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開催　　 ５商工会議所
『合同ビジネス交流会』を開催

　習志野・船橋・八千代・浦安・千葉の５商工会議所に
よる『合同ビジネス交流会』を開催します。地域を超
えた交流や取引の推進、事業の拡大機会として、奮っ
てご参加ください。
日　時　平成29年２月10日㈮　15時～
場　所　船橋商工会議所（船橋市本町1-10-10）
費　用　2,000円（お一人様）  ※１事業所２名まで
締　切　１月20日㈮まで
 問合せ　中小企業支援室

　　　２大スタンプラリー
『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』終了！

　 報告

　10月22日㈯から11月21日㈪に行われた、２大スタ
ンプラリーイベント「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」が終了しました。
応募総数は2,328通（「習志野ソーセージ取扱店シール
ラリー」133通、「津田
沼ミラクル2016」2,195
通）。開催期間中は、
JR津田沼駅周辺を中
心に、パンフレットを
手にした家族連れの
姿が多く見られ、大変
好評を博しました。

　　　JR千葉駅舎開業記念
『ちば大祭』に

習志野ソーセージを出店！

　 報告

　当所では、11月26日㈯・27日㈰の両日、JR千葉駅舎
開業記念イベント「ちば大祭」（主催（一社）千葉県商工
会議所連合会、千葉県商工連合会、千葉商工会議所）
で、地域自慢の品を販売する「食のマルシェコーナー」
に、習志野ソーセージを出店しました。
　会期中、JR千葉
駅東口から中央公
園へ続く「千葉駅
前大通り」に設け
られた習志野ソー
セージコーナーで
は、多くの人が日
本に伝来した往時
の味に舌鼓をうっ
ていました。

　　　  平成28年度
『創業支援プログラム』が終了

　 報告

　７月30日㈯の「創業講演会」から始まった「平成28年
度 創業支援プログラム」（習志野市創業・起業支援事
業）が、「創業塾 入門編」（８月20日㈯）、「創業塾 実践
編」（全５回 ※最終日 10月29日㈯）、「創業フォローアッ
プセミナー」（11月12日㈯）の全事業を終了しました。
　このプログラムに参加したのは延べ63人の独立・開
業に興味のある方で、メインコーディネーターの川村浩
司氏（中小企業診断士）を中心に、各専門家や金融機関、
支援機関、創業者など総勢14名の講師が参加し、創業
に関する実践的かつ体系的な講義が進められました。
　当所では、創業
志望者の育成を
地域経済活性化
の重点事項と位
置付け、今後もそ
の支援に力を注
いでいきます。

　　　青年部主催
『習志野婚活パーティーin幕張浜』

　 報告

　11月12日㈯、ホテル・マンハッタンで、第６回「習志
野婚活パーティーin幕張浜」を開催しました。
　当日は、74名（男性38名、女性36名）の方が参加し、
会場の和やかな雰囲気に後押しされるように、食事や
会話に花を咲かせていました。最後に行われたカッ
プル発表では15組のカップルが誕生し、今回のパー
ティーも大盛況のうちに終了しました。
　青年部では、後継者の未婚解消と若手従業員の厚生の
ため、今後も多くの方々に出会いの場を提供していきます。

終始和やかな雰囲気で会話も弾みました

　　　注目を集める『相続＆
承継入門セミナー』を開催
　 報告

　11月11日㈮、「最低限知っておきたい相続＆事業承
継入門セミナー」が開催されました。相続・事業承継
等を検討する事業経営者・後継者の方々が参加し、講
師の太和田章税理士（太和田税務会計事務所）が説明習志野ソーセージをPR

多くの講師陣が創業を後押し
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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

する、経営の承継方法から相続税対策、保有資産の評
価方法などについて熱心に耳を傾けていました。ま
た、第２部では、「知的資産経営のすすめ」と題し、㈱帝
国データバンク千葉支店の高田秀明氏の講演が行わ
れました。

　　　『小規模事業者持続化
補助金セミナー』を開催
　 報告

　小規模事業者の方が取り組む販路開拓に係る経費の
一部を国が補助する「小規模事業者持続化補助金」（28
年度補正）が、11月４日㈮から公募が開始されました。
この補助金の申請には、商工会議所の助言等を受けて
経営計画を策定する
必要があります。11月
25日㈮に行われたセミ
ナーには、申請を検討
する11名の事業者の方
が、計画やビジョンの
策定にむけ講師の川
村中小企業診断士の
説明に熱心に耳を傾
けていました。

　 お知らせ　　　　  平成29年
『新春賀詞交歓会』のお知らせ

　平成29年１月６日㈮、習志野市、習志野商工会議所、
習志野市社会福祉協議会の共催による新春賀詞交歓
会が開催されます。新年の挨拶の場として、お誘い合
わせのうえ、ご来場ください。
日　時　平成29年１月６日㈮  午前11時30分～
　　　　（受付 午前11時～）
会　場　習志野文化ホールホワイエ
会　費　4,000円（当日会場にて）
主　催　習志野市新春賀詞交歓会実行委員会
　　　　（習志野市、習志野商工会議所、習志野市社
　　　　 会福祉協議会）
問合せ　習志野市総務部 総務課 管理係
　　　　TEL：047（453）9246
※ご来場は、公共交通機関をご利用下さいますよう
　お願いいたします。

　 お知らせ　　　　  年末恒例のイルミ
ネーションが点灯されました
　11月３日（㈷・㈭）、JR津田沼駅南口の津田沼公園

（主催：津田沼南口商店会）で、また11月26日㈯、同駅北
口の津田沼一丁目広場（主催：津田沼一丁目商店会）で、
年末恒例のイルミ
ネーションの点 灯
式が行われました。
南口では約９万球
の LED の 灯りが
来年の２月19日㈰
まで、北口では１
月31日㈫までの期
間、街をあたたかく
照らします。

　 お知らせ　　　　 京新工業㈱の製品が
『千葉ものづくり認定製品』に

認定されました
　このたび、「千葉ものづくり認定製品」に、会員事
業所の京新工業㈱（東習志野）の医師の手術姿勢をサ
ポートする器具「サージカルニーレスト」が選ばれま
した。この制度は、千葉県が、県内の中小企業が開発・
製造した優れた工業製品を認定することで販路拡大
等を支援しようと2006年度から始められたもので、
今年は６製品が認定されました。同社の森完社長は

「今後は世界にも進出したい」と意気込みを語ってい
ます。おめでとうございます。

森田知事から賞状を受取る森会長（中央）

経営計画の策定が肝心

津田沼公園全体が
暖かな光に包まれています
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.16％で2,000万円まで（11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！

【特集】第12期新体制がスタート！
　11月１日㈫、習志野商工会議所では、臨
時議員総会を開催し、会頭、副会頭３名、
専務理事、常議員33名、監事３名を決定
し、第12期新役員・議員体制をスタートし
ました。（役員・議員の名簿一覧を同封して
います）

就任あいさつ
　このたびの臨時議員総会
におきまして、皆様方の温
かいご推挙により、引き続
き、会頭に再任いただきま
した。今回選任されました
３人の副会頭はじめ、役職
員一丸となり「中小企業の
活力強化」と「地方創生の

実現」に全力で取り組んでまいる所存ですの
で、改めまして皆様のご支援をお願い申し上
げます。
　さて、最近の中小企業を取り巻く状況を鑑
みますと、急激な為替変動など、様々な要因
により経済環境が変化する中、企業の経営課
題が多様化してきているように感じられま
す。人口減少に伴う人材確保や生産性向上の
問題、経営者の高齢化に伴う事業継承や後継
者の確保などが重要な課題となっています。
　こうした中、当商工会議所では、「中小企
業の活力強化」については、会員事業所にしっ
かりと寄り添う「伴走型経営支援」事業をは
じめ、国・県・市の融資制度をワンストップ
で活用できる環境を整えるなど、現場主義に
立ち、様々な課題やニーズに対応するきめ細
かな支援体制を強化しておりますので、ぜひ、
積極的にご活用いただければと思います。
　また、「地方創生の実現」については、地
域が持てる潜在力と特性を十分に発揮するた
めに、地域の資源や強みを最大限に活かせる
事業に力を注いでまいります。
　来年４月、習志野商工会議所は創立 30 周
年を迎えます。「つなぐ地域の底力」をスロー
ガンに、商工会議所が地域の中心となり、会
員の皆様はもとより、行政や関係団体、市
民の皆様と広く連携し、習志野市の「地域力」
にさらに磨きをかけていきたいと考えてい
ます。
　結びに、会員事業所の皆様の温かいご支援
とご理解、併せて、会議所事業への積極的な
ご参加を賜りますようお願い申し上げ、会頭
就任の挨拶とさせていただきます。

白鳥　豊 会 頭
白鳥製薬㈱
代表取締役社長

就任あいさつ
　東洋エンジニアリングの内田でご
ざいます。このたび臨時議員総会に
おきまして、習志野商工会議所副会
頭にご再任いただいたこと、まず厚
くお礼申し上げます。白鳥会頭のも
と、引き続き、商工会議所ならびに
習志野市の発展のために微力ながら
努力していく所存です。

来年度、30周年を迎える習志野商工会議所において
は、今以上に地域から愛され、信頼され、親しまれる
商工会議所を目指して、習志野愛を持っておられる全
ての方々とも一緒になって、役員・議員・職員が協力
して、わくわく感を発信していきたいと思います。

内田 正之 副会頭
東洋エンジニアリング㈱
取締役 常務執行役員 SQE本部長

就任あいさつ
　このたび副会頭という大役を拝命
いたしました、髙橋勝と申します。
出身は東京都江東区ではあります
が、幼少期より習志野で育ち、旧津
田沼小学校木造校舎に入学し、第一
中学校と進んだ文字通りの土地っ子
です。サラリーマン生活を経て、家
業の化粧品業を25年ほど経験し、

現在は不動産賃貸業を営んでおります。商業者の立
場から習志野のより一層の繁栄・活性化を望むもので
す。未熟ではありますが、気を引き締めて務めるつも
りです。是非とも皆様方のご協力ご支援をいただきた
く、よろしくお願い申し上げます。

髙橋　勝 副会頭
㈲髙橋化粧品店
代表取締役

就任あいさつ
　このたび副会頭の職を再任させて
いただく芦澤と申します。茜浜で
粉砕機を中心とする先端技術の機械
メーカーを営んでおります。私自
身が後継者ですが、50歳を過ぎて、
次世代の経営幹部の育成を意識する
ようになりました。人口減少時代を
迎えて、お客様だけでなく社内の人

材をいかに確保できるかが、会員の皆様に共通する事
業存続のための重要テーマです。女性の活躍や働き方
改革などに関心が集まる今こそ、市内の企業はもとよ
り行政や学校関係の皆様が一致団結して、学びやすく、
暮らしやすく、働きやすい、これからの習志野を築き
ましょう。ご指導ご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

芦澤 直太郎 副会頭
アシザワ・ファインテック㈱
代表取締役社長
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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！

　11月28日㈪に開催された常議員会で、第12期の部会（商業／工業／サービス業／建設業）役員が選任されまし
た。各部会では、関係業種の改善発達に向け、広く部会員からの意見聴取、政策提言、業界内部の意思統一、情報交換
を行い、また部会員の啓発、親睦を図るための、講習会、講演会、見学会、親睦会等を開催しています。会員の皆様は
いずれかの部会に所属していますので、積極的な事業へのご参加をお待ちしています。

新たな部会役員が決定！活発な事業を展開していきます

部　会　長　布施 國雄
　　　　　㈱レカムサービス
副部会長　菅野 浩之 ㈱千葉銀行 
津田沼支店／京 克樹 ㈱ジェイコム
船橋習志野／庄司 和正 房総メン
テナンス㈱／織戸 克久 ㈲織戸自

動車整備工場
幹　　事　三橋 一夫 ㈱習志野都市開発センター／尾
池 伸一 ㈱京葉銀行 実籾支店／庄司 吉伸 ㈱千葉興
業銀行 習志野支店／森 英樹 森英樹税理士事務所／
関口 勝裕 京葉交通㈱／清原 正明 千葉信用金庫 津
田沼支店／吉野 綾子 ㈱津田沼運輸サービス／川村 
浩司 川村中小企業診断士事務所／吉田 昌之 ㈲YS
サービス
相　談　役　佐々木 秀夫 ダンデイエンタープライズ㈲／
岩澤 良隆  ㈲スパックス・ヘルスプラン研究所
（金融業分科会）
分科会長　菅野 浩之
㈱千葉銀行 津田沼支店
幹　　事　尾池 伸一
㈱京葉銀行 実籾支店／
庄司 吉伸 ㈱千葉興業銀
行 習志野支店／清原 正
明 千葉信用金庫 津田沼
支店

サービス業部会

布施 國雄 部会長

商業部会
部　会　長　鈴木 和弘
　　　　　㈱ミツワ堂
副部会長　池田 博 ㈲池田屋／司
茂 晃史 ㈱司茂商店／金子 正 ㈱茶
茶／杉林 昇 ㈲松栄
幹　　事　時田 清信 ㈲時田／宮

永 清隆 ㈱イトーヨーカ堂 津田沼店／和田 一利 ㈲大
和屋書店／三橋 正文 ㈲習志野スポーツ／金子 恵伍 
鳥料理味味／髙橋 健二 ㈱サカエヤ／萩原 康孝 松葉
寿し／齊藤 勝久 ㈱ジオ・アカマツ モリシア津田沼マ
ネジメントセンター／池田 郁 銀座アスター食品㈱ 津田
沼賓館／渡邊 康行 実籾コミュニティーロード商店会／
坂井 元昭 江戸家ぎょうざ／青木 成魂 あかね家／風
見 一輝 谷津商店街協同組合／小林 泰弘 ㈱ミキ・プ
ランナーズ ジリオーラ／髙橋 正英 三興ベンディング㈱
相　談　役　髙橋 賢 三興ベンディング㈱／髙橋 勝 ㈱
髙橋化粧品店
（食品業分科会）
分科会長　池田 博 ㈲池田屋
幹　　事　金子 恵伍 鳥料
理味味／萩原 康孝 松葉寿
し／池田 郁 銀座アスター
食品 ㈱ 津田沼賓館／渡
邊 康行 実籾コミュニティー
ロード商店会／坂井 元昭 江戸家ぎょうざ／青木 成魂 あ
かね家／小林 泰弘 ㈱ミキ・プランナーズ ジリオーラ

鈴木 和弘 部会長

▲６商工会議所合同で行われた
　ビジネス情報交流会

▲京田辺市（京都）との都市間交流

（順不同 敬称略）

部　会　長　吉田 茂雄
　　　　　広栄化学工業㈱
副部会長　小出 惠勇 ㈱小出ロール
鐵工所 習志野工場／由川 久子 コ
メット工業㈱／嶋崎 利行 島崎熱処
理㈱／日下 敏昭 ㈱日下製作所

幹　　事　水野 清一 佐藤金属㈱ 湾岸センター／細井 
良則 東葛工業㈱／飯島 松樹 松樹印刷㈲／横田 耕太
郎 日本クロイド工業㈱／小俣 茂之 ㈱小俣製作所／安
藤 道利 ㈲アンドウカンパニー／西牧 英樹 ㈱ニシマキ
／石橋 純治 ㈱イシバシ／
木村 雅道 三幸工業㈱
相　談　役　樋口 恵己
㈱樋口製作所

工業部会 建設業部会
部　会　長　田久保 浩一
　　　　　田久保建設㈱
副部会長　横打 研 ㈱横打／伊藤 
達也 藤建㈱／秋山 奈穂子 秋山木
材産業㈱
幹　　事　田村 茂 サービス電機㈱

／竹谷 嘉夫 総栄建設㈱／林 正美 京葉測量㈱／鈴木 
千博 鈴木水道㈱／髙山 貴子 本田土木工業㈱／鈴木 
工仁 福葉水道㈱／三代川 寿朗 三代川不動産㈱／清
水 晴好 ㈱ビッグアイ／久保木 慎一 ㈲久保木畳店／
岩井 健 ㈱サクラ設備／
佐藤 正幸 藤木園緑化土
木㈱／畠山 和弘 畠山建
設㈱／福田 和洋 ㈱和洋
建築
相　談　役　鯨井 徹 
㈲鯨井測量建築事務所

田久保 浩一 部会長

▲県外企業への視察研修会 ▲行政動向に関する研修会

吉田 茂雄 部会長
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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　１〜３級　２月15日㈬　　簿記検定　１〜３級　 2月26日㈰

　当所独自の共済制度「あじさい共済」にご加入いた
だいている会員事業所様限定で、大相撲１月場所（両
国国技館）観戦チケットをはじめとする豪華景品があ
たる「新春お年玉プレゼント」を実施します。加入済事
業所の方はもちろん、まだ加入いただいていない事
業所の方も、新年の幕開けに花を添える機会として、
是非ご加入をご検討ください。
■景　品　（当選総事業所数  40事業所）
　・大相撲観戦席チケット ５組（１桝C席（４名分））
　　※平成29年１月20日㈮　両国国技館
　・市内店舗お食事券  ほか
■応募資格　あじさい共済加入事業所
■申　込　同封チラシにて申込
■締　切　平成28年12月16日㈮　必着
■発　表　当選事業所は、商工習志野１月号
　　　　　（１／10 号）で発表します。
■問合せ　経営室（堀・鈴木）

あじさい共済 加入者限定

大相撲観戦チケットなど
豪華景品が当たる！
「新春お年玉プレゼント」を実施

　当所では、習志野市にふさわしい製品を「ふるさと
産品」として認定することで、習志野市の地場産業の
振興と市民のふるさと意識の醸成を図っています。
　認定品には、認定証（無料）・認定表示ラベル（有料）
を交付するほか、パンフレットやHPで、市内外への
PRを推奨しています。市内で該当産品を生産してい
る事業者の方はぜひ申請ください。

認定申請受付期間

▪平成28年12月12日～平成29年1月13日迄
※【対象】【認定基準】などの詳細は、当所ホームページ
　若しくは電話にてご確認ください。

問合せ

▪中小企業支援室　葛生

『習志野市ふるさと産品』の
認定申請を受付けています

平成28年分『決算・確定申告相談会』を開催します
相談日 場 所 時 間

① 2月14日㈫

習志野
商工会議所

10時～16時
（昼1時間
休憩あり）

② 2月16日㈭
③ 2月23日㈭      
④ 2月24日㈮
⑤ 3月 3日㈮
⑥ 3月 6日㈪
⑦ 3月 9日㈭
⑧ 3月14日㈫

※対象者は事業者に限らせていただきます。

○平成28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
○関係帳簿類
　（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳など）
○各種控除証明書
　（国民年金・健康保険・生命保険・地震保険・
　 介護医療保険・小規模企業共済  等）
○印鑑  等
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

ご持参いただく書類

2016.12.10　習志野商工会議所　
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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

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

「白江治彦八段特別教室」参加者募集
　テレビでおなじみの白江治彦八段が
皆様に上達の秘策を伝授いたします。
お誘い合わせのうえご参加ください。
▶参加費　3,500円（席料込）
▶定　員　20名
▶日　時　12月２日㈮
　　　　　13時～15時45分
　【講　義】13時～13時15分
　　　　　15時30分～13時45分
　【指導碁】15時15分～15時30分
問合せ　津田沼囲碁クラブ
　　　　TEL：047（475）5255

平成28年度大気汚染防止のための
冬期対策期間
　県では、冬期に二酸化窒素等の大気
汚染物質濃度が高くなることから、「大
気汚染防止のための冬期対策期間」と
して大気汚染物質の排出抑制や自動車
の使用抑制等をお願いしています。
＜期　間＞ 平成28年11月１日㈫から
平成29年１月31日㈫までの３か月間
＜問合せ＞
①ばい煙発生施設等について
　千葉県環境生活部大気保全安全課
　大気指導班・待機規制班
　TEL：043（223）3802・3804
②エコドライブの推進について
　千葉県環境生活部循環型社会推進課
　環境保全活動推進班
　TEL：043（223）4144

平成29年１月１日より65歳以上の方
も雇用保険の適用対象となります
　平成29年１月１日以降、65歳以上
の労働者についても「高年齢被保険者」
として雇用保険の適用対象となりま
す。それに伴い、65歳以上の被保険者
の方も、下記の給付金の対象となりま
す。（平成28年12月末までは「高年齢継
続被保険者」となっている場合を除く）
＜対象となる給付金＞
高年齢求職者給付金、育児休業給付金、
介護休業給付金、教育訓練給付金
問合せ　ハローワーク船橋
　　　　TEL：047（431）8287

習志野警察署からのお知らせ
　毎年12月10日から16日までは、「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。拉
致問題は、我が国の国民的課題であり、
この解決を始めとする北朝鮮当局によ
る人権侵害問題への対処が、国際社会
を挙げて取り組むべき課題とされる
中、この問題について関心を深めてい
くことが大切です。皆様も、拉致問題
に対する関心を深めましょう！
問合せ　習志野警察署
　　　　TEL：047（474）0110

谷津遊路商店街「歳末福引きセール」
のお知らせ
　期間中、遊路スタンプを毎日発行し
ます。お買上げ3,000円毎に本券一枚

（ピンク）、500円毎に補助券１枚（ブ
ルー）を差し上げます（補助券６枚で１
回抽選可能）。
▶日　時　12月１日㈭～
　　　　　24日㈯
▶場　所　谷津遊路商店街
　　　　　（京成谷津駅南口すぐ）
▶抽選日　12月22日㈭～
　　　　　24日㈯
　　　　　12時～18時
　　　　　（24日のみ19時まで）
▶景品内容
特賞　大型テーマパークペアチケット３本
１等　商品券・飲食券  10,000円
２等　商品券・飲食券  5,000円
３等　商品券・飲食券  2,000円
４等　商品券・飲食券  1,000円
５等　商品券・飲食券  500円
６等　商品券・飲食券  10円
やっぴー賞　やっぴーグッズ  
問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　TEL：047（451）3744

CO2CO2スマート宣言事業所登録
の募集について
　地球温暖化対策に取り組む千葉県内
の事業所を「CO2CO2スマート宣言
事業所」として登録し、その取り組みを
広く紹介する制度です。
▶対象事業所
　千葉県内に所在し、現に事業活動を
　行っている事業所
▶登録申請受付期間
　平成28年度10月３日から平成32年
　度末まで
▶登録有効期間
　平成33年度末まで
▶登録コース
　各事業所の状況に応じ、スタンダー
　ド・コースとプレミアム・コースの２
　つを選択
問合せ　千葉県環境生活部循環型社会
　　　　推進課温暖化対策推進班
　　　　TEL：043（223）4139

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

お知らせ

募　集
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なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください　顧問弁護士　渡辺 惇先生　TEL：047（472）0911
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広島建設㈱セナリオハウス津田沼ショールーム

お好み焼き  おさ村 ヘアーサロン・マッシュルーム

　地元の家族連れや大学生のみならず、都内からも多
くのお客様が通う『おさ村』のお好み焼きは、中がフ
ワフワ外はカリッとしていて、特製のブレンドソース
とも相性抜群。スタッフのマヨネーズパフォーマンス
も必見です。寒くなりましたが、鉄板を温めて皆様の
ご来店を心からお待ちしています。

"大阪生まれの店主が作る本場の味 "

　ミニオンのマッサージクリームは、老化防止、血流
改善、免疫力 UP、病気の治癒効果が期待できる『ホル
ミシス効果』を持ち、全国のエステサロンで採用いた
だいています。天然成分100％で出来ており、肌にと
ても優しいので、ご年配の方やお子様へのボディケア
にもお使いいただけます。ぜひ一度、お試しください。

㈱ミニオン

住所：習志野市津田沼 3-4-23-22C　代表者：髙橋 明子さん
TEL：047（409）4140　HP：http://minion.l ink

HP QRコード

" 毎日のボディケアに MINION5 を "

住所：習志野市袖ヶ浦 5-7-11　代表者：神田 晶子さん
TEL：047（452）2639
営業時間：９時～19時　定休日：火曜日・第３月曜日

地図 QRコード

　袖ヶ浦東小学校のすぐ側にある『ヘアーサロン・マ
ッシュルーム』には、近隣の住宅街を中心に、幅広い
年代のお客様がご来店します。「常連のお客様との会話
を楽しみながら店を営んでいます。」と話す神田さん。
その鋏捌きと会話を目当てに、毎日多くのお客様が足
を運びます。ぜひ一度、ご来店ください。

" 癒しの空間へようこそ "

　広島建設セナリオハウスでは、地域貢献の一環で、地
域住民の方にイベントスペースとして、定休日のショ
ールームを無料で貸し出しています。現在、月に３～
４回イベントが開催しており、全て地域のママたちが企
画・運営をしています。想いの詰まったイベントを通し、
地域のコミュニティの輪を広げて頂けたら幸いです。

" ママたちのアツい想いを現実に！"

HP QRコード

住所：習志野市津田沼 6-12-12
TEL：047（453）4111　営業時間：９時～18時30分
定休日：火・水　HP：http://www.hirosima.co.jp

HP QRコード

住所：習志野市大久保 2-4-1　代表者：長村 桂佑さん
TEL：047（409）8039
営業時間：17時 ～24時　定休日：月・火（祝日を除く）
HP：http://facebook.com/okonomiyakiosamura
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