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　習志野市では、昭和57年（1982年）に県内で最初に「核兵器廃絶平和都市」を宣言し、秋津公園の一画に「平和の広場」を設置
しました。この広場には、広島、長崎で被爆した施設の一部を利用したモニュメントがあります。

「核兵器廃絶平和都市」宣言と
平和の広場

習志野市秋津3-6-3

習志野トリビア Vol.4
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　　  市民まつり
習志野きらっと2015
　 報告

ご協賛ありがとうございました
　習志野市民まつり実行委員会主催
の「習志野きらっと2015」が、7月19
日㈰に開催されました。
　市庁舎建て替えに伴い、市役所駐
車場での開催が今年で最後となる本
年。当日会場には63,388人（昨年来
場者数：約44,000人）の来場者が訪れ賑わいを見せま
した。
　当所会員事業所が出店したグルメコーナー、バザー
コーナーをはじめ、恒例となっている市役所通りでの
きらっとサンバなど例年以上に盛り上がりを見せま
した。
　また、開催にあたりましては、景気厳しい折にもか
かわらず、多くの会員事業所の皆様からのご協賛をい
ただきました。紙面を借りてお礼を申し上げます。

　　  代表者連絡会議を開催　 報告

　７月27日㈪ 商工会議所会館にて部会や委員会、青
年部、女性会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。
　平成29年４月に迎える習志野商工会議所創立30周
年に向けた取り組みへの意見交換や、会員交流会につ
いて話し合いが行われました。

　　  金融業分科会
金融機関意見交換を開催
　 報告

　金融業分科会（菅野浩之分科会長）は、７月14日㈫ 
商工会議所会館にて、平成27年度金融機関意見交換会
を開催しました。
　市内５金融機関10支店の支店長と日本政策金融公
庫船橋支店および習志野市商工振興課のほか、千葉県
信用保証協会から担当者が出席し、習志野市役所企
画政策課担当者による「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」に関する説明と意見交換のあと、各金融機関の創
業支援の取り組みや、11月に開催予定の金融分科会主
催によるセミナーについて協議が行われました。
　本分科会では今後も定期的に意見交換会を開催し、
会員の皆様への金融支援強化のための情報交換を行
う予定です。

　　  女性会
婚活支援セミナーを開催
　 報告

　７月16日㈭ 商工会議所会館にて、女性会主催によ
る婚活支援セミナー「独身者が結婚しない現状と今ど
きの婚活について」を開催しました。講師に㈱日本ブ
ライダル連盟 代表取締役 浅井氏をお招きし、独身者
の家族や事業主および、独身者本人を対象に未婚者が
増えている原因、家族・周囲の支援や接し方、婚活方
法についてご講演いただきました。当日は49名の参
加をいただき、講演後は婚活に積極的に取り組む前向
きな意見が多く聞かれました。

　　  サービス業部会
５商工会議所ビジネス情報
交流会を開催

　 報告

　７月23日㈭ 浦安市民プラザにて５商工会議所
（習志野、船橋、八千代、浦安、東京商工会議所江戸

2015.08.10　習志野商工会議所　

グルメコーナーへ出店した青年部

オープニングパレードへ参加した女性会

講演いただいた浅井氏
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　　  第27回習志野商工会議所
マスターズゴルフ大会
　 募集

　毎年恒例の習志野商工会議所マスターズゴルフ大
会を下記のとおり開催します。ゴルフを通じた、会員
事業所間の交流を目的に、事業主の方はもちろん、従
業員の方、ご家族の方もご参加できますので、お誘い
合わせのうえ奮ってご参加ください。
日　　時　10月５日㈪　８時～第１組スタート
場　　所　山武グリーンカントリー倶楽部
　　　　　山武市椎崎1552番地
費　　用　▪プレー費　18,000円
　　　　　　プレー、キャディーフィー、乗用カート、
　　　　　　昼食（ワンドリンク付）、パーティー代
　　　　　▪参加費　1,000円（賞品代等）
競技方法　ローカルルール、新ぺリア方式
締　　切　９月４日㈮まで　※先着100名
問　合　せ　経営室　柴崎

　厳選なる抽選の結果、以下の事業所様が当選され
ました。たくさんのご応募ありがとうございました。

【応募総数73通】（順不同・敬称略）

白戸会計事務所、㈲日盛堂、栄工業㈱、東和製缶㈱、三
代川モータース、㈱菅原電気事務所、㈱和洋建築、小
倉珠算学院、㈱グリーンプロダクツ、㈱福富門扉

当選者の皆様おめでとうございます！
共済の内容お問合せは下記担当者までご連絡下さい。
問合せ　経営室　柴崎・鈴木

　習志野商工会議所　2015.08.10

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

川支部）合同によるビジネス情報交流会を開催しま
した。
　今回は東京商工会議所江戸川支部が新たに参加す
るなど、多方面の業種の方々が集まり、情報交換や名
刺交換が積極的に行われ、参加した事業所の事業拡大
や取引促進のいい機会となりました。

　　  街づくり戦術委員会主催
「ＪＲ津田沼駅南口における新た

なまち“奏の杜”のまちづくり」

　 報告

　習志野市の次世代都市像である「奏の杜」から、市
民・コミュニティが一体となった地域の主体性に期待
するまちづくり運営を学ぼうと、講師に習志野市ＪＲ
津田沼駅南口土地区画整理組合 業務代行事務所 所長 
鎰谷聡 氏をお招きし、奏の杜のコンセプトや将来像
についての勉強会を開催しました。
　奏の杜では全国的にも先進的な組織が構成されて
いて、居住者、土地所有者、事業者の約2,000会員で構
成される「（一社）奏の杜パートナーズ」を主体とし、

「景観」、「安全・安心」、「環境」をテーマにまちの共有
財産の維持管理・運営をはじめ「まちづくり」、「まち
育て」が進られています。奏の杜に関わる全ての人
たちが携わり、次世代に繋がる街づくりが行われて
います。
　講演会後は懇親会が行われ、それぞれの参加者が考
える街づくりについての意見交換などが行われ有意
義な時間となりました。

ロッテマリーンズ VS オリックスバッファローズ
内野指定席 2 名 1 組 10 事業所

千葉ロッテ戦観戦チケットプレゼント！

加入者限定 !! 夏休み
チケットプレゼント

当選結果

あじさい共済加入事業所還元事業

当日の交流会の様子



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.25％で2,000万円まで（７月29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！

　習志野市茜浜にホームグラウンドを構えるアメリ
カンフットボールチーム「オービックシーガルズ」は、
2010年～2014年にかけて前人未踏の４年連続日本
一を達成。５年連続日本一を目指した昨シーズンは
惜しくも敗れましたが、王座奪還に向けた2015年の
秋季リーグが９月からいよいよ開幕します。
　また、2013年に設立した「一般社団法人オービッ
クシーガルズ習志野スポーツクラブ」では、スポーツ
を通じた地域振興を目的に小学生アメリカンフット
ボールチーム「ジュニアシーガルズ」をはじめ、小学生
から大人までを対象としたスポーツ活動を展開して
います。
　そこで、今月号の特集は、王座奪還に向けて発進し
た「オービックシーガルズ」と「（一社）オービックシー
ガルズ習志野スポーツクラブ」をご紹介します。

　社会人アメリカンフットボールのクラブチームで
全国社会人チーム最多のライスボウル（日本一決定
戦）優勝７回、Xリーグ（社会人リーグ）制覇８回の成
績を誇る日本一の強豪チームです。
　習志野市茜浜にあるグラウンドをホームに活動し、
2011年シーズンから2014年シーズンに掛けては前
人未踏の４年連続日本一を達成しました。

　習志野市を拠点に活
動しているオービック
シーガルズは「ホーム
タウン活動」として地
域との交流、アメリカ
ンフットボールの普及
活動などに積極的に取
り組んでいます。2012年からはユニフォームに「習
志野市」のロゴを付けて試合に臨み、日本一３連覇を
果たした際には「習志野市民栄誉賞」を受賞しました。

　2015年春、５連覇ならず
再出発したオービックシー
ガルズをこれまで以上に応
援しようと、「習志野応援団 
１万人プロジェクト」が発足
しました。ぜひ応援団にご
登録いただき、一緒に応援し
日本一を目指しましょう。
　『習志野から日本一』を掲

げるオービックシーガルズを、より多くの市民の皆
さんに知っていただき、見ていただきたいと活動を
続けています。
　みんなでスポーツを支える楽しみを分かち合い、習
志野のまちを元気にしていきましょう。

　　  スポーツで街を元気に！！
　頑張れ！オービックシーガルズ

オービックシーガルズとは？

ホームタウン活動

2015年 秋季リーグ日程表

日　程 会　場 対戦チーム

１節 ９月５日㈯
17:00～ 富士通ST 警視庁イーグルス

２節 ９月13日㈰
12:30～ 相模原ギオンST ノジマ相模原ライズ

３節 ９月27日㈰
13:00～

習志野市
秋津サッカー場 明治安田パイレーツ

４節 10月４日㈰
11:00～ 富士通ST オール三菱ライオンズ

５節 10月17日㈯
14:00～ 富士通ST 富士通フロンティアーズ

９月27日㈰は地元習志野で開催
秋津サッカー場 13時キックオフ !

昨年の秋津サッカー場での試合

オービックシーガルズ習志野応援団

応援団長  織戸克久さん

特 集



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！

　ジュニアシーガルズ・小学生チームは、オービック
シーガルズのジュニアチームとして2000年から活動
している、フラッグフットボールチームです。
　「全員でタッチダウン！」を合言葉に楽しく元気に
みんなが “タッチダウン”できる、みんながヒーロー
＆ヒロインになれるチームを目指し活動しています。

※フラッグフットボールとは？
　フラッグフットボールは「誰でも」「安全に」「簡単
に」、アメリカンフットボールを疑似体験できるス
ポーツです。タックルの代わりに、腰にぶら下げたフ
ラッグ（旗）を引き抜くことで相手を止めます。「考え
る鬼ごっこ」という競技の特性から、教育現場で高く
評価されています。

　ジュニアシーガルズ・
中学生チームは、防具を
つけて行うアメリカン
フットボールのチームで
す。オービックシーガル
ズのジュニアチームとし
て2007年から活動しています。小さい頃からアメ
リカンフットボールに親しみ、プレーし、経験を積み
たい、という仲間が集まっているチームです。中学
生チームを卒業した選手が、高校、大学で多数活躍し
ています。
　2005、2007年をはじ
めXリーグでこれまでに
５ 回、チ ア リーダーズ・
オブ・ザ・イヤーを受賞し
ているオービックシーガ
ルズの専属チアリーダー

「SEA-Cheer」。そのジュニアチームとして2008年
からスタートしたチームです。SEA-CheerのOG、
現役チアリーダーが直接指導してくれます。初心者
から経験者まで、レベルに合わせて楽しめます。

　年齢・性別に関係なく、
「みんなでワイワイと」をコ
ンセプトに誰でも簡単に
できるスポーツ（遊び）を平
日の夜に開催しています。
　18:30～21:00の間、い
つからでも参加でき、ちょっと疲れてしまったら休ん
でいてもOK。昔遊びのような種目から小学校の運動
会でやったようなこと、独自に考えた遊び、時にはフ
ラッグフットボール、ウォーキングサッカー、ドッジ
ビー、キックベースなど毎回即席チームを作りチーム
対抗戦を行います。毎回グラウンドでいい汗をかい
た後は、場所を移して任意で懇親会をしています。

　オービックシーガルズ
の現役の選手やコーチが、
小 学 校 な ど を 訪 ね て フ
ラッグフットボールの体
験授業を行っている活動

「きてきてアメフト先生」。
　ほとんどの子どもが初めて行うスポーツなので楽
しく・分かりやすく授業を進めていきます。2013年
度は習志野市内小学校を中心に20校3000名を超え
る子どもたちと触れ合いました。実施学年は１年生
～６年生までどの学年でも可能です。ルールや難易
度をアレンジして授業を進めていきます。

　ピラティスとは、ジョセ
フ・ピラティス（ドイツ人）
という実在の人物が開発
したボディーコントロー
ルメソッドです。お腹周り
のシェイプアップや、骨盤、
身体のゆがみを知り調整することで姿勢を整えます。
　運動を始めたいけど何からやればいいか分からな
い、腰痛や肩こり、骨盤が歪んでいると言われたこと
がある方はピラティスで改善していきましょう。
　商工会議所会館でも定期的に開催しています。
一般社団法人オービックシーガルズ
習志野スポーツクラブ　　代表理事：渡部滋之
住所：習志野市茜浜3-6-3　TEL：047（454）7571

大人から子供までスポーツを身近に
一般社団法人オービックシーガルズ習志野スポーツクラブ
ジュニアシーガルズ（小学生・中学生
チーム）・キッズチアリーディング

きてきてアメフト先生「フラッグ
フットボール学校訪問授業」

大人がスポーツで遊ぶ日

　習志野商工会議所　2015.08.10

ピラティス教室・ストレッチ講座



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　２級　９月26日㈯　　簿記検定　１～３級　11月15日㈰

2015.08.10　習志野商工会議所　

　通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供し
　てはいけません。
２．面接指導の実施
⑴ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者の
　うち、高ストレス者として面接指導が必要と評価
　された労働者から申出があったときは、医師によ
　る面接指導を行うことが事業者の義務になります。
⑵事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見
　を勘案し、必要があると認められるときは、就業
　上の措置を講じる必要があります。
３．集団分析の実施
⑴職場の一定規模の集団（部、課など）ごとのストレ
　ス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を
　改善することが事業者の努力義務とされています。
４．労働者に対する不利益取扱いの防止
⑴面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取
　扱いを行うことは法律上禁止されます。
⑵このほか、ストレスチェックを受けないこと、事
　業者へのストレスチェックの結果の提供に同意し
　ないこと、高ストレス者として面接指導が必要と
　評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ない
　ことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の
　結果を理由とした解雇、雇止め、退職推奨、不当
　な配点・職位変更等も行ってはいけないとするこ
　とが国の方針に定められています。
※ストレスチェック制度に関する詳細は、厚生労働省ＨＰ
　でご確認ください。

ストレスチェック制度とは？
　平成26年６月25日に公布された労働安全衛生法の
一部を改正する法律により、ストレスチェックと面
接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
　今回新たに導入されるストレスチェック制度は、
労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のス
トレスへの気付きを促すとともに、職場改善につな
げ、働きやすい職場づくりを進めることによって、
労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防
止すること（一次予防）を主な目的としたもので、
平成 27 年 12 月１日から施行されます。
１．ストレスチェックの実施
⑴常時使用する労働者に対して、ストレスチェック
　を実施することが事業者の義務となります。
※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う
　心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
※従業員数50人未満の事業所は、当分の間努力義務とな
　ります。
⑵ストレスチェックの実施の頻度は、１年以内ごと
　に１回です。
⑶ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要
　因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」
　の３領域が含まれたものである必要があります。ど
　のような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能
　ですが、国の方針では標準的な調査票として「職業
　性ストレス簡易調査票（57項目）」を推奨しています。
⑷ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に



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
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「パソコン講座」特別企画！受講者募集
①カルチャーコース（２カ月コース）
　１カ月／4,000円　10時～正午（月・金）
　・８月21、24、28、31日（４日間）
　・９月７、14、18、25日（４日間）
②シェイプアートクラス
～ワードで花のイラストを描こう！～
　各回／2,500円　13時～16時
　・入門講座　８月21日㈮
　・初級講座　８月28日㈮
　・中級講座　９月18日㈮
　・上級講座　９月25日㈮
　小学生から親子でお申込可
※Office2007での講習
※カルチャークラスはノートパソコン
　持込可（講座内容は2007）
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

谷津遊路商店街「星まつり」
日　時　８月22日㈯
　　　　※雨天の場合23日㈰
場　所　谷津遊路商店街
内　容　LIVE・すいかわり・ダブルダッ
　　　　チ・こども縁日・オービックシー
　　　　ガルズ応援スタンプラリー
問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　TEL：047（451）3744
習志野市内を走るコミュニティバス
の「ハッピーバス」に広告を出してみ
ませんか？
　ハッピーバスは新津田沼駅、新習志野

駅、京成津田沼駅、京成大久保駅等を経
由し、１日約1,400人の方が利用してい
ます。事業PR等に是非ご活用ください。
※ハッピーバスは京成バス㈱が事業主
　体となり運行しています。
注広告掲載基準は「習志野市広告掲出の
　取扱に関する基本要綱」に基づきます。
■広告の種類
①ポスター B3
　１枚　１週間　05,000円
　　　　１か月　16,000円
②ステッカー（200mm×500mm）
　１か月　4,000円から
③Hポール（運転席後ろ） B3
　１枚　１か月　24,000円
※広告料には別途消費税が必要です。
　上記広告の種類は一例です。詳細は
　習志野市ホームページの「ハッピー
　バス」からご確認ください。
■お問合せ　習志野市都市計画課
　　　　　　TEL：047（451）1151
子育てをされている勤労者の方を対
象に当所５年間の貸付金利を0.2%
引き下げる特例を実施します！
　子育てをされている勤労者の方が財
形持家融資を利用しやすくするため、18
歳以下の子等を扶養されている方が新
たに「財形持家融資」を申し込む場合、当
所５年間は、通常の貸付金利から0.2%
を引き下げる特例措置を実施します。
■受付期間
　平成27年7月1日～平成28年3月31
日までの新規申込者が対象。期間内で
も、申込状況などにより、特例措置を
終了する場合があります。
※詳細は下記へお問合せください。
■お問合せ
（独法）勤労者退職金共済機構
TEL：036（731）2935
平成27年国勢調査を実施します
　平成27年10月１日を基準日として国
内に住む人全員を対象とする国勢調査を
実施します。国勢調査は統計法に基づい
て５年に１度行われる、最も重要な統計
調査です。皆様のご協力をお願いします。
問合せ　習志野市国勢調査実施本部
　　　　TEL：047（489）1653

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

津田沼囲碁クラブからのお知らせ
みんなで囲碁入門参加者募集中！
日　時　８月29日㈯　10時～11時　
　　　　30分、13時～14時30分
　　　　30日㈰　10時～11時30分
　　　　31日㈪　10時～11時30分、
　　　　18時～19時30分
場　所　津田沼囲碁クラブ
定　員　50名
講　師　松村和明（29日）、土屋弘明　
　　　　（30日）、入江信（31日）
問合せ　日本棋院津田沼支部

　TEL：047（475）5255
2015秋の風囲碁大会
日　時　８月30日㈰　13時～　　
場　所　津田沼囲碁クラブ
内　容　優勝、準優勝、敢闘賞、参加賞
　　　　※原則として８人で対局し、
　　　　　約半数が入賞します。
　　　　※２敗すると失格しますが、
　　　　　一般対局ができます。
会　費　2,000円（昼食は出ません）
定　員　80名
問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　TEL：047（475）5255
平成27年度省エネ支援サービスのご案内
■無料省エネ診断
電力、燃料・熱等、総合的な省エネ行動
をサポートする診断サービス
■無料節電診断
ビル・工場等のピーク電力削減など、節
電行動をサポートする診断サービス
■無料講師派遣
省エネルギーや節電をテーマとした講
座に無料で講師を派遣するサービス
※詳細は下記のサイトをご覧ください。
省エネ・節電ポータルサイト（省エネ支
援サービス）
http://www.shindan-net.jp/
＜お問合せ＞
一般財団法人省エネルギーセンター
■無料省エネ診断・節電診断
診断指導部　坂本／神田
TEL：047（475）5255
■無料講師派遣
技術情報部　関口
TEL：035（439）9772

お知らせ

　習志野商工会議所　2015.08.10
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　JR 津田沼駅南口から徒歩５分、奏の杜フォルテ裏に
６月新規オープンした「はんこ屋さん 21 津田沼店」。
　印鑑をはじめ日頃事務作業等で使われるゴム印各種、
名刺、封筒、伝票の販売をしています。そのほか、プ
リント T シャツやチラシ、ポスターの製作、この時期
人気の販促ツールうちわの製作も行っています。事務
用品、販促ツールなどの作成を検討している事業所の
方はぜひお気軽にお問合せください。

住所：習志野市奏の杜 1-3-11　代表者名：馬場 保行さん
TEL：047（489）1466　FAX：047（489）1699
営業時間：平日 10 時～ 19 時　土曜 10 時～ 17 時
定休日：日曜祝日　MAIL：info@hanko21tsudanuma.com
HP：http://hanko21tsudanuma.com/

三上整骨院 リハビリデイサービス 日なたぼっこ

　東習志野に事業所を構える「三上接骨院リハビリデ
イサービス 日なたぼっこ」では整骨院と介護事業所（デ
イサービス・居宅支援事業・予防事業）が併設されて
います。デイサービスをご利用の方は無料で骨院の治
療、リハビリ訓練を受けることができ、通院の必要が
ないため利用者に大変喜ばれています。
　送迎範囲は習志野市内全域対応していますのでぜひ
お気軽にお問合せください。

住所：習志野市東習志野 5-23-16　代表者名：三上 貴彦さん
TEL：047（477）3811　FAX：047（477）3584
営業時間：９時～ 16 時 30 分　定休日：日曜日
HP：http://www1.m.jcnnet.jp/mikapro1/index.html

得衛門屋

　谷津干潟の東に位置し、津田沼高校北面の通りに店
舗を構える日本製タオル専門店の『得衛門屋』。
　ブランドタオル、ギフト用タオル、業務用のおしぼ
りなど豊富な種類を取り揃え、工場直売のお値打ち価
格にて販売しています。
　店頭販売のほかネットでの販売も展開しています。店
頭では「ナラシド商品券」もご利用可能ですので、是
非この機会に日本製タオルをお買い求め下さい。

HP QRコード

はんこ屋さん21 津田沼店

田尾そろばん教室

　本大久保会館にて水曜日、金曜日に教室を開催して
いる日本珠算連盟認定の教室である「田尾そろばん教
室」。
　近隣の幼稚園児～中学生が通う同教室では、それぞ
れのレベルに合わせ、３部に分けて授業を行い、そろ
ばんはもちろん、自分で考える力を育てます。無料体
験入学は随時行っていますのでお気軽にお問合せくだ
さい。

HP QRコード
HP QRコード

地図 QRコード

住所：習志野市本大久保 4-15-1　代表者名：田尾 優子さん　
TEL：047（471）9520　FAX：047（471）9520
営業時間：水曜・金曜 15 時～ 18 時

住所：習志野市袖ヶ浦 1-29-2 マープル津田沼スカイハイツ B 棟 144
代表者名：奥 良文さん　TEL：047（779）9058
営業時間：10 時～ 18 時　定休日：水曜日
MAIL：contact@eemonya.com　HP：http://www.eemonya.com/


