証明する書類の交付を
受けた方

② 提供者（ドナー）が従事する事業所
提供者（ドナー）が従事している国内
の事業所（国・地方公共団体等を除く）

助成金の額
① 提供者（ドナー）

骨髄・末梢血幹細胞の提供1回につ
き10万円

② 提供者（ドナー）が従事する事業所
　 提供者（ドナー）1人につき5万円
問合せ　習志野市役所健康支援課
　　　　TEL：047（451）1151
第13回谷津遊路商店街アートフリマ
参加者募集
日　時　６月６日㈯・７日㈰
　　　　11時～17時（雨天中止）
場　所　谷津遊路商店街
　　　　（1ブース200㎝×200㎝）
費　用　500円（1日1ブース）
※参加費は受付の際にお支払いください。
出店要項
①申込用紙に必要事項を記入の上、4

月末日までに下記連絡先へご提出
ください。（郵送可）

②手作りなら何でもOK（食品、既製品
はNG）。

③出店場所については主催者にいて決
定させていただきます。

④当日開始時間30分前より商店街事
務所にて参加受付を行います。

⑤駐車場はありませんので、近隣の有
料駐車上をご利用いただくか、公共
交通機関をご利用ください。

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　〒275-0026
　　　　習志野市谷津4-5-22
　　　　TEL：047（451）3744
　　　　FAX：047（452）2548
2015新緑囲碁大会
日　時　4月26日㈰　13時～
場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　（モリシア・レストラン棟７ F）
内　容　チャンピオン戦（無差別、相互
　　　　先、先番６目半コミダシ）
　　　　点数制（普段対局している対
　　　　局方法です）
会　費　2,000円（昼食は出ません）
定　員　80名
申　込　日本棋院津田沼支部
　　　　TEL：047（475）5255
みんなで囲碁入門
場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　（モリシア・レストラン棟7F）
会　費　無料　　定　員　50名
内　容　囲碁のルール、簡単な詰碁、　
　　　　九路盤で実際に対局
日　時　４月29日㈬　
　　　　10時～11時30分
　　　　４月30日㈭
　　　　10時～11時30分
講　師　入江 信先生(29日)
　　　　神田 光男先生（30日）
申　込　日本棋院津田沼支部
　　　　TEL：047（475）5255
習志野警察署からのお知らせ
　「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。
習志野警察署　TEL：047（474）0110

お知らせ
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　谷津遊路商店街に 13 年間八百屋を営んでいる「主婦
の店」。
　店主の鷲山さんは安心、安全の国内産の野菜にこだ
わり、どこよりも安く鮮度の良い野菜を提供していま
す。おすすめ時期に合わせた旬な野菜をはじめ、果物
などを数多く取り揃えています。
　また、お電話をいただければ配達も行っていますの
でお気軽にご連絡ください。

住所：習志野市谷津 4-4-16　代表者名：鷲山 光太郎 さん
TEL：047（452）8225　FAX：047（452）8225
営業時間：9 時～ 19 時　定休日：日曜日

French Bull

　京成大久保駅より徒歩 8 分。学園おおくぼ商店街の
中にある Darts ＆ Cafe「French Bull」。
　店内は広々と解放感があり、アットホームな雰囲気
のお店です。ダーツマシンは 3 台設置してあり、食事
を楽しみながら遊ぶことができます。
　初心者の方から、上級者の方まで幅広く楽しむ事が
できるお店ですので、ぜひ一度お気軽にお立ち寄りく
ださい。

住所：習志野市大久保 3-13-4 大久保ビル 2F　代表者：石渡 雅基 さん
TEL：047（455）3215　FAX：047（455）3215
営業時間：18 時～　定休日：日曜日
HP：http://www.frenchbull-darts.com/index.html

HP QRコード

シロノホームケア

　習志野市袖ヶ浦にて介護タクシー事業を中心に電球
１つの交換から温泉介護旅行、長時間の付添いや家事
代行まで様々な生活サポート事業を行っている「シロ
ノホームケア」。
　介護の便利屋さん等、民間ならではの柔軟なサービ
スの展開をしています。
　また、エンディングサポートとして介護・葬儀・生
前整理・相続なども、お気軽にご相談ください。

住所：習志野市袖ヶ浦 4-19-3　代表者名：城野 よしかず さん
TEL：047（481）8311　080（1353）0007（24H 受付）
FAX：047（481）8387　※ HP 制作中　
営業時間：24 時間対応　定休日：年中無休

地図 QRコード

地図 QRコード

主婦の店

ろおたす

　習志野市香澄、香澄公園すぐそばに店舗を構える生
花店「ろおたす」。
　誕生日、イベント、開店・開業祝などの贈り物か
ら、ウエディングでのテーブルセッティング、ブーケ
や、お供え、仏花など様々な用途に対応しており、予算、
希望を聞いたうえで対応していただけます。
　店頭販売ほか、宅急便での対応も行っておりますの
でぜひお気軽にお問い合わせください。

住所：習志野市香澄 6-10-15　代表者名：松本 純子 さん
TEL：047（451）1208　FAX：047（452）7181
営業時間：9 時 30 分～ 18 時　定休日：水曜日
HP：http://www.lotus-blossom.com/index.html

HP QRコード


