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※社内でご回覧ください写真提供：長谷川 誠一 氏

　鷺沼台にある梅林公園では、敷地9624平方メートルの園内に白加賀・紅梅・小梅・鴬宿梅・豊後といった種類の梅が210本植え
られています。見ごろとなる２月下旬～３月初旬には多くの方々が来園します。

梅林公園
習志野市鷺沼台4-4
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　 報告　　  平成27年度
第４回代表者連絡会議を開催
　１月25日㈪、各部会、委員会、青年部、女性会の代表
者で構成される「代表者連絡会議」が正副会頭出席の
もと開催され、可決承認されました。

【主な協議事項】・平成28年度事業計画について
・会員の集いについて

　　  新春賀詞交歓会を開催　 報告

　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１月７日㈭、
習志野文化ホールホワイエにて開催されました。
　習志野市にゆかりのある著名人をはじめ、習志野市
に集う各界各層から633名の過去最高のご参加をいた
だきました。また、習志野市と都市間交流のある上野
村、南房総市、富士吉田市、京田辺市の特産品を賞品
とした抽選会は、大変もりあがりました。

主催者挨拶をする白鳥会頭

　　  建設業部会主催
視察研修会開催
　 報告

　建設業部会（鯨井徹部会長）主催による視察研修会
が１月19日㈫に開催されました。
　作業支援用ロボットスーツの開発、現在建設業界
で実証実験を行っているCYBERDYNE㈱（茨城県つ
くば市）のサイバーンスタジオを訪問し、建設業界の
人手不足や労働者の高齢化問題を解決するために、
作業現場での活用に注目されているロボットスーツ

「HAL」、最先端ロボット技術を見学しました。参加
者は「HAL（腰タイプ）」を装着して重量物を持つ体験
を行いました。
　 ま た、同 市 内 に あ る「 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構

（JAXA）筑波宇宙センター」にて、GPS、地図作成や気
象情報など身近な生活を支える人口衛星の技術や国
際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟宇宙飛行士
養成エリアなどを見学しました。
　今後も建設業部会では各種事業を積極的に展開し、
市内建設業界の活性化を図っていきます。

ロボットスーツHALを実際に体験

　 報告　　  習志野市内ものづくり
企業販路拡大支援事業
ものづくり関連172社を紹介！
　この度、習志野商工会議所では、習志野市からの業
務委託を受け、市内のものづくりに関連する事業所の
新規取引や販路拡大および、海外取引へのマッチング
支援を目的としたホームページ「習志野グローバルも
のづくり」を公開しました。
　このホームページは、４か国語（日本語、英語、中国
語、韓国語）での閲覧が可能で、海外との取引にも幅
広く対応。また、さまざまな方法で検索できるように、
検索機能も充実させています。
　市内事業所の販路拡大はもとより、一般市民への市
内事業所の認知度向上や、学生のものづくりへの興味
拡大や地元企業への就職を考える一助となるホーム
ページですので、ぜひご活用ください。
※下記方法でアクセスしてください。
①URL：http://guide.narashino-cci.or.jp/ja/
②習志野市役所ホームページおよび、習志野商工会議
　所ホームページのバナーからアクセス
③検索エンジンサイトで「習志野グローバルものづく
　りガイド」と検索

習志野グローバルものづくり

　 募集　　　   習志野ベンチャーNETS主催

事業承継セミナーを開催
　事業承継の準備は数年必要です。自社に合った事

2016.02.10　習志野商工会議所　



3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

業承継の選択肢を保っていただくために、習志野ベン
チャーNETS主催により「事業承継の選択肢と課題」
と題したセミナーを開催します。
　事業承継をお考えの経営者の方、後継者候補、経営
幹部候補の方はぜひこの機会にご参加ください。
日　時　３月８日㈫　19時30分～20時30分
場　所　習志野商工会議所
講　師　行政書士瀬戸川法務事務所 代表
　　　　瀬戸川 加代 氏
費　用　無料　　定　員　30名
問合せ　中小企業支援室　原田
※詳細は同封のチラシをご確認ください。

　　  女性会主催
味噌作り体験教室を開催
　 報告

　１月24日㈰、袖ヶ浦公民館にて「味噌作り体験教室」
を開催しました。講師には㈲三河屋豆腐店 代表取締
役 鈴木淳一氏にお越しいただき、無添加調味料を使
用した味噌の製造方法を学びました。作った味噌は
一度寝かせ、今年秋頃に完成予定です。
　身近な調味料である味噌を原材料から調理することに
よって、食の安心・安全を考え、見直す機会となりました。

茹でた大豆の粗熱処理

　　  情報戦術委員会・商業部会主催
フィス見学第２弾「サイボウ
ズ社オフィスを見学！」

　 募集

　情報戦術委員会（竹谷嘉夫委員長）・商業部会（柏木

清孝部会長）主催による視察研修会を下記のとおり
開始します。
　企業向けのソフトウェアの開発・販売を行っている

「サイボウズ㈱」。過去には日経ニューオフィス賞を
受賞するなど、日々快適なオフィス環境を追求してい
る同社の視察を行います。
　また、全国から集まった市町村のPRスペースを
はじめ、各地の名産品や食文化、伝統を伝える50の
ショップの展示・販売が行われている地域情報の総合
拠点「まるごとにっぽん」の視察も併せて行いますの
で、ご興味のある方はぜひご参加ください。
日　時　３月15日㈫　13時～
視察先　サイボウズ㈱（東京都中央区日本橋2-7-1）
　　　　まるごとにっぽん（東京都台東区浅草2-6-7）
　　　　懇親会場桜なべ 中江（東京都台東区日本堤1-9-2）
定　員　30名　　費　用　6,000円
問合せ　経営室　岡畑

　 報告　　  千葉県地域防災力向上知事表彰
本田土木工業㈱が企業初
受賞しました

代表取締役の髙山氏（左）と取締役大塚氏（右）

　１月25日㈪、千葉県庁本庁舎にて千葉県地域防災力
向上知事表彰式が行われ、当所会員事業である本田土
木工業㈱が企業として初受賞しました。
　日頃から地域の自主防災組織と連携し、地元消防団
への従業員の入団、防災訓練への参加、災害時の自社
重機の提供など積極性が評価されました。受賞おめ
でとうございます。

　習志野商工会議所　2016.02.10



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.15％で2,000万円まで（１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！

　簿記は、企業の活動を適切かつ正確に情報公
開するとともに、経営管理能力を身につけるた
めの必須知識です。社員一人一人が、経営活動
を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態
を明らかにする簿記スキルの習得は、企業力の
強化につながります。商工会議所では、経営支
援の一環として、企業現場で求められる実践的
な人材を育成するとともに、そのスキルを評価・
認定する検定試験を実施しています。日商簿記
検定は 1954 年の開始以来、累計約 2,500 万人
が受験しており、時代を問わず多くの企業が社
員に求める資格の上位に位置しています。

出典：㈱リクルートキャリア

順位 資格
１ 日商簿記２級
２ １級建築士

３ 宅地建物取引主任者

４ 公認会計士

５ ２級建築士

６ 第三種電気主任技術者

７ 日商簿記１級
８ 基本情報技術者

９ 社会保険労務士

10 第一種電気工事士

商工会議所の検定試験
ビジネスの最前線で役立つ知識・技術を効率よく学べる！
　商工会議所検定では、ビジネス実務で要求される知識やスキルを
身につけた人材の育成を目的に、検定試験を実施しています。
　そこで今回はその中でも企業、受験者から注目されている
「日商簿記検定試験」をご紹介します。

日商簿記検定
　日商簿記検定試験２級が「企業が応募者に求
める資格ランキングトップ 10」第１位、「今後
取得したい資格ランキング」第５位に入るなど、
日商簿記は、企業、受験者の双方から高い評価
を得ています。（㈱リクルートキャリア調べ）

企業が応募者に求める資格！
　　　　 簿記検定が堂々の 第1位

◆検定合格を昇進・昇格要件にしている
◆検定受験の費用を会社が補助
◆資格取得のための教材購入費を補助
◆社内で検定試験に向けた勉強会の実施

簿記検定を活用する企業が増えています！

　企業の財務担当者として必要な商業簿記、工
業簿記の知識が身に付き、株式会社の経営管理
に役立ちます。
　財務諸表を読むことができ、自社や取引先の
経営内容を数字から把握できます。

簿記検定２級
（商業簿記・工業簿記）

　企業で働くうえで必須の簿記の基礎知識が身
に付き、商店や中小企業の経理事務に役立ちます。
　経理関係書類を読むことができますので、青
色申告などの書類作成にも役立ちます。

簿記検定３級（商業簿記）

2016.02.10　習志野商工会議所　



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　2016.02.10

　　　　　習志野商工会議所検定試験日程表
　習志野商工会議所では簿記検定試験のほかにも、ビジネス実務で要求される知識やスキルを身につけた人材の育成を
目的に、下記の通り様々な検定試験を実施しています。幅広い分野で実務能力を磨きキャリアアップにご活用ください。

検定種別 回　数 級　別 施行日 申込受付期間 合格発表日
（インターネット） 証書交付開始日 受験料（税込）

簿　記

第143回 1〜3級 H28. 6.12 ㈰

ネット 4. 1 ㈮〜 5.13 ㈮ １級　 8. 2 ㈫ １級　 8. 9 ㈫

1級　7,710円
2級　4,630円
3級　2,570円

窓　口
5. 6 ㈮〜 5.13 ㈮

  受付時間：9時〜18時
※ 7㈯、8㈰ 午前中のみ受付

2･3級 6.28 ㈫ 2･3級 7.19 ㈫

第144回 1〜3級 H28.11.20 ㈰

ネット 9. 1 ㈭〜10.20 ㈭ １級　 1.11 ㈫ １級　 1.10 ㈫

窓　口
10.13 ㈭〜10.20 ㈭
  受付時間：9時〜18時
※15㈯、16㈰ 午前中のみ受付

2･3級 11.29 ㈫ 2･3級 1. 5 ㈫

第145回 2・3級 H29. 2.26 ㈰

ネット 12. 1 ㈭〜 1.19 ㈭

　 3.14 ㈫ 　 4. 4 ㈫
窓　口

1.12 ㈭〜 1.19 ㈭
  受付時間：9時〜18時
※14㈯、15㈰ 午前中のみ受付

珠　算

第207回 1〜3級
H28. 6.26 ㈰ 5.16 ㈪〜 5.20 ㈮

  受付時間：9時〜17時 　 7. 5 ㈫ 　 8. 9 ㈫
1級　2,100円
2級　1,570円
3級　1,360円

（段位）　　　　　　
珠算・暗算　2,620円
珠算のみ　2,260円
暗算のみ　1,130円

第117回 段　位

第208回 1〜3級
H28.10.23 ㈰ 9.12 ㈪〜 9.16 ㈮

  受付時間：9時〜17時 　11. 1 ㈫ 　11.29 ㈫
第118回 段　位

第209回 1〜3級
H29. 2.12 ㈰

1. 5 ㈭〜 1.11 ㈬
  受付時間：9時〜17時
※ 7㈯、 8㈰、 9㈪は休館日
　 受付は行いません。

　 2.21 ㈫ 　　 3.28 ㈫
第119回 段　位

リテール
マーケ
ティング

（販売士）

第78回 2・3級 H28. 7. 9 ㈯
ネット 5. 1 ㈰〜 6.10 ㈮

　 8. 3 ㈬ 　 9. 7 ㈬

1級　7,710円
2級　5,660円
3級　4,120円

窓　口 6. 6 ㈪〜 6.10 ㈮ 
  受付時間：9時〜18時

第79回

1　級

H29. 2.15 ㈬

ネット 12. 1 ㈭〜 1.20 ㈮ 50日後位に
合否通知を郵送 　 4.12 ㈬

2　級
窓　口 1.16 ㈪〜 1.20 ㈮

  受付時間：9時〜18時 　 3. 8 ㈬ 　　 4. 5 ㈬
3　級

カラー
コーディ
ネーター
検定試験®

第40回 2・3級 H28. 6.19 ㈰

東京商工会議所検定試験
情報からご確認ください

http://www.kentei.org/

東京商工会議所検定試験
情報からご確認ください

http://www.kentei.org/

1級　9,440円
2級　7,340円
3級　5,250円第41回 1〜3級 H28.12. 4 ㈰

ビジネス
実務法務
検定試験®

第39回 2・3級 H28. 7. 3 ㈰ 1級 10,800円
2級　6,480円
3級　4,320円第40回 1〜3級 H28.12.11 ㈰

福祉住環境
コーディ
ネーター
検定試験®

第36回 2・3級 H28. 7.10 ㈰ 1級 10,800円
2級　6,480円
3級　4,320円第37回 1〜3級 H28.11.27 ㈰

BATIC
 （国際会計

検定）®

第31回
S1・2

H28. 7.24 ㈰ S1・2  10,150円
Subject 1： 5,400円
Subject 2： 7,990円第32回 H28.12.18 ㈰

環境社会
検定試験®

（eco検定)

第20回 H28. 7.24 ㈰
5,400円

第21回 H28.12.18 ㈰

問合せ：経営室　柴崎・鈴木　TEL：047（452）6700

平成28年度



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　簿記検定　１～３級　２月17日㈬　　１～３級　２月28日㈰

2016.02.10　習志野商工会議所　

同封のチラシから
お申込み
ください

　毎日多くの来街者が行き来するJR津田沼駅構内の
コンコースに習志野商工会議所が所有する掲示板があ
ります。この掲示板を会員事業所限定サービスとして
貸し出していますので、事業や商品等のPRにぜひご
利用ください！
利用料金　１週間　1,030円（税込）　　　　　　　　　
　　　　　　※１度の申込みで最大４週間までお貸出し。
サ　イ　ズ　１区画　縦65㎝×横60㎝

申請方法
①JR津田沼駅掲示板の会員コーナーおよびお電話で

空き状況を確認のうえ、掲示するポスター・チラシ
を会議所へ直接ご持参ください。（申請手続きは１
～２日のうちにお願いします。）※空きがない場合は
予約し、空き次第こちらからご連絡します。

②申請書に必要事項を記入してください。
③事務局で内容を確認のうえ、ポスター、チラシに認

印、期間を記します。（認印、期間を記したもののみ
掲示してください。）

④番号を指定しますので、指定された番号と同じ場所
に各自で掲示してください。

お申込み・お問合せ
習志野商工会議所　柴崎・鈴木　TEL：047（452）6700

JR津田沼駅通路の
「広告板」利用者募集中

会員限定サービス！



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

平成27年分決算・確定申告相談会
日　時　２月17日㈬、23日㈫、26日㈮、
　　　　３月４日㈮、７日㈪、８日㈫、
　　　　10日㈭、14日㈪
　　　　各日10時〜16時
　　　　（昼休12時〜13時）
場　所　習志野商工会議所
持ち物　平成27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、現金出納帳、経費
　　　　帳、売掛帳、買掛帳、各種控除
　　　　証明書、印鑑など
　　　　※相談会では、個人番号（マイ
　　　　ナンバー）は必要ありません。
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
無料行政書士相談会
日　時　２月19日㈮  13時〜16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　会社法務・運営、諸規定構築、入
　　　　管・国際業務、相続・遺言作成など
相談員　千葉県行政書士会葛南支部
　　　　所属  行政書士
費　用　無料
問合せ　中小企業支援室
経営者のための労務個別相談会
日　時　２月24日㈬  13時〜16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　就業規則の作成、社会保険へ
　　　　の加入、解雇・残業代等を巡る
　　　　トラブル、問題社員への対応他
対　象　経営者、労務管理者
相談員　社会保険労務士

費　用　無料　 定　員　３名（予約制）
問合せ　中小企業支援室

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 5,000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。
問合せ　習志野市役所都市計画課
　　　　TEL：047（451）1151
ならしの健康マイレージ、協力店募集中
　習志野市では、日々の運動や検（健）
診の受診、各種イベントへの参加と
いった、市民の“健康活動”を後押しす
る『ならしの健康マイレージ事業』を展
開中！昨年１月のスタートから、延べ
500人以上の方が参加されています。
　本事業には、事業者の皆さんのご協力
が不可欠です。現在は、約60店舗の「協
力店」に特典をご提供いただいています。
　協力店の増加が参加者の増加に、参
加者の増加が市全体の利益につながり
ます。協力店の届出はWebやFAXで
も可能ですので、ぜひご協力ください。
事業の詳細や届出の方法は、市ホーム
ページをチェック！
問合せ　習志野市役所 健康支援課管理係
　　　　TEL：047（451）1151（代表）

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

千葉西税務署からのお知らせ
　所得税等・個人消費税等・贈与税の確
定申告書作成会場の開設は２月８日㈪
からです。
※確定申告書は国税庁ホームページの
　「確定申告書等作成コーナー」でも作
　成できます。
日　時　２月８日㈪〜３月15日㈫
　　　　９時〜17時（受付８時30分〜）
　　　　※土日祝日除く。ただし、２
　　　　月21日㈰、28日㈰は相談・受
　　　　付を行います。
会　場　千葉市花見川区武石町1-520
問合せ　千葉西税務署
　　　　TEL：043（274）2111
2016早春囲碁大会参加者募集中
日　時　２月28日㈰ 13時〜
場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　（習志野市谷津1-16-1
　　　　モリシア・レストラン棟７ F）
内　容　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、一般対局は可能。
費　用　2,000円　 定　員　80名
問合せ　津田沼囲碁倶楽部
　　　　TEL：047（475）5255
習志野警察署からのお知らせ

習志野警察署
TEL：047（474）0110
千葉県警察本部　110番または
TEL：043（201）0110
http://www.police.pref.chiba.jp/

お知らせ

　習志野商工会議所　2016.02.10

募　集
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　JR 津田沼駅より徒歩５分、奏の杜に事務所を構える
「税理士法人フロイデ奏の杜ビュロー」。
　市民の皆様に愛される税理士事務所をモットーに、
従来の税理士事務所にないホスピタリティの高いサー
ビスをご提供いたします。
　毎月、第２土曜日は無料相談会を開催しています。
お気軽にお問い合わせください。

アリス動物病院

　京成谷津駅より徒歩３分、開院 20 年になる「アリス
動物病院」。
　飼い主にとって大事な家族の一員であるペット達に
関する、食事、しつけ、健康管理などお困りごとに親
身なって最善の治療を提供しています。また、ご予約
いただければ健康チェックの預かりも行っています。
　ちょっとした変化など、心配に思うことがありまし
たらぜひお気軽にご連絡ください。

住所：習志野市谷津 4-7-43　代表者名：矢内 佐千枝さん
TEL：047（451）2223　FAX：047（451）2223
診察時間：９時～ 12 時・15 時～ 18 時
休診日：木曜午後、土曜午後、日曜祝祭日

日の出クリーニング

　東金街道沿いに店舗を構える手仕上げが自慢のクリ
ーニング店「日の出クリーニング」では、１枚１枚
丁寧に仕上げ、満足のいくサービスを提供していま
す。ワイシャツやスーツ、セーターなどの定番ものから、
カーペット、羽毛布団、こたつ布団など大きいサイズ
のものも対応していただけます。
　また、企業向けの集配も行っていますのでご検討さ
れている方はぜひお気軽にご相談ください。

地図 QRコード

税理士法人フロイデ 奏の杜ビュロー

あかね家

　谷津遊路商店街内に店舗を構える「菓匠 あかね家」
では習志野市にゆかりある和菓子を丁寧に、心を込め
て手作りされています。
　谷津遊路商店街のキャラクター「やっぴー」や、習
志野市のキャラクター「ナラシド♪」が焼印されたど
ら焼きはお子様に喜ばれる人気商品です。また、和菓
子教室も開催中です。お買い物帰りや、お土産にぜひ
一度ご利用ください。

住所：習志野市奏の杜 1-3-11　所長：羽田 哲也さん
TEL：047（407）4030　FAX：047（407）4035
営業時間：９時～ 17 時　定休日：土曜日、日曜祝日

（毎月第２土曜日営業）
HP：http://www.freuden.or.jp/index.html

HP QRコード

住所：習志野市谷津 4-6-33　代表者名：青木 成魂さん
TEL：047（451）2277
営業時間：９時～ 19 時　定休日：不定休

住所：習志野市藤崎 6-20-16　代表者名：橋本 隆寛さん
TEL：047（472）2496　定休日：日曜日（祝祭日営業）
営業時間：８時 30 分～ 15 時頃（午後集配）

地図 QRコード

地図 QRコード


