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日本古来の伝統的な社寺建築を後世に残す「宮大工」。その現場は、口伝でのみ継承されてきた「技」を、現在から未来へ繋ぐ神聖な空間でもあります。

※社内でご回覧ください
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　 報告　　   第114回 常議員会を開催
　９月27日㈫、第114回 常議員会を開催しました。
　協議事項では、臨時議員総会提出議案や平成28年度
補正予算、商工会議所諸規定の一部改正など４議案が
可決・承認されました。
　また、第12期の議員選任状況や千葉県地域商業活性
化チャレンジ事業、小規模事業経営支援事業等補助金
実績評価結果等が事務局より報告されました。

　　　第12期議員選任
３号議員が確定
　 報告

　当所の第11期役員・議員の任期満了（10月31日）に
伴い、現在、第12期議員の選任が行われています。
　このほど新しい３号議員が確定しましたのでお知
らせします。また、役員（会頭、副会頭、専務理事、常
議員、監事）については、全議員の選任後に開催され
る臨時議員総会（11月１日）で選任されます。
●３号議員（全15名、順不同、敬称略）
イカリ消毒㈱ 黒澤眞次氏／㈱イトーヨーカ堂 津田沼店
宮永清隆氏／㈱京葉銀行 実籾支店 尾池伸一氏／㈱小
出ロール鐵工所 習志野工場 小出惠勇氏／広栄化学工
業㈱ 吉田茂雄氏／コメット工業㈱ 由川久子氏／佐藤金
属㈱ 湾岸センター 水野清一氏／㈱千葉銀行 津田沼支
店 菅野浩之氏／（医）社団菊田会 習志野第一病院 三橋
稔氏／日本ケーブル㈱ 本社工場 湯浅貞雄氏／㈱日立
産機システム 習志野事業所 千葉宏氏／増田運輸㈱ 増
田彰司氏／㈱丸山工務店 山本泰三氏／㈱ミヤコシ 宮
腰巖氏／㈱レカムサービス 布施國雄氏

（※第12期の新役員議員については全議員確定後、会
報にて知らせします）

開催　　 習志野・八千代商工会議所合同

『士業ビジネス交流会』
参加者募集
　11月16日㈬、八千代商工会議所と合同で士業ビジ
ネス交流会を開催します。士業間のネットワークの
促進は、相互能力の向上と活躍の場を広げるだけでな
く、地域企業への専門ノウハウの効果的な波及を生み
出すものです。ぜひ情報交換や人脈構築の機会とし
て多くの士業の方々のご参加をお待ちしています。
▶日　時　11月16日㈬  18時～20時
▶場　所　習志野商工会議所
▶内　容　自己PR、名刺交換、
　　　　　情報交換、他の士業との交流
▶対　象　会員士業者（税理士、中小企業診断士 他）
▶参加費　3,000円
▶主　催　習志野商工会議所
▶問合せ　中小企業支援室

開催　　　　 税理士が教える 個人事業者向け

『弥生会計セミナー』を開催
　簿記・会計の初級レベルにある個人事業者を対象
に、弥生会計ソフトを利用しながら経理実務の習得を
図るセミナーを開催します。
【入門編】
▶日　時　11月15日㈫  13時～16時30分
▶場　所　習志野商工会議所
▶内　容　弥生会計の導入設定から日々の帳簿入力
▶受講料　会員：3,000円／一般：5,000円
【応用編】
▶日　時　12月９日㈮  13時～16時30分
▶場　所　習志野商工会議所
▶内　容　入力データに基づく決算整理操作 他
▶受講料　会員：3,000円／一般：5,000円
▶問合せ　中小企業支援室（詳細は折込チラシを参照）

開催　　 『習志野ソーセージ取扱店
シールラリー』＆『津田沼ミラクル
2016』同時開催！
　参加店舗を回って豪華賞品が当たる２大イベント

「習志野ソーセージ取扱店シールラリー」と「津田沼ミ
ラクル2016」を、10月22日㈯から11月21日㈪の期間で
同時開催します。このイベントは、地域資源である習
志野ソーセージの普及促進と、JR津田沼駅周辺地域
の回遊性向上を目的としたコラボイベントです。多
くの方のご参加をお待ちしています。

【習志野ソーセージ取扱店シールラリー】
▶参加店舗　習志野ソーセージ取扱店
　　　　　※詳細は、習志野商工会議所HPに掲載
▶参加方法　習志野ソーセージ取扱店で食事又は購入
　　　　　してもらえる習志野ソーセージシールを
　　　　　６枚集めて応募のあった方の中から抽選

【津田沼ミラクル2016】
▶スタンプ　ミーナ津田沼店／イトーヨーカドー津田沼店
　設置場所　／イオンモール津田沼／パルコ津田沼店／
　　　　　モリシア津田沼／千葉工業大学
▶参加方法　スタンプ設置場所で台紙を入手し、上記６
　　　　　店舗等でご当地キャラスタンプを集めて
　　　　　応募のあった方の中から抽選
▶問合せ　中小企業支援室

開催　   『習志野ドイツフェア＆
グルメフェスタ 2016』を開催
　「習志野ドイツフェア＆グルメフェスタ2016」が10月22日
㈯、23日㈰の２日間開催されます。当日は、ソーセージが日
本に伝わった当時のレシピを再現した「習志野ソーセージ」
や、ビール、ワイン、パンなどのドイツ食品、市内店舗の逸

2016.10.10　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

　習志野商工会議所　2016.10.10

品グルメが販売されます。特設ステージではドイツ民謡な
どのイベントも予定されていますのでぜひご来場ください。
▶日　時　10月22日㈯、23日㈰
　　　　　11時～20時（23日は19時まで）
▶場　所　津田沼公園、モリシア津田沼
▶問合せ　中小企業支援室

　 お知らせ　　　　  工業部会
『産業交流展2016』に出展!!

　工業部会は、首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川
県）の個性あふれる中小企業等が、販路拡大や企業間の
連携、情報収集交換などを目的として優れた技術や製品
を一堂に展示する「産業交流展2016」に会員事業所２社
と共同出展し、習志野のものづくりを全国に発信します。
▶会　　期　10月31日㈪～11月２日㈬
　　　　　　10時～18時（最終日は17時）
▶会　　場　東京ビッグサイト東５・６・７・８ホール
▶出展企業　㈲アンドウカンパニー、島崎熱処理㈱
▶出展位置　機械・金属ゾーン（機-40）
▶詳細はこちら➡http://www.sangyo-koryuten.tokyo/

昨年度の産業交流展の様子

　　　　  おめでとうございます　 お知らせ

習志野青年会議所「千葉M-１
グランプリ」準優勝！
　９月３日㈯、千葉県いすみ市で行われた「愛してま
す！千葉Ｍ-１（めしワン）グランプリ」に、「習志野
ソーセージ」を出店した（公社）習志野青年会議所が、
見事に準優勝に輝きました。このイベントは、千葉県

の食の魅力再発見をテーマに、（公社）日本青年会議所
関東地区千葉ブロック協議会が主催したもので、出店
した20数店の各地自慢のメシ友（お米に合うおかず）
の中から、来場者の投票でグランプリを決定しまし
た。清水理事長は、「今後も“習志野ソーセージ”が地
域ブランドとして、内外に知られ愛されるよう情報の
発信に取組んでいきます」と語ってくれました。

清水理事長（右）と田村氏（左）

　 お知らせ　　　　  「商工会議所福祉
制度キャンペーン」実施
　ベストウィズクラブでは、「秋の福祉制度キャンペーン」を
10月・11月に実施します。本キャンペーンは、「商工会議所
福祉制度」を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所
の福祉向上にお役立ていただくことを目的としています。
　「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
補償ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険㈱の担当者員がお伺
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。

　習志野商工会議所２号常議員、
齋田隆 氏（栄工業㈱ 代表取締役
享年68歳）が９月12日、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



従業員の「退職金」を準備して、意欲を高める

経営者の「退職金制度」で、老後の生活を安定させる

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（９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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商工会議所活用事例-②
特集

ご相談や説明は習志野商工会議所まで！

　『特定退職金共済制度』は、独力では「従業員のための退職金制度」を
持つことが困難な中小企業について、退職金制度の整備を支援するた
めのもので、商工会議所が国の認可を得て実施しています。

「従業員に大切な安心を」
田中電子㈱
総務課長　加藤 耕一  氏

　若い従業員が多く、その定着や育
成、採用が当社の重要課題です。安
心して仕事に打ち込める環境整備の
一環として特退共を活用しています。

特定退職金共済制度

中小企業経営を支える共済制度

「経営者の将来設計と節税に」
太和田章税理士事務所
太和田 章  氏

　事業主にとって、退職金のない老
後や将来の生活設計は不安ばかり
です。その備えが、同時に毎年の節
税に大きな役割を果たしてくれます。

　『小規模企業共済制度』は、小規模企業の個人事業主（共同経営者を含
む）または会社等の役員の方が、事業の廃止や役員を退任した場合など
に積み立てた掛金に応じて共済金が受取れる「経営者のための退職金
制度」です。

小規模企業共済制度

中小企業でも退職金
制度が容易に整備で
き、従業員の意欲向上
や定着に役立ちます。

特定退職金共済

・掛金は全額非課税
　（損金、必要経費）
・月額掛金は、１人
　１千円～３万円まで

制度の特徴は？
※他に、（独）勤労者退
職金共済機構が運営
する、国の「中小企業
退職金共済制度」など
があります。

（独）中小企業基盤整備
機構が運営する国の制
度で、現在約160万人
が加入しています。

小規模企業共済
って何？

毎月の掛金は全額所
得控除の対象になり
ます。また共済金は分
割受取りが可能です。

どんなメリットが
あるの？

・個人事業主の共同経
　営者も加入可能
・掛金月額は１千円～
　７万円まで
・事業資金の借入も可

制度の特徴は？



役員・従業員の福利厚生に

取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐ

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！
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　経営者・従業員の隔てなく、職場での働き甲斐を高めるためには、確かな「安心感」が必要です。
そこで、個人事業主や中小企業の皆様にも、習志野商工会議所の「会員ならでは」のメリットとし
て、大企業並みの福利厚生や万が一の時に備える各種共済制度をご紹介します。

　『経営セーフティ共済』は、取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産か
ら中小企業を守る制度」です。
　取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、無担保・
無保証・無利子で貸付けが受けられます。

「もしもの時に備えて」
㈲ふじまる
代表取締役　藤田 由美  氏

　国内外で多くの商材を動かし、
契約毎に条件が異なる取引が多い
ので、万が一の時の資金対策として
セーフティ共済を活用しています。

経営セーフティ共済 中小企業
倒産防止

共済

※他に、労災リスクに備えた業務災害や自動車保険共済、火災共済などの会員限定プランもあります。
　内容に関するお問合せやご相談は、習志野商工会議所（☎047-452-6700）までお気軽にご連絡ください。

あじさい共済
　『あじさい共済』は、習志野商工会議所独自の給付制度と福祉団体定期保険（アクサ生命保険㈱
引受）を、会員（役員・従業員）の皆様の福利厚生制度にご活用いただくものです。

（独）中小企業基盤整
備機構が運営する国
の制度で、現在約30万
社が加入しています。

経営セーフティ
共済って何？

取引先が倒産して売掛
金債権等が回収困難と
なった時に共済金の貸
付けが受けられます。

どんな時に貸付けを
受けられるの？

・掛金の10倍の範囲内
　で、最高８千万円まで
　貸付けが可能
・月額掛金は、５千円～
　20万円まで

制度の特徴は？

あじさい共済は、商工会議所独自の給付制度等
が付いた福祉団体定期保険（入院給付金付災害
割増特約・ガン死亡特約付）です。

あじさい共済

・掛金は全額非課税（損金、必要経費）
・月額掛金は800円／１口から
・健康診断割引や還元事業等の特典あり

特徴とメリットは？



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㈯
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■ 経営力向上計画とは
　人材育成や設備投資等により、自社の生産性を向
上するために策定・実施する計画で、認定を受けた
事業者は、税制面や金融面での支援を受けることが
できます。計画の申請は、当所までお気軽にご相談
ください。
問合せ　中小企業支援室（原田、柴崎）

『経営力向上計画』（中小企業等
経営強化法）７月からスタート！

国（主務大臣）

申請事業者
（中小企業・

小規模事業者等）

【経営革新等支援機関】
例○士業等の専門家
　○商工会議所
　○地域金融機関  等

【支援措置】
○生産性を高めるための
　機械装置を取得した場
　合は、３年間、固定資産
　税を1/2に軽減
○計画に基づく事業に　
　必要な資金繰りを支援
　（融資・信用保証等）

経済力向上計画

申請を
サポート

申請 認定

夏見和彦 氏（プロダンサー）
　映画『Shall We ダンス？』が、日本アカデミー賞を独占したのが20年程前。その華やかで優雅な踊りに魅了
され、今や日本の社交ダンス人口は世界一とも言われています。そのダンスの世界大会「第３回WDCプロラテ
ン選手権Over40部門」（2016年６月／イタリア）で、習志野市大久保でダンススタジオを主宰する夏見和彦氏
がパートナーの日高麻衣子氏とともに、本場欧州勢を抑え、見事に世界チャンピョンの座を獲得しました。

Q .ダンスを始めたきっかけは？
　実家がダンスパブを経営していましたが、高校時代は、
バスケットボールに夢中でした。しかし、どこかに染み込
んでいたのか、綺麗な女性に誘われたのか、二十歳をこえ
た頃にはダンスを始めていました。以来、勝ち・負けを繰り
返すなかで、次第にのめり込んでいきました。

Q .ダンスの難しさは？
　技術面では「Walk＝きれいに歩くこと」が、表現面では
「男女のペアが織り成す感情」を採点する競技なので、互い
の人間性をさらけ出した先に何を創造するかが命題です。

Q .これからの展望は？
　競技者としての目標は、一人でも私たちのダンスを通して
感動を届けたい。また、主宰するスタジオも６年目を迎え、
「何事も一所懸命」「人が教科書」「阿呆になれ」の言葉を胸
に、その魅力をより多くの人に伝えていきたいです。

習志野　ひとvol.2

2010年に京成大久保
駅近くに「ダンススタジ
オ夏見」を主宰。年齢・
レベルを問わず広くダ
ンスの普及に取組んで
いる。競技者としても
40歳を超え、ますます
今後の活躍が期待され
ている。船橋市生まれ。

▲世界選手権で優勝した
　夏見・日高ペア

Profile

生産性の向上を集中的に支援します
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貴社のPRを支援します！
⑴ 会員限定  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。
▶︎発送先　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）

⑵ 会員限定  JR津田沼駅掲示板
　習志野商工会議所では、会員事業所
限定で、JR津田沼駅構内のコンコース
掲示板の貸し出しを実施しています。
▶︎費　用　１区画／１週間　1,030円
　  （１回の申込みで最大４週間まで）
▶︎サイズ　縦65cm×横60cm
＜問合せ・申込み＞
経営室　TEL：047（452）6700

みんなで囲碁入門  参加者を募集
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　10月29日㈯
　　　　10時～11時30分
　　　　13時～14時30分
　　　　10月30日㈰
　　　　10時～11時30分
　　　　10月31日㈪
　　　　10時～11時30分
　　　　18時～19時30分
場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　（モリシア・レストラン棟７F）
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年度赤い羽根共同募金
　今年70回目を迎える赤い羽根共同
募金運動は、今年度より10月１日から
来年３月31日まで、期間を拡大し全国
に展開されます。
■平成28年度目標額  ７億4,000万円
　・赤い羽根募金  ４億7,000万円
　・市町村歳末たすけあい募金
　　２億4,000万円
　・NHK歳末たすけあい募金
　　3,000万円
問合せ　社会福祉法人
　　　　千葉県共同募金会
　　　　TEL：043（245）1721

「おもてなし規格認証制度」（経済産
業省）がスタート！
　経済産業省がサービスの品質を「見
える化」するために「おもてなし規格認
証制度」を創設しました。
　「おもてなし規格認証2016」の登録
サイトにアクセスし、顧客・従業員・地
域社会の満足度を高めるための取組
項目にチェックすると、「おもてなし
規格認証2016」のマークと登録証が
もらえます。
問合せ　一般社団法人サービス
　　　　デザイン推進協議会
　　　　http://mail.mirasapo.jp/
　　　　c/aYp8ad2welfRuZab

平成28年度後期技能検定を開催
　技能検定は、労働者の有する技能を
一定の基準によって検定し、これを公
証する国家資格です。技能者の技能習
得意欲を増進させるとともに、技能の
向上を図り、我が国産業の発展に寄与
することを目的に、職業能力開発促進
法に基づき、年２回実施されています。
▶︎受付期間　10月３日㈪～14日㈮
問合せ　千葉県職業能力開発協会
　　　　技能検定課
　　　　TEL：043（296）1150

千葉県最低賃金改正のお知らせ
　千葉県内の事業所で働くすべての労
働者（パート、アルバイト等を含む）及
びその使用者に適用される「千葉県最
低賃金」が改正されました。
▶︎変更日時　平成28年10月１日から
▶︎時間額　842円（従来は817円）
問合せ　千葉労働局労働基準部賃金室
　　　　TEL：043（221）2328

ものづくりマイスター制度の募集
　１級技能士など高度な技能をもつ

「ものづくりマイスター」が、中小企業・
業界団体等に直接出向き、若年技能者
のスキルアップを図るとともに、効果
的な技能継承や後継者の育成を支援し
ます。現在、千葉県職業能力開発協会
では、ものづくりマイスターの派遣希
望事業所を募集しています。
問合せ　千葉県職業能力開発協会
　　　　TEL：043（296）7860

生涯現役社会実現に向けたワーク
ショップを開催
　千葉県内で高齢者雇用に対し先進的
な取組みを実践している事業所の紹介
や、雇用に関する講演などを行う『ワー
クショップ』を開催します。
日　時　10月19日㈬
　　　　13時30分～16時30分
場　所　ホテルポートプラザちば（２階）
費　用　無料
定　員　80名（先着順）
問合せ　独立行政法人高齢・障害・
　　　　求職者雇用支援機構千葉支部
　　　　TEL：043（204）2901

谷津商店街  秋まつりの開催
日　時　10月22日㈯
　　　　（雨天の場合、10月23日㈰に
　　　　 延期）
場　所　谷津遊路商店街
　　　　（京成谷津駅南口すぐ）
内　容　LIVE、丹生神社の祭礼、ハロ
　　　　ウィンパレード、ワークショ
　　　　ップ、こども縁日  等
問合せ　谷津遊路商店街事務所
　　　　TEL：047（451）3744

　習志野商工会議所　2016.10.10
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Desing Studio Cocoa

Jewelry Boutique ロジェルカ Au coin favori（オウ・コアン・ファヴォリ）

　フランスでの修業時代に勉強したレシピをもとに、季
節やイベントに合わせたお菓子のインターネット販売
や飲食店への卸売を行っています。ウエディングや誕生
日では、お客様のご希望に沿いながら、オーダーメイ
ドでお作りします。Au coin favori のお菓子を通して、
フランスの香りを少しでも感じて頂ければ幸いです。

HP QRコード

住所：東習志野 8-9-2 サンハイツ 101　代表者：斉藤 博夫さん
TEL：047（478）3013　営業時間：９時～18 時
定休日：土日祝日　HP：http://www.ds-cocoa.com

HP QRコード

　Jewelry Boutique ロジェルカは、国内外から集めた
オリジナリティに富んだジュエリーや雑貨・洋服を取扱
い、個性を大切にするお客様から大変ご好評を頂いてい
ます。またジュエリーのリメイクも承っており、お客様
の大切なお品がご予算に合わせ、デザイナーや職人の手
によって生まれ変わります。お気軽にお訪ねください。

"おしゃれの総仕上げはジュエリーで "

　京成津田沼駅サンロードビル１階にたたずむ、その
小さなお店が開店したのは平成 3 年のこと。当初は奥
様が種をまき、出産を機にご主人が受継ぎ育み、今は、
夫婦お二人で営む地域になくてはならない「お花屋さ
ん」です。家路につく道すがら、軒先に並ぶ四季折々
の花木を前に、今日も多くのお客さんが立寄ります。

フラワーハウスメリー

住所：習志野市津田沼 5-12-12　代表者：吉澤 清さん
TEL：047（454）3846　営業時間：９時～19 時
定休日：年中無休（年末年始除く）

地図 QRコード

"まちに四季のよそおいを届けて "

"フランスの香りを届けます "

　地元習志野で頑張るお店や事業者をデザインでバッ
クアップします。「低価格でホームページを作りたい」

「イベントの告知をしたい」「お揃いのチームやスタッ
フＴシャツが欲しい」など、人の繋がりを大切に、制
作からアフターサービスまでトータルでサポートさせ
ていただきます。

" 地元の特性を生かしたサービスを "

住所：実籾 3-23-15 SAKURA ヴィレッジ A号室
代表者：谷川 真耶さん　TEL：090（8014）1672
営業時間：不定休　HP：https://aucoinfavori.theshop.jp

HP QRコード

住所：千葉市美浜区ひび野 2-10-1  ホテル・ザ・マンハッタン１階
代表者：鈴木 アキコさん　TEL：043（275）8783
営業時間：10 時～19 時　instagram：＠rojeluca


