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三河屋豆腐店（津田沼）

場２Part
事仕 の
現

機械や道具の進歩した現在でも基本の工程は昔と変わらない豆腐作り。早朝４時、そこには「いつもと変わらない美味しい豆腐を」と、汗を流す職人がいました。
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第59回通常議員総会を開催
　 報告

　６月28日㈫、第59回通常議員総会が開催され、平成
27年度事業報告と収支決算など、全８議案が承認され
ました。また、総会終了後、地域活力の再生、魅力あ
る街づくりの発展に向け取り纏めた「要望・提言書」
が、白鳥会頭から宮本市長へ手渡されました。

開会に際して挨拶に立つ白鳥会頭

【要望・提言内容】
「人材の確保・定着・育成」への支援／地籍測量の早
期実施／公共工事における地元事業者の優先発注
／市場開拓のための展示会出展に係る補助制度の
創設／地域ブランドとしての「習志野ソーセージ」
の育成支援／インバウンドを活用した商業活性化
への支援／京成津田沼駅前仮庁舎の移転に伴う跡
地の有効活用について

　　　
多年の功績を称え感謝状を授与
　 表彰

　習志野商工会議所の役員・議員として15年の長き
に亘り地域経済の発展に貢献された次の方々に対し、
このたび、日本商工会議所、習志野商工会議所連名の
感謝状が授与されました。

㈱小出ロール鐵工所　取締役会長　小出 惠勇  氏
㈱新生電機製作所　取締役会長　小川 惣平  氏
東和製罐㈱　代表取締役　金子 忠雄  氏
三宝建設㈱　代表取締役　佐久間 操  氏
秋山木材産業㈱　代表取締役　秋山 奈穂子  氏

地域経済への貢献を讃えられる小川氏（左）、秋山氏（右）

　　　津田沼商店街協同組合　 受賞
関東商工会議所連合会ベストアクション表彰

　津田沼商店街協同組合（植草 誠  理事長）は、平成24
年度に「千葉県連携・協働による地域課題解決モデル事
業」に採択されたのを機に、商店街が中心となり、地域住
民・行政・大学等が一体となった「ワイがや通り活性化委
員会」を設立し、地域コミュニティの核として、地域の交流
や活性化を目的とした様々な活動に取り組んできました。
　このたび、その活動が評価され、「関東商工会議所連
合会ベストアクション」に表彰されました。

ワイがや通り活性化委員会のメンバー
（右から高村氏、外京氏、植草氏）

　　   第１回  部会役員会　 報告

▪サービス業部会
　６月２日㈭、第１回サービス業部会役員会（布施國
雄部会長）が開催され、平成28年度事業計画及び収支
予算などが協議・承認されました。

▪建設業部会
　６月９日㈭、第１回建設業部会役員会（鯨井 徹部 
会長）が開催され、２号議員の選出、行政との研修会・
懇談会など、３議案が協議・承認されました。

▪商業部会
　６月23日㈭、第１回商業部会役員会（柏木 清孝 部
会長）が開催され、平成28年度部会及び商業関連事業、
部会総会など、３議案が協議・承認されました。

　　　　建設業部会
行政との研修会・懇親会を開催
市内の建設行政の動向を知る

　 募集

　８月４日㈭に、建設行政に関する情報収集や交流機
会として、「行政との研修会・懇談会」を開催します。
　この事業は、市内業者の健全な発達と建設工事の適
切な施工を目的に、習志野市の関連部署担当者を講師
にお招きします。ぜひご参加ください。
日　時　８月４日㈭

2016.07.10　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

内　容　研修会：15時30分～17時
　　　　　「入札・契約に係る改善点等」他
　　　　懇親会：17時～18時30分
場　所　銀座アスター 津田沼賓館
講　師　習志野市役所　担当者
費　用　5,000円（懇親会費） ※研修会のみの方は無料
問合せ　中小企業支援室　山野井・浅利

　 募集　　　　サービス業部会
新たに東商江戸川支部も参加！
第８回ビジネス商談会 in船橋を開催
　10月４日㈫に、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）会員事
業所限定の、第８回ビジネス商談会in船橋を開催しま
す（参加費は無料）。
日　時　10月４日㈫　　場　所　船橋商工会議所
対　象　船橋・習志野・八千代・浦安・千葉・
　　　　東京商工会議所（江戸川支部）会員事業所
問合せ　中小企業支援室　担当：原田・村富　
　　　　※詳細は同封のチラシをご覧ください。

　 募集　　　　工業部会
魅惑の街、シンガポール
経済視察団、参加者募集！
　このたび、アセアン諸国の中でも、特有の成長戦略
で金融・流通・経済の中心地として発展を遂げる「シ
ンガポール」に視察団を派遣し、企業や商業施設・観
光スポットの視察のほか、現地関係機関との情報交換
等を行います。業種を問わず多くの方の参加申込み
をお待ちしています。
日　時　９月下旬　※３泊５日（予定）
場　所　シンガポール
内　容　１．日系／現地企業視察
　　　　２．商業施設、観光スポット視察　※予定
費　用　18万円程度（15名参加の場合）
定　員　20名（最少催行人員 10名）
申　込　中小企業支援室　柴崎

　 募集　　　　工業部会
新規受注、販路拡大にチャレンジ
「産業交流展」共同出展者募集

　工業部会では、東京ビッグサイトで開催される中小
企業の国内最大級の展示会「産業交流展2016」に展示
ブースを設け、受注拡大や新たな販路開拓を求める会
員事業所の支援に取り組みます。
会　期　10月31日㈪～11月２日㈬
場　所　東京ビッグサイト（＊東京都江東区有明）
内　容　ブース内に会員事業所区画を設置
募集数　４事業所
締　切　７月15日㈮　※申込多数の場合は抽選
費　用　７万円程度　※同封の募集チラシ参照

昨年も多くの商談が行われました

　 募集　　　　創業・起業支援事業
「創業講演会」を開催
事業の醍醐味を伝えたい
　７月30日㈯に、「努力と工夫とだるまのように転ん
でも起き上がる諦めない気持ち」と題した講演会を開
催します。講師は、福島県白河市の地域活性化と安全
を守るヒーロー・ダルライザー（和知 健明 氏）です。
　これから創業・起業を志す方に、事業を始めること
の醍醐味をお伝えします。
日　時　７月30日㈯　14時～16時
場　所　習志野商工会議所
問合せ　中小企業支援室
　　　　担当：葛生　
　　　　※詳細は同封のチラシを
　　　　　ご覧ください。

　習志野商工会議所　2016.07.10

講師のダルライザー
（和知氏）



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（６月30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！
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　夏の風物詩、市民まつり「習志野きらっと2016」が７月17日㈰に開催されます。平成６年に、市制施
行40周年を記念して行われて以来、今年で23回目を迎えます。今年は、会場を新庁舎建設工事に伴い、
市役所前グラウンド周辺の３ヵ所で実施されます。各会場では、盛りだくさんのイベントが用意されて
いますので、皆様もぜひお越しください。

会場図
※駐車場はありませ
　んので公共交通機
　関をご利用下さい。
※会場周辺店舗等で
　の駐車はしないで
　下さい。

７月17日㈰
午前９時～午後９時

市役所前グラウンド周辺、
市役所通り

（京成津田沼駅より徒歩５分）

７月17日
開催習志野きらっと2016

習志野市民まつり第 23 回

内 容
場　所 イベント

第１会場 （消防庁舎北側） ステージイベント、グルメコーナー  ほか
第２会場 （第二分室裏） 子ども広場、・町会テント、関係団体コーナー  ほか
第３会場 （保健会館別館前） イベントスペース、グルメ・バザーコーナー  ほか
旧庁舎敷地内 親子手持花火
市役所通りパレード会場 子どもサンバ、音頭等各種パレード  ほか



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　2016.07.10

※ 備品：パソコン、プロジェクター、放送設備、白板等のレンタルができます。（有料）
※ 貸出時間：午前９時～午後10時、休館日：年末年始
※ 料金：上記記載料金は、１時間当たりの会員価格です。
※ 平日18時以降及び土・日・祝祭日は、別途警備料 （１時間当たり1,500円）が掛ります。
※ 詳細は、ご連絡・ご相談またはホームページ等（http://www.narashino-cci.or.jp/yoyaku01.html）でご確認ください。

その他

　習志野商工会議所は、JR津田沼駅、京成津田沼駅から徒歩10分の便利な立地にあり、会議や研修の
ほか、面接会場やサークル活動など、多くの方々にご利用いただいています。近隣で会場をお探しの方
は、お気軽にご相談ください。

習志野商工会議所の活用事例 Part-2特集  

人が 会 い、 議 論する 所
　  貸会議室をご利用ください！

習志野ホビークラブ
（２階研修室／月４回程度利用）
　「会場は、レイアウト自由で使い勝
手も良く、重宝しています。集まる方
が、人懐こく声を気軽にかけ合えるよ
うな雰囲気になり、交流メインの方に
もオススメです。」 （一同）

【ご利用者様の声】

22名

62m²

定　員

面　積

5,140円/時間

会議、商談 ほか

料　金

利用例

2F  特別会議室

10名

34m²

定　員

面　積

820円/時間

少人数での打合せ、
面接、サークル活動
ほか

料　金

利用例

2F 研修室

10〜130名

50〜177m²

定　員

面　積

2,060円〜/時間

講習会、懇親会 ほか

料　金

利用例

3F  大会議室

①駅近の好立地のうえ、
　駐車場が完備
②６ヶ月前から予約が可能で、
　 毎回、会場探しに苦労する
　必要がありません
③参加人数や用途に応じて
　会場を選べます
④ レイアウト変更自由、音響
　やプロジェクターなどの
　設備も充実（一部有料）

特 徴



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　11月20日㈰　　販売士検定　１～３級　２月15日㈯

2016.07.10　習志野商工会議所　

往時の味が好評！
「習志野ソーセージ」 販売開始
　イトーヨーカドー津田沼店（５月18日㈬～23日㈪）
や、イオン津田沼店（６月10日㈮～12日㈰）で行われ
た地域フェアで「習志野ソーセージ」が販売され、立
寄った方からは、習志野とソーセージの由来と復刻し
た往時の味が好評でした。
　習志野ソーセージは、約100年前にドイツ人から習
志野市に伝えられたソーセージ技術をもとに作った
濃厚な味わいの逸品です。当所では、今後も取扱事業
所の拡大や各種イベントでの普及活動に努めていき
ます。ぜひ一度手に取って、その味を堪能して下さい。

◆習志野ソーセージを販売している／食べられるお店はHPにてご確認下さい。
←http://www.narashino-cci.or.jp/narashino_sausage/shops.html

イオン津田沼店の千葉県産フェアで販売

　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。快晴の秋に、ゴルフを通して、習志野全域の社外・社内交流
を深める絶好の機会です。事業者、従業員、そのご家族の方など、お誘い
合わせのうえ、多くの方々の申込みをお待ちしています。

10月４日㈫  午前８時45分〜
第１組スタート

小見川東急ゴルフクラブ
香取市一ノ分目字神明496-1

《プレー費》 14,640円
※プレー、キャディーフィー、

日　時

場　所

乗用カート、昼食、パーティー代
《参加費》 2,000円（賞品代ほか）

ローカルルール、新ペリア方式

９月２日㈮まで ※先着100名

経営室　堀

競技方法

締　切

問合せ
費　用

第28回 習志野商工会議所
マスターズゴルフ大会 を開催します

ゴルフで
健康づくり

習志野商工会議所
お盆休業のお知らせ

　平素は格別のお引き
立てを賜わり厚くお礼
申し上げます。
　さて、誠に勝手なが
ら、弊所では、本年度よ
り８月13日～15日まで
をお盆休業期間とさせ
ていただきます。
　今年につきましては、
８月15日㈪を休業とさ
せて戴きますので、何卒
ご了承のほど宜しくお
願い申し上げます。



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

「労務トラブル解決セミナー」
　解雇や退職、賃金など、よくある労
務トラブルを事例で解説。
日　時　７月26日㈫
　　　　16時～17時30分
対　象　経営者、労務管理者ほか
講　師　社会保険労務士
費　用　無料
定　員　各日50名
問合せ　中小企業支援室

「習志野市男女共同参画週間事業シン
ポジウム」一人ひとりの活躍のために
日　時　７月12日㈫  13時30分～16時
内　容　《第１部》
　　　　 パネルディスカッション

「習志野から発信！
新しい働き方と輝く人財」

　　　　《第２部》 講演会
 「待ったなしの働き方改革」

会　場　習志野市市民会館
費　用　無料
定　員　400名
問合せ　習志野市男女共同参画センター
　　　　TEL：047（453）9307

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。
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
問合せ　経営室
　　　　TEL：047（452）6700
みんなで囲碁入門（７月）参加者募集
内　容　ルール、簡単な詰碁、九路盤
　　　　で実際に対局して頂きます。
日　時　７月29日㈮ 10時～11時30分
　　　　 18時～19時30分
　　　　７月30日㈯ 10時～11時30分
　　　　７月31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

海外での知的財産リスクに備え
「海外知財訴訟費用保険制度」開始
　会議所会員である中小企業が海外で
の知的財産侵害を理由とする係争に巻
き込まれた場合のセーフティネットと
して、平成28年７月から「海外知財訴
訟費用保険制度」が開始されます。
■特徴
・訴訟費用が保険から補償
・海外知財訴訟の専門家の紹介を通じ
　て、訴訟の円滑な対応が可能
・中小企業には国から掛金の２分の１
　が補助（平成28年度）
問合せ　日本商工会議所総務部
　　　　TEL：03（3283）7832
環境学習の推進を支援します 「千葉
県環境学習アドバイザー派遣制度」
　県では、環境学習の推進を図るため、

「環境学習アドバイザー」を、企業、学校、
地域団体等が主催する環境についての
学習会の講師として派遣しています。
■派遣条件
・環境学習を内容とすること
・千葉県内で開催され、参加者が10名
　以上であること
費　用　無料
問合せ　千葉県環境生活部
　　　　循環型社会　推進課
　　　　TEL：043（223）4144

不法就労防止にご協力ください
「不法就労外国人対策キャンペーン」
　東京入国管理局では、６月１日から

「不法就労外国人対策キャンペーン月
間」を実施しています。
《不法就労とは？》
　不法就労となるのは次の３つの場合
です。
・不法滞在者が働くケース
・入国管理局から働く許可を受けてい
　ないのに働くケース
・入国管理局から認められた範囲を超
　えて働くケース
問合せ　外国人在留総合インフォメー
　　　　ションセンター
　　　　TEL：0570（013）904
中小企業の役に立つ情報を配信

「千葉県産業情報ヘッドライン」
　千葉県産業振興センターでは、県、
経済関係団体等と連携し、融資や助成
制度等の各種支援策、公募、イベント
情報など、中小企業の皆様に役に立つ
情報を毎週木曜日にメールマガジンで
配信しています。（登録無料）
《登録方法》
　下記HP「登録フォーム」から
➡https ://www.ccjc-net.or.jp/

headline/
問合せ　（公財）千葉県産業振興センター
　　　　TEL：043（299）1078

「夏季の省エネキャンペーン」実施中
　現在、省エネルギー対策（６～９月）
を促進するための「夏季の省エネキャ
ンペーン」が実施されています。関係
の皆様には、無理のない範囲で省エネ
ルギー対策の実践についてご理解、ご
協力をお願いいたします。
担当：資源エネルギー庁

省エネルギー対策課
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習志野商工会議所
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　当所の特徴は、多様な引出しを有していることです。
業務は、単純な許可申請や法人設立サポートのように
事業や収支計画を必要とするものから、ホームページや
EC サイト構築などＩＴ全般にかかわるコンサルタント的
なものまで多岐に渡ります。ぜひ一度、お気軽にお問い
合わせください。

健勝軒

　JR 津田沼駅北口から徒歩３分、線路沿いを千葉方面
に向かった先に、ラーメンツウが通う名店「健勝軒」
があります。おすすめは焼豚、味玉、のりが鎮座する
特製つけ麺。魚粉たっぷりで濃厚な豚骨魚介スープは、
魚粉のざらつきがなく、中太麺によく絡みます。濃厚
中華そばや昔ながらのあっさり中華そばも人気です。

住所：習志野市津田沼 1-2-11　店長：廣田 竜史さん
TEL：047（411）4454　定休日：年中無休
営業時間：11 時～翌１時（日・祝は 11 時～ 22 時）

HAIR SALON HAND24

　京成津田沼駅徒歩３分、商店街の中ほどにある「ヘ
アーサロン ハンド 24」。毛髪診断や髪質改善、毛量コ
ントロールなど、サロン独自の技術で、流行をとらえ
たスタイルからスタンダードまで、毎日のお手入れが
簡単でお客様の魅力を引き出す『オンリーワン』を提
案しています。ぜひ一度、ご来店ください。

さいとう行政書士事務所

みずほ化粧品（㈲松本商事）

　みずほ化粧品は、資生堂とカネボウの専門店でしか
取扱うことのできないカウンセリング化粧品を中心に、
貴女のきれいのお手伝いをします。店内では一人一人
の肌にふさわしいカウンセリング、スキンケア、メイ
ク方法や、予算やお悩みにあわせた簡単な部分エステ
も行っています。お気軽にご来店ください。

住所：習志野市谷津 5-9-1　代表者：齋藤 史仁さん
TEL：047（494）3870　mail：info@saitou-gyouseisyosi.jp
HP：http://saitou-gyouseisyosi.jp

"通
つう

が愛して止まない『豚骨魚介スープ』"

HP QRコード

住所：習志野市大久保 1-29-2　代表者名：松本 瑞穂さん
TEL：047（478）2778　営業時間：10 時～ 19 時 30 分
エステ受付時間：10 時～ 18 時　定休日：年中無休

住所：習志野市津田沼 4-1-25 D-11　代表者名：高橋 忠夫さん
TEL：047（478）1548　営業時間：９時～ 20 時
定休日：火曜日、第３水曜日

地図 QRコード地図 QRコード

地図 QRコード

"まちの法律家のあるべき姿を"

"手に心をのせたサービスを" "貴女のきれいをお手伝いします"


