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秋山木材産業㈱（東習志野）

Part
場
事仕 の
現

　2020年東京オリンピックの象徴となる新国立競技場建設の基本要項に示された「日本らしさ、木の活用」の文字。
「杉」「桧」「榀」などが立ち並ぶ現場には、その伝統と文化を支える者たちの気概と活気にあふれています。



　　　外国人をお客様にしよう！
『外国人旅行者 おもてなしセ

ミナー ～無料アプリ"Voice 
Tra" 活用法～』を開催

開催

　訪日外国人旅行者数は年々増加し、2020年オリン
ピック・パラリンピックの開催に向け、今後も、旅行
者数の増加が予想されます。こうした動きは、大型店
やチェーン店だけでなく、地域の商店街や個店にとっ
ても外国人対応を進める絶好の機会です。
　本セミナーでは、話しかけると外国語に翻訳してく
れる音声翻訳アプリ「Voice Tra」の活用方法を中心に、
外国人旅行者のおもてなし術について紹介します。
日　時　３月15日㈬  15時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
定　員　30人
参加費　無料
問合せ　中小企業支援室

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

さあ、世界中の人と話をしよう！

開催　　　 経済講演会
『どうなる日本の政治！？』を開催

　新党結成に次々と立ち会ったことから「新党請負
人」の異名を持ち、現在は、ニュース番組やワイド
ショーなどのコメンテーターとして活躍する伊藤惇
夫氏。約30年に渡る永田町生活の体験からみる今後
の日本政治・経済などについて、わかりやすく、タイ
ムリーな話題を交えながら
講演します。
日　時　３月21日㈫
　　　　17時～18時30分
場　所　習志野商工会議所
講　師　政治アナリスト
　　　　伊藤 惇夫 氏
定　員　100人

参加費　無料
問合せ　中小企業支援室

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

　 報告　　　第116回常議員会を開催
　２月27日㈪、第116回常議員会が開催され、３月28
日㈫に開催される通常議員総会提出議案の「平成29年
度事業計画および収支予算」を中心に、全６議案につ
いて可決承認されました。（出席26名）
　また、開会に先立ち、創立30周年記念事業策定会議
議長の田久保浩一氏から白鳥会頭に、平成29年度に実
施する創立30周年記念事業に関する答申書が手渡さ
れました。

答申書を白鳥会頭に手渡す田久保氏

（※創立30周年記念事業については、P4をご参照ください）

　 報告　　　第23回
チャリティーダンスパーティー
優雅なひとときを満喫
　２月４日㈯、女性会（𠮷野綾子会長）は、「第23回チャ
リティーダンスパーティー」（協力 ダンス＆シューズ
アユザワ）を開催しました。
　当日は、市内の社交ダンス愛好家90名がサンバやワ
ルツのリズムに合わせてダンスを披露し、優雅な時間
を満喫しました。
　なお、事業の収益金の一部は市内の福祉事業活動に
寄付させていただきました。

和やかな雰囲気のなか自慢のダンスが披露されました講師の伊藤惇夫氏
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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

　 報告　　　５会議所 合同ビジネス
交流会を開催
市域を越えた結びつきを強化
　２月10日㈮、サービス業部会（布施國雄部会長）は、
５商工会議所（習志野・船橋・八千代・浦安・千葉）合同
ビジネス交流会を、船橋商工会議所で開催しました。
　当日は、各会議所から全57事業所（内当所８事業所）
が参加し、活発な商談や名刺交換を通じて、市域を超
えた事業所間の交流が図られました。

ネットワークの広がりを活用して交流を拡大

　 報告　　　建設業部会
行政との意見交換会を実施
　２月17日㈮、建設業部会（田久保浩一部会長）は、習
志野市の建設業担当者との意見交換会を開催し、本
市の建設行政や課題、今後の施策のあり方などにつ
いて話し合いました。この意見交換会を通じて出さ
れた課題は、今後も市と連携して施策や企業活動に
反映し、よりよい建設事業の発展に向け取り組んで
いきます。
【議題】

１. 平成29年度発注予定の概要について
２. 社会保険等未加入業者との一次下請禁止制度の

導入について
３. 電子入札の改札への立会いについて
４. 官民境界先行型地籍調査の早期実施について
５. 市内公共施設再生計画の進捗について

　 お知らせ　　　　 『経営革新等支援機関』
に認定されました
　習志野商工会議所は、２月６日付で経営革新等支援
機関（以下、認定支援機関）に認定されました。
　認定支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等
を受けられるよう、国が専門的知識や実務経験が一定
以上のレベルを有する金融機関や専門家、支援機関等
を認定し、中小企業に対して専門性の高い支援事業を
行うものです。
　当所では、随時、無料相談等も行っていますのでお
気軽にご相談ください。

　 お知らせ　　　　 アイリープロダクト㈱ 
ユースエール企業に認定
　２月８日㈬、会員事業所のアイリープロダクト㈱

（イベント運営業／津田沼）が、ユースエール認定企業
として千葉労働局から認定されました。
　この制度は、若者の採用や育成に積極的で雇用管理
の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定
するもので、県内では８社（１月末時点）が認定を受
け、本市では２件目となります。
　同社の樋口智之社長は、「当社は若い会社で、若手
の力が企業の成長のかぎを握っています。これから
も雇用環境の整備に努めていきます」と語っていまし
た。おめでとうございます。

認定書の交付を受ける樋口社長（左）
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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（２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！

◆テーマ：つなぐ地域の底力！～今、習志野商工会議所ができること～

　習志野商工会議所は、1987年（昭和62年）４月１日に全国で488番目、県内で15番目の商工会議所として創立
し、本年４月１日に創立30周年を迎えます。そこで、平成29年度は当所が過去から築きあげてきた数々の礎を、
現在から未来へ、そして会員をはじめ行政や関係団体、市民へと「つなげる」役割を果たしながら、広くその存在
意義を社会に広めることを目的とした各種記念事業を展開していきます。

※その他の事業や各詳細については、今後の会報等でご紹介します。

習志野商工会議所は、おかげさまで

創立30周年を迎えます！
習志野商工会議所は、おかげさまで

創立30周年を迎えます！

日　時　 平成29年５月13日㈯　　会　場　 習志野文化ホール
開　演　 【第１部】 記念式典 14時～ ／【第２部】 記念演奏会 15時～16時
　　　　 ※記念式典からお越しいただけることが条件となります。
応募方法　 同封のチラシにてFAXで申込み
締　切　 ４月５日㈬  （但し、定員500名になり次第締め切ります）
問合せ　 習志野商工会議所  経営室  TEL：047（452）6700／ FAX：047（452）6744

習志野商工会議所 創立30周年 記念式典・記念演奏会
（出演：習志野高等学校吹奏楽部）参加者募集

実施時期 事業名 内容
平成29年
5月13日㈯ 創立30周年記念式典・記念演奏会 記念式典と習志野高等学校吹奏楽部による

記念演奏会

7・8月頃 習志野市内企業・大学訪問ツアー（仮称） 市内工場や大学施設を親子で見学

10月21日㈯
22日㈰ スポーツと音楽の祭典（仮称） スポーツと音楽のまち・習志野の魅力を発信

するイベント

平成30年3月 30周年感謝の集い 一年間を締めくくる会員大会

通　年

習志野フードコレクション 市内飲食店の魅力を紹介

地元スポーツ応援イベント 地元スポーツチーム
の応援ツアー等

・阿武松部屋朝稽古
・オービックシーガルズ
・ロッテマリーンズ 8/3㈭

記念誌、活用ガイド、会報読者プレゼント 各冊子の発行、会報誌面での読者プレゼント

・阿武松部屋朝稽古
・オービックシーガルズ
・ロッテマリーンズ 8/3㈭

　５月13日㈯、習志野文化ホールで、創立
30周年記念式典を挙行します。この記念式
典並びに習志野高等学校吹奏楽部の記念
演奏会に参加を希望される方は、下記によ
り、お申し込みください。（入場無料）
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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！

試験名 実施回 試験日 受付期間 受付期間

簿　　記
第146回  1〜3級 6月11日㈰ 4月 1日㈯〜 5月11日㈭ 1級　 7,710円

2級　 4,630円
3級　 2,800円

第147回  1〜3級 11月19日㈰ 9月 1日㈮〜10月19日㈭
第148回  2・3級 平成30年 2月25日㈰ 12月 1日㈮〜 1月25日㈭

珠　　算

第210回  1〜3級
6月25日㈰ 5月15日㈪〜 5月19日㈮ 1級　 2,300円

2級　 1,700円
3級　 1,500円

（段位）
珠算暗算2,900円
珠算のみ2,500円
暗算のみ1,200円

第120回  段位　 
第211回  1〜3級

10月22日㈰ 9月11日㈪〜 9月15日㈮
第121回  段位
第212回  1〜3級

平成30年 2月11日㈰ 1月 5日㈮〜 1月11日㈭
第122回  段位

日商PC検定
（文書作成）

（データ活用）

1・2・3・Basic級
（Basicは基礎級）

※施行級・日時は会場（アビバ津田沼校、さくらスクー
ル）によって異なりますので、各会場校へ直接お問
い合わせください。

1級　10,290円
2級　 7,200円
3級　 5,140円

Basic　 4,120円
リテール

マーケティング
（販売士）

第80回  2・3級 7月 8日㈯ 5月 1日㈪〜 6月15日㈭ 1級　 7,710円
2級　 5,660円
3級　 4,120円第81回

1級 平成30年
2月21日㈬ 12月 1日㈮〜 1月25日㈭

2・3級
環境社会検定試験®

（ECO）
第22回 7月23日㈰ 5月 9日㈫〜 6月 9日㈮

5,400円
第23回 12月17日㈰ 10月 3日㈫〜11月 2日㈮

福祉住環境
コーディネーター

検定試験®

第38回  2・3級 7月 9日㈰ 4月25日㈫〜 5月26日㈮ 1級　10,800円
2級　 6,480円
3級　 4,320円第39回  1〜3級 11月26日㈰ 9月12日㈫〜10月13日㈮

ビジネス実務法務
検定試験®

第41回  2・3級 7月 2日㈰ 4月18日㈫〜 5月19日㈮ 1級　10,800円
2級　 6,480円
3級　 4,320円第42回  1〜3級 12月10日㈰ 9月26日㈫〜10月27日㈮

平成29年度   習志野商工会議所の検定試験のご案内
▋商工会議所の検定試験とは？

商工会議所の検定試験は、ビジネスに直結する知識やスキルを
重視し、企業が求める人材の育成をサポートする公的試験です。

▋検定試験の活用方法は？
各種の資格取得を通じて、従業員のビジネススキルの習得やキャリ
アアップ、企業の経営基盤の向上に活用でき、昇進や昇格の条件、
資格手当の対象としている企業もあります。

主な検定試験のご案内

"企業経営を数値で読み解く！"
【簿記検定】  簿記は企業の経営活動を記録・計算・整理し、
経営成績と財務状態を明らかにする技能です。

"記憶力や集中力、あらゆる学習能力の向上に！"
【珠算能力検定】  そろばん学習で、計算力や暗算力、集中
力、記憶力など学力全体の基礎能力が養われます。

"ネット社会で必要な「仕事力」が身につく！"
【日商PC検定試験】  企業実務におけるパソコンの効率的・
効果的な業務遂行能力が習得できます。

"マーケティング力強化で流通・小売をリードする"
【リテールマーケティング（販売士）検定】  多様化する顧客
ニーズを捉え、商品開発から仕入・マーケティング、経営管
理まであらゆるノウハウを習得できます。

"法知識でトラブル回避、知っていれば武器になる"
【ビジネス実務法務検定試験】  ビジネスマンとして業務上
理解しておくべき法令遵守の知識が習得できます。

日商簿記に「初級」創設

56年ぶりの新設級！

　初級試験は、平成29年４月から実施され、
全国の商工会議所ネット試験施行機関等（後
日公表）で開催。インターネット形式の試験
で、試験時間は40分、受験料は2,160円（税
込）となります。

※簿記検定４級は、平成29年２月実施の試験を
　最後に廃止されました。

　日本商工会議所では、平成29年度より新たに
簿記検定「初級試験」を創設します。新たに級を
設けるのは56年ぶりで、主に簿記の基本用語や
複式簿記の仕組みを理解し業務に利活用できる
ことを目的とします。
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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　簿記検定　１～３級　 ６月11日㈰　　販売士検定　１～３級　７月８日㈯

　４月から、アクサ生命保険㈱と締結した定期保険（団体型）（入院給付金付災
害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付）と当所独自の給付制度

（会員事業所限定の『あじさい共済制度』）をあわせた内容を充実して、新たに
リニューアルします。未加入事業所の皆様におかれましては、この機会に、是
非ご加入をご検討いただけますようお願いいたします。

※ご加入にあたっては、パンフレット、重要事項説明
　書（契約概要、注意喚起情報）を必ずご覧ください。
※制度変更後の内容につきましては、あらためて新
　しいパンフレット等でご案内させていただきます。
※引受保険会社  アクサ生命保険株式会社

✚ 習志野商工会議所
独自の給付制度

（各種見舞金・祝金・助成金制度）

定期保険（団体型）
（入院給付金付災害割増特約・

　ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付）

【あじさい共済の特徴】
●月々800円から安心の保障、福利厚生制度にも！
●１年更新で医師の診査なし、剰余金があれば配当金も！
●業務上・業務外を問わず24時間保障！
●商工会議所独自の給付制度（お見舞金、お祝金など）も！

＂加入年齢の拡大（75歳まで）など、保障内容を充実＂
『あじさい共済制度』スタート！新

【お問合せ】　経営室 ☎ 047（452）6700

4月スタート

　「多くの方々に自社の商品や活動を知ってもらいたい」との声に応える地域密着の広報媒体、
『JR津田沼駅広告板』を全面リニューアルし、４月１日から新料金体系でサービスを開始します。

＂習志野の玄関口、JR津田沼駅で多くの人に情報を届けられます＂
『JR津田沼駅広告板』3月17日㈮10時より予約受付開始！新

（イメージ図）

【リニューアルポイント】
●薄型スマートな透明カバー付き掲示ボックスに変更
　▶雨風による汚れやいたずら等も防止できます
●マグネット式で利用の自由度が高い ※Ａ２サイズ（420×600）まで利用可能
●抜群のコストパフォーマンス
　▶低額で広範に情報発信が可能 ※1区画／1週間  2,160円（１回の申込で最大４週まで）
●ボックス脇に専用のチラシケースを設置

習志野商工会議所 会員限定

装い新たに“２大サービス”リニューアル！
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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

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
　ZOZOマリンスタジアムでの千葉ロッ
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、習志野商工会議所会員
様“限定”のお得な回数券を販売します。
▶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　４月５日～７月５日までの
　　　　　20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同封の
　　　　　　チラシをご覧ください。
▶問合せ　中小企業支援室

貴社のPRを支援します！
　習志野商工会議所では、会員限定で、
下記の広報サービスを行っています。
■DM発送代行サービス
　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）
▶問合せ・申込み　経営室

平成29年度 前期技能検定を開催
　技能検定は、労働者の有する技能を一
定の基準で検定し、これを公証する国家
資格です。技能者の技能習得意欲の増進、
技能の向上、産業の発展に寄与すること
を目的として、職業能力開発促進法に基
づき、年２回実施されています。
▶資　格　原則として各職種とも所定の
　　　　　実務経験が必要

▶等　級　１級、２級、３級（一部職種）
　　　　　及び単一等級
▶職　種　52職種 83作業
▶受付期間　４月３日㈪～14日㈮
▶試験日　６月５日㈪～９月10日㈰の
　　　　　指定する日
▶問合せ　千葉県職業能力開発協会
　　　　　技能検定課
　　　　　TEL：043（296）1150

「みんなで囲碁入門」参加者募集
▶対　象　これから囲碁を覚えたい方、
　　　　　少し知っている方
▶内　容　囲碁のルール、簡単な詰碁、
　　　　　九路盤で実際に対局してみる
▶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50名
▶日　時　３月29日㈬、30日㈭、31日㈮
　　　　　各10時～11時30分
▶問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
プレミアムフライデーが始まります！
　プレミアムフライデーとは、毎月月末
の金曜日に、普段の日常より豊かな時間

（それぞれがプレミアムと感じる時間）
を過ごす習慣を創り出し定着させよう
とする取り組みです。国では、この取り
組みを推進する新商品等を提供する事
業所に対して、無償で統一ロゴを提供し
ています。
▶対　象
　買い物・観光・ボランティア・家族との
　時間等、多くの方が「生活の豊かさ」や
　「幸せ」を感じられるような商品・サー
　ビス、イベントを提供する企業や商店
　街等
▶方　法
　プレミアムフライデー推進協議会事務局
　HPから、統一ロゴマークを無償提供
　（要申請）
▶問合せ
　プレミアムフライデー事務局
　Mail：info@premium-friday.go.jp

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募　集

　当所では、地域振興を図ることを目的
に、習志野ソーセージの地域ブランドと
しての育成・普及に取り組んでいます。
　この度、習志野ソーセージのCMを製
作し、毎年４月頃に開催される「沖縄国際
映画祭 JIMOT CM COMPETITION」（主催：吉本興業㈱）に出品
します。このコンテストは、47都道府県の「食文化」をCMにして
競うもので、グランプリを獲得すると地上波でオンエアされる特典
が付くなどより大きなPR効果が得られます。
　グランプリの選考にあたっては、審査員投票だけでなく、YOU 
TUBEで再生された回数なども選考の基準となります。「習志野ソー
セージ」の普及に向け、多くの皆様のご協力をお願いします。

習 志 野 ソ ー セ ー ジ の Ｃ Ｍ
「沖縄国際映画祭 
 JIMOT CM COMPETITION」に出品
 ～YOU TUBEの再生にご協力ください～

YOU TUBEで検索➡ 習志野市ソーセージ 検索
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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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麺処力丸

加圧スタジオ ビーホリック 行政書士 石澤隆行事務所

　2013年に津田沼で開業した『加圧スタジオ ビーホ
リック』は、今年で創業４年目を迎えます。元俳優で身
体作りのプロであるオーナーの庄さんは、加圧トレー
ニングだけでなく食事指導もしてくれるので、美しく、
バランスよく痩せることができます。29,681人を指導
した実績で、ダイエットのフルサポートを行います。

" 津田沼のダイエットのプロ"

　『あんしん治療院』では、歩行が難しい方や寝たきり
の方で、医師により必要と認められた方を対象にご自
宅へお伺いし、医療マッサージを提供しています。国
家資格を持ったあんまマッサージ指圧師の施術により、
関節や筋肉の痛み・痺れがやわらぐことで、リハビリ
の効果も高まります。お気軽にお問い合わせください。

訪問マッサージ あんしん治療院

住所：習志野市奏の杜 1-14-13-403　代表者：岩瀬 真悟さん
TEL：0120（504）688　営業時間：９時〜18時
定休日：日曜日　HP：http://anshin-egao.com

HP QRコード

" 訪問型医療マッサージ "

住所：船橋市二宮 1-14-8　代表者：石澤 隆行さん
TEL：047（401）4578　営業時間：９時〜19時
定休日：年末年始　HP：http://office- ishizawa.com
MAIL：info@office- ishizawa.com

HP QRコード

　代表の石澤さんは 31年間のサラリーマン生活を経て、
昨年の５月に『 行政書士 石澤隆行事務所』を開業しま
した。各種許認可業務、契約書作成、遺産分割協議書・
遺言書、外国人のビザに関する手続きなどの他、法律・
経営に関するご相談も受付ています。お困りのことが
ありましたら、一度お電話してみてはいかがですか？

" あなたの街の法律家 "

　『麺処力丸』は、京成実籾駅前に店を構えるラーメン
店です。店主のおススメは、オリジナルの“てぐ丸”。
見た目の辛そうなイメージとは裏腹に、豚骨醤油ベー
スの旨辛スープと専用の特注麺を使用したラーメンで
す。夜はカクテルや焼酎など豊富な種類のお酒とおつ
まみで、一杯飲みながら〆のラーメンを楽しめます。

地図 QRコード

住所：習志野市実籾 1-2-15 興和実籾ビル１階
代表者：板垣 智博さん　TEL：047（477）8408
営業時間：11時30分〜14時30分、17時30分〜21時00分
定休日：火曜日

HP QRコード

住所：習志野市津田沼 1-15-11 相和レジデンス304
代表者：庄 信幸さん　TEL：047（767）1994
営業時間：平日 10時〜21時30分
土曜日 ９時30分〜18時30分   日曜日 ９時30分〜17時30分
定休日：月曜日　HP：http://www.b-holic.net/sp/

" 居酒屋スタイルのラーメン店 "

2017.3.10　習志野商工会議所　
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