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800℃以上に加熱した金属を急速に冷やして硬くする熱処理加工―。この現場で、鋼に魂を吹き込む匠の技が、世代を越えて継承されています。
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　　  第113 回常議員会を開催
全７議案が可決・承認されました
　 報告

　５月23日㈪、第113回常議員会が開催されました。会議で
は、習志野市長への要望をはじめとする通常議員総会提出
議案のほか、役員議員選任に関する規約の変更や会員加入
の全７議案について、原案通り可決・承認されました。
　また、第12期役員議員選挙日程や中小企業振興月間等に
ついて報告がありました。（出席者24名）

【主な議案】
・平成27年度事業報告及び収支決算について
・習志野市長への要望について
・議員の選挙及び選任に関する規約の一部改正について
・２号議員の部会割当数について 他

平成 28 年度の重要議案が協議されました

　 報告　　  第２回 創立30周年
記念事業策定会議を開催
　５月11日㈬、第２回創立30周年記念事業策定会議が開催
されました。
　習志野商工会議所は、平成29年４月に創立30周年を迎え
ます。この節目の年に、各部会や委員会、青年部、女性会か
ら選任された担当委員が、各種記念事業の企画・検討をして
いきます。
　今回の会議では、主にテーマの選定と記念事業の内容が
協議され、「テーマの方向性は、次代を担う若手の意見を尊
重すべき」など活発な意見が交わされました。
◎策定会議委員
議　長　田久保浩一 氏（田久保建設㈱）
副議長　織戸克久 氏（㈲織戸自動車整備工場）
委　員　鈴木和弘 氏（㈱ミツワ堂）／吉田茂雄 氏（広栄化
学工業㈱）／岩澤良隆 氏（㈲スパックス・ヘルスプラン研究
所）／金子正 氏（㈱茶茶）／庄司和正 氏（房総メンテナンス
㈱）／横打研 氏（㈱横打）／平澤規雄 氏（平澤規雄税理士事
務所）／久島幹雄 氏（㈱京葉レヂボン）／秋元雄一郎 氏（あ
づま屋電気㈱）／田村裕子 氏（サービス電機㈱）／伊藤薫 氏

（藤建㈱）／高野次夫（習志野商工会議所）　順不同

　　  工業部会 第１回役員会を開催
会員事業所の声を部会事業へ
　 報告

　５月24日㈫、工業部会（樋口惠己 部会長）は第１回役員会
を開催しました。年度方針として、部会員の業務運営の円
滑化・高度化・経営改善等を支援する事業の展開、会員間の

交流促進、政策提言機関としての情報収集・発信機能の活用
が示され、あわせて次の事項について協議・承認されました。

【主な議案】
・ものづくりセミナー「中小メーカー向けトヨタ生産方式」
・海外視察研修会

　　  白鳥製薬㈱
創業100周年記念式典を開催
　 報告

　5月26日㈭、ホテルニューオータニ幕張にて、「白鳥製薬㈱
創業100周年記念式典」（習志野市茜浜、代表取締役　白鳥豊 
氏／当所会頭）が開催されました。
　習志野市長をはじめ、各界の代表者が参列するなか、盛
大に執り行われ、白鳥社長より「百年はひとつの通過点であ
り、今後も良い商品をもって社会の発展に貢献していきま
す」といった挨拶がありました。

開会の挨拶を述べる白鳥社長

　 募集　　  　近隣企業間のネットワークづくり

６商工会議所「ビジネス情報
交流会」を開催
　７月20日㈪、サービス業部会（布施國雄 部会長）は、６商
工会議所（習志野・船橋・八千代・浦安・千葉・東京商工会議所
江戸川支部）の会員事業所が集う「ビジネス情報交流会」を開
催します。近隣地域のビジネスネットワークの拡大やパー
トナー作り、顧客確保の機会として、ぜひご参加ください。
日　時　７月20日㈬　15時～（受付：14時30分～）
費　用　１名1,000円（１事業所２名まで）
定　員　100事業所（先着順）
場　所　浦安市民プラザ  ウェーブ101  大ホール
内　容　名刺交換や情報交換を実施（PR物は会場内での配
　　　　布・展示も可能）。
申　込　同封のチラシまたはお電話にてお申込みください。
問合せ　中小企業支援室

昨年は 93 事業所が参加しました

2016.06.10　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

　　  参加者募集
会議所役員・議員、会員交流会
　 募集

　６月28日㈫に開催する通常議員総会終了後に、市長をは
じめとする各来賓をお迎えし、会頭・副会頭や役員、議員、
会員の方々との交流会（立食パーティー形式）を開催しま
す。是非、多くの方々のご参加をお待ちしています。
日　時　６月28日㈫　17時30分～19時（受付17時～）
会　場　習志野商工会議所　３階大会議室
参加費　3,000円　　　定　員　20名（申込先着順）
申　込　6月21日㈫迄に電話かFAXでお申し込みください。
問合せ　経営室　橋本

　 お知らせ　　  　 福祉制度キャンペーン実施
想定外への備えを充実
　ベストウィズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を５月・
６月で実施しています。このキャンペーンは、会員事業所の

福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としています。
　「商工会議所福祉制度」は、経営者・役員の皆様の保障や退
職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお
応えするものです。アクサ生命保険株式会社の担当者等がお
伺いした際には、ぜひご協力いただきますようお願いします。
※「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度
　の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびア
　クサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

　習志野商工会議所　2016.06.10

　５月28日㈯、29日㈰に、JR津田沼駅南口の津田沼公園（モリシア前広場）で『習志野ソーセージ』の普及・PRを
図るためのキックオフイベントを開催しました。『習志野ソーセージ』は、約100年前に日本で初めて習志野の地
に伝えられたドイツ式ソーセージのレシピを現代風にアレンジしたものです。現在、地域団体商標登録に出願し、
ご当地グルメとして地域の活性化に取り組んでいます。

（※地域団体商標：地域ブランドの育成を目的に、地域名と商品名を一体で商標登録するもの。）

習志野ソーセージキックオフイベントを開催
「習志野ソーセージ」の味を堪能！

　習志野商工会議所２号常議
員、勝部八郎 氏（㈱ジェイコ
ム船橋習志野 代表取締役社長  
享年 49 歳）がご逝去されまし
た。慎んで深く哀悼の意を表し
ますとともに、心からご冥福を
お祈りいたします。

訃   報

　習志野ソーセージの調理や持帰り商品の販売が行
われた当所青年部や女性会、青年会議所のテントには
長蛇の列ができ、多くの来場者でにぎわいました。あ
わせて行われたビールの販売やステージイベント等
と共に、来場者は「今とは異なる食感は食べてみてこ
そ」「食文化の歴史にふれられた」など、ソーセージの
味と歴史を満喫していました。

　習志野商工会議所では、『習志野ソーセージ』をお店

習志野ソーセージに長蛇の列！

取扱い店舗等を募集します

や、まつり・イベント等で販売したい方、製造したい
方（事業者）を募集しています。



4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.30％で2,000万円まで（５月31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！

2016.06.10　習志野商工会議所　

★次なる成長への投資に！ 「マル経融資」を活用して設備投資を実施

特  集  
習志野商工会議所の活用事例！
　　　　　　　　　　  Part・1

融資限度額 2,000万円

返済期間
運転資金　７年以内
設備資金  10年以内

利　　率 年1.3％（５月31日時点）

▲スムーズに新事業を始めることができました。

「迅速、丁寧な対応で助かりました。」
㈱ハッピーケア習志野  代表取締役  中村 榮治  氏
　個人で始めた介護・福祉タクシー事業に加え、平
成27年から訪問介護事業を展開。その時の福祉車両
の増車に「マル経融資」を活用しました。迅速丁寧に
対応いただいたうえに、低利息で大変助かりました。

マル経融資は小規模事業者の味方！
 マル経融資は、小規模企業の方が、商工会議所の経
営指導を経て、経営安定を図るための融資申込み
をする「無担保・無保証・低利」の国（日本政策金融公
庫）の制度です。

様々ある融資制度！
　上記以外にも様々な制度融資があります。

★ 新たな事業展開にチャレンジ！ 「経営革新計画」が企業の道しるべに

▲低利融資を活用して、新設備を導入しました。

「計画の策定から承認までを」
㈲川口メカニック  専務  川口 康徳  氏
　新製品開発を軸とする経営革新計画を策定した
ことで、対外的な信用が増したことに加え、経営目
標が明確になりました。会議所には計画の策定段
階から承認まで、ともに歩んでいただきました。

経営革新計画とは
　「新商品・サービスの開発」「新たな生産・販売方式
の導入」など、新たな事業活動に取組む中小企業・小
規模事業者の方が、数値目標を含むビジネスプラン
である「経営革新計画」を作成し、千葉県知事の承認
を受けるものです。また、事業計画を策定すること
で、目標達成までの道筋が明確になり、今まで見え
なかった経営上の課題等も見えてきます。

利用が可能となる支援策
　「経営革新計画」を実施する方には、次のような支
援処置が用意されています。
①政府系金融機関等による低利融資
②債務保証の拡大（信用保険法の特例）
③各種補助金、助成金の活用
③特許関係料の減免制度　ほか

習志野市内の事業所数は約4,000社。規模や業種では分けられない、
１社ごとに異なる仕事や悩みがあります。だからこそ商工会議所を
活用してください。お役に立てるサービスが必ず見つかるはずです。



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　2016.06.10

ご相談の内容 ご相談担当者 実施日 予  約
まず、相談したい
◎公的融資制度
◎経営全般

商工会議所
経営指導員

平日
午前９時～午後５時 随　時

労務・雇用
◎就業規則
◎雇用、助成金

社会保険労務士 ６月16日㈭
午後１時～午後４時

予約制

金融（融資） 日本政策金融公庫
融資担当

７月１日㈮
午前10時～午後４時

税務・財務 税理士 ７月７日㈭
午前10時～午後４時

許認可・公文書
◎会社設立
◎許認可申請

行政書士 ６月17日㈮
午前10時～午後４時

特許・発明
◎特許、商標ほか
◎申請書チェック

知財コーディネーター ６月21日㈫
午前10時～午後４時

技術・研究開発 大学教授 他 事前予約

店舗診断
◎店舗内外観
◎商品構成、価格

中小企業診断士 事前予約
※（会員３千円／一般１万５千円）

テーマ 講  師 実施日 定  員

「中小メーカー向けトヨタ生産方式」 大久保 篤 氏
若月 英二 氏

７月12日㈫
午後４時30分～６時 40名

現役TVプロデューサーが語る
「メディアに取材される方法」

千葉テレビ放送
大林 健太郎 氏

7月15日㈮
午後２時～４時 30名

「労務トラブル解決セミナー」
解雇・退職・賃金・労働トラブル等

社会保険労務士 ７月26日㈫
午後４時～５時30分 30名

「弥生会計入門セミナー」
導入設定から日々の帳簿入力まで
（※会員３千円／一般５千円）

税理士 ６月23日㈭
午後１時～４時30分 10名

習志野商工会議所は
頑張る経営を応援します！
当所では、６・７月を振興月間と位置づけ、集中的に経営課題の解決をサポートします。

※ご不明な点は、習志野商工会議所　中小企業支援室　TEL：047（452）6700まで、お気軽にお尋ねください。

▊専門家による「無料経営相談会」　　　         （一部有料）

▊経営を後押しする「無料講演会・セミナー」  （一部有料）

秘密厳守



商  店  街  夏  祭  り  情  報

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　簿記検定　１～３級　６月12日㈰　　販売士検定　１～３級　７月９日㈯

2016.06.10　習志野商工会議所　

新習志野駅前商店会
新習志野 夏の大抽選会

日時：７月 23 日 ㈯
場所：津田沼一丁目公園

津田沼一丁目商店会
ふれあい夏祭り

日時：７月２日 ㈯、３日 ㈰
場所：谷津サンプラザ商店街

谷津サンプラザ商店街
納涼風物まつり

日時：7 月 23 日㈯、24 日 ㈰
場所：津田沼公園

津田沼南口商店会
いきいき津田沼夏まつり

日時：8 月 27 日 ㈯
場所：谷津遊路商店街

谷津遊路商店街
ほしまつり

日時：8 月 27 日 ㈯
場所：学園おおくぼ商店街

学園おおくぼ商店街
大久保夏祭り

習志野の

  夏の風物詩
習志野の

  夏の風物詩

日時：７月９日 ㈯、10 日 ㈰
場所：新習志野駅前

日　時　７月 12 日㈫ 
　　　　13 時 30 分～ 16 時 （13 時開場）
会　場　習志野市民会館
内　容　《第１部》パネルディスカッション
　　　　《第２部》講演会

 「“待ったなし” の働き方改革
　  働く人が幸福で企業も稼げる経営戦略とは」

講師… ㈱佐々木常夫マネジメント・リサーチ
　　　 　代表取締役 　佐々木 常夫  氏
定　員　400 人（先着順、事前申込み不要）
主　催　習志野市男女共同参画週間事業運営委員会
　　　　習志野市
共　催　習志野商工会議所
問合せ　男女共同参画センター（ステップならしの）
　　　　TEL：047（453）9307

　労働力不足が叫ばれる中、女性やアクティブシニア、障がい者など、多様な人材にもスポットラ
イトが当たるようになりました。今や「働き方」の改革は当たり前。その人らしく生きるために、
習志野から新しい働き方を発信します。

"習志野から変えていく  私たちの働き方"
男女共同参画週間事業シンポジウムを開催します



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

習志野商工会議所会員限定企画
千葉ロッテマリーンズ
「トクトク回数券」販売開始
　QVCマリンフィールドでの千葉ロッ
テマリーンズ主催公式戦をお気軽にお楽
しみいただけるよう、習志野商工会議所
会員様“限定”のお得な回数券をご用意し
ました。
内　容　内野自由席共通回数券
　　　　10セット
価　格　10,800円（税込）
日　程　７月13日㈬までの平日５試合
　　　　のうちお好きな日程でご利用い
　　　　ただけます。
　　　　※日程詳細についてはホームペ
　　　　　ージをご覧ください。
問合せ　中小企業支援室
貴社のPRを支援します！
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、会員を対象に
毎月10日に発送している会報誌「商工習
志野」に、貴社のチラシを安価で折り込む
ＤＭ発送サービスを実施しています。是
非、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
　　　　（※１通約15.4円）
問合せ　経営室　TEL：047（452）6700
「関東５県ビジネスマッチング商談会
2016」の発注企業を募集します
　本商談会は、関東５県（茨城県・栃木県・
群馬県・埼玉県・千葉県）が連携して、管内
のものづくり中小企業の新規開拓や協力
企業の情報収集等を目的として開催する
もので、約200社が参加します。この度、
本商談会の“発注企業”を募集します。
日　時　８月30日㈫　10時～17時
会　場　東京ビッグサイト

参加費　無料
詳　細　下記HPを参照
　　　　（http://www.ccjc-net.or.jp/
　　　　  link/5ken2016.html）
問合せ　千葉県産業振興センター

（取引振興室） TEL：043（299）2654

みんなで囲碁入門参加者募集中！
内　容　ルール、簡単な詰碁、九路盤で
　　　　実際に対局していただきます。
日　時　6月29日㈬・30日㈭
　　　　10時～11時30分
場　所　津田沼囲碁クラブ（モリシア・
　　　　レストラン棟７ F）
費　用　無料
定　員　各日50名
問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　TEL：047（475）5255
平成28年度前期ビジネス・キャリア
検定試験を開催します
　ビジネス・キャリア検定は、人事・経理・
営業・生産管理など、企業実務に即した専
門知識・能力の習得を目的とした試験です。
試験日　平成28年10月２日㈰
受付期間　平成28年４月15日㈮
　　　　～７月27日㈬
受験料　１級  10,000円
　　　　２級  6,990円　
　　　　３級  5,660円
問合せ　千葉県職業能力開発協会
　　　　TEL：043（296）1150
国が高齢者の活用促進を支援します
高齢者雇用安定助成金制度
　国、企業が意欲と能力がある高齢者を
雇用するために係る費用を助成します。
■支給対象となる事業主
・雇用保険適用事業所の事業主
・環境整備計画書を機構に提出し、
　認定を受けていること
・１年以上継続して雇用されている60
　歳以上の雇用保険被保険者が１人以上
　いること　など
■支給額
　支給対象経費の2/3（中小企業以外は
1/2）を支給（上限1,000万円）。ただし、
１年以上継続して雇用されている30歳
以上の雇用保険被保険者１人につき20
万円が上限。
問合せ　（独）高齢・障害・求職者雇用　
　　　　促進機構　千葉支部
　　　　TEL：043（204）2901

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

企業間の人材マッチング
（出向・移籍・再就職）をサポートします
　（公財）産業雇用安定センターでは、企
業間の人材の流動化を支援します。
■人材確保
・事業拡大、欠員発生など要員を確保し
　たい
・新規部門に精通した人材を確保したい
・経験豊富な即戦力の人材を確保したい
■雇用調整
・事業整理、縮小に伴い人員削減を検討
・従業員を関連会社以外の企業へ出向を
　検討
・工場閉鎖等のため従業員の受入れ先を
　探している
問合せ　（公財）産業雇用安定センター
　　　 　TEL：043（225）4855
国の企業主導型保育事業がスタート
　企業ニーズに応じた従業員のための保
育園の設置・運営費用を国が助成します。
■事業の特徴
・働き方に応じた多様で柔軟な保育サービ
　スが提供できます。（延長・夜間、土日の
　保育、短時間・週２日のみの利用も可能）
・複数企業が共同で設置することができ
　ます。
・他企業との共同利用や地域住民の子供
　の受け入れができます。
・運営費、整備費について認可施設並み
　の助成が受けられます。
詳　細　内閣府ホームページ「子ども・     
　　　　子育て支援新制度」で検索

習志野警察署からのお知らせ

■問合せ・情報提供先
110番または
習志野警察署　TEL：047（474）0110

お知らせ

　習志野商工会議所　2016.06.10

募　集
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　「始めてみたい」から「上手くなりたい」まで、あなた
のゴルフライフをサポートします。JR 津田沼駅前パルコ
６階「BOBBY ゴルフガーデン」では、好きな時間枠に予
約ができる月会費システムを導入。情熱的なコーチ陣が、
豊富な知識、確かなコーチング技術でお待ちしています。

（会議所会員限定の無料体験会（毎週水・金）を受付中）

㈱スリーエス警備保障

　市内大久保に新しい警備保障会社が立ち上がりまし
た。主な業務は、工事現場での交通誘導警備やイベント・
お祭りの雑踏警備、道路利用者の誘導を担う交通規制
など。『安全を創造する』をモットーに、確かな安全を
提供することでより快適な暮らしと社会に貢献します。
ご用命の際は、お気軽にご連絡ください。

住所：習志野市大久保 1-28-6　代表者名：佐藤 侃太さん
TEL：047（406）3951
営業時間／定休日：年中無休（24 時間対応）

電器のニシフナ

　閑静な住宅が建ち並ぶ谷津５丁目に、「まちの電気屋
さん」があります。昭和 55 年に店主が移り住んだこの
地で「電器のニシフナ」を開業して以来、テレビ等の家
電を販売し、修理や使い方の問合せが途絶えることはあ
りません。訪問者に「ばあちゃん家はこれだよ」と差し
出す電球は、今日も穏やかに谷津のまちを灯しています。

BOBBY ゴルフガーデン

瀧もと

　京成津田沼駅から徒歩３分ほどにある「和食瀧もと」。
風情ある暖簾の先には、和食に一過言もつ食通が、旬
の食材を最高級の技で調理した逸品を求めて足しげく
通う姿に出会います。この季節のおすすめは、勝浦直
送かつおの刺身にさざえや鮑の磯焼き。老舗の創意に
富んだ料理を、気心知れた人と愉しんでみませんか。

住所：船橋市前原西 2-18-1 津田沼パルコ B 館 6F
TEL：047（473）5602　営業時間：10 時 10 分〜 21 時

（土・日・祝日は 20 時まで）　定休日：木曜日

"より確かな安全のあり方を求めて"

地図 QRコード

住所：習志野市津田沼 3-3-17　代表者名：瀧本 守さん
TEL：047（403）0121　定休日：水曜日
営業時間：11 時 30 分〜 14 時 30 分、17 時〜 22 時

住所：習志野市谷津 5-31-19　代表者名：残間 和雄さん
TEL：047（478）3746
営業時間：9 時〜 19 時　定休日：日曜日

地図 QRコード地図 QRコード

地図 QRコード

"快適なゴルフライフをお手伝い"

"まちに穏やかな灯火を" "旬の素材を最高級の技で "


