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　習志野商工会議所では、将来の地域社会を担う創業
者の育成を地域経済活性化の重点事項と位置付け、そ
の支援に力を注いでいます。このたび、「平成29年度 
創業支援プログラム」（習志野市創業・起業支援事業）
として、次の事業を開催します。

【創業講演会】
日　時　６月３日㈯  14時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　人生成功の法則
　　　　～成功者には成功者の「癖」がある～
講　師　信太 秀紀  氏（新生運輸㈱  代表取締役）
参加費　無料　　定　員　50人（先着順）

【ならしの創業塾】
日　時　６月17日㈯、７月１日㈯、22日㈯、29日㈯、
　　　　８月５日㈯、６日㈰  （全６日間）
　　　　全日９時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　開業の仕方、事業計画の策定、融資・税務・販促
　　　　の知識など、創業に必要な知識を幅広く習得
　　　　（専門家による個別相談あり）
講　師　中小企業診断士、税理士、行政書士ほか
参加費　3,000円（全６回） ※但し、学生は無料
定　員　40人（先着順）　　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）

昨年度の創業塾からも起業者を輩出

　 報告　　　企業へのサイバー攻撃の備え
「セキュリティ対策セミナー」
を開催
　４月17日㈪、「セキュリティ対策セミナー」を開催
し、15名が参加しました。
　セミナーでは、千葉県警察本部から、県内で実際に
起きている最新の被害情報やITを活用したネット詐
欺の手口などについて、またNTT千葉事業部から中
小企業で必要不可欠な対策方法について説明され、近
年の複雑多岐にわたるセキュリティ被害への備えの
重要性が喚起されました。

身近に潜むサイバー攻撃の怖さを実感

　 報告　　　第１回代表者連絡会議を開催
　４月24日㈪、第１回代表者連絡会議（吉田茂雄委員
長）が開催されました。会議では、各部会等の事業計
画や市長要望など３議案が可決承認。また、事務局よ
り創立30周年記念事業、習志野ソーセージイベント事
業などが報告されました。

吉田委員長の挨拶

　　　　 
春の巡回健康診断を実施します
　 お知らせ

　健康診断は働くひとの健康状態を知る第一歩です。
会員事業所の方であればどなたでも受診できます。

開催日時・会場
日　程 会　場 受付時間 検診内容

5月30日 ㈫ 商工会議所
8：30～11：00 A～E

13：00～15：00 A～D･乳
5月31日 ㈬ 実花公民館 9：00～11：00 A～D ･乳
6月 1日 ㈭ 谷津公民館 9：00～11：00 A～D ･乳
6月 2日 ㈮ イカリ消毒 9：00～11：00 A～E
6月 5日 ㈪ イカリ消毒 9：00～11：00 A～D ･乳

6月 6日 ㈫ 商工会議所
8：30～11：00 A～D

13：00～15：00 A～D
6月 7日 ㈬ 実花公民館 9：00～11：00 A～E

※前立腺がん・大腸がん、じん肺検査は全日程受診可能です。

開催　　　 平成29年度創業支援プログラム
「創業講演会」「ならしの創業塾」
を開催
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小規模事業者持続化補助金の
追加公募について

　 補助金情報

　国の平成28年度第２次補正予算を受け、小規模事業
者の販路開拓等の取組みにかかる経費の一部（上限50
万円、補助率２／３）を補助する小規模事業者持続化
補助金の追加公募が実施されています。申請に際し
ては、事業計画書の策定など商工会議所の支援を受け
る必要があります。
＜対象となる取組み例＞
●集客力を高める店舗改装　●広告宣伝
●商談会、展示会への出展
●商品パッケージなどのデザイン刷新　ほか
申請期間　平成29年４月14日㈮ ～５月31日㈬
問合せ　習志野商工会議所　中小企業支援室
　　　　TEL：047（452）6700
　　　　HP：http://www.jizokukahojokin.info

IT導入補助金（サービス等生産性
向上IT導入支援事業）について
　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がIT
ツール（ソフトウエア、サービス等）を導入する経費の
一部を（上限100万円、補助率２／３）を国が補助する
もので、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を
目的としています。
申請期間　平成29年３月31日㈮ ～６月30日㈮ 
問合せ　サービス等生産性向上IT導入支援事業
　　　　コールセンター
　　　　TEL：0570（013）330
　　　　HP：https://www.it-hojo.jp/

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

基本健診内容

①胸部X線撮影、身長、体重、聴力、内科検診、BMI、
　血圧、検尿、腹囲
②貧血検査
③労働法令血液検査、肝機能、血中脂質、中性脂肪、
　貧血、血糖検査
④心電図検査
⑤胃部X線撮影
 ※他に乳がん、前立腺がん検査などのオプション有
 ※あじさい共済加入者は最大 2,000円割引！
 ※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください
問合せ　経営室

職務執行者変更
３号常議員  ㈱千葉銀行津田沼支店
▪ 支店長　菅野 浩之  氏

異動により変更

▪ 支店長　君塚 桂一  氏
※数に限りがあります

「自社株や会社への貸付金は相続税の課税
「対象」など、相続対策のポイントを解説。
①紙切れ同然の自社株に莫大な相続税  など

③家族に迷惑をかけない自社株の相続対策

申込み 中小企業支援室  ☎ 047（452）6700

労務トラブルの事例と対応策、
防止策などを簡潔にわかりやすく解説。
①退職・解雇  ②募集・採用  
③就業  など

①職場でよくある労務トラブル

経営上の法務問題（債権回収、労務管理、
支払督促など）の対処ポイントを解説。
①取引先・対外関係  ②社内関係  
③法的手続  など

②会社経営の法務トラブルＱ＆Ａ

差し上げます

経 営 に
役 立
冊

つ
子

無料
　 お知らせ
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.11％で2,000万円まで（４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！

特集
日本のソーセージ製法伝承の地

習志野ソーセージ

　習志野市のご当地グルメとして本格的に登場してから１周年を迎える「習志
野ソーセージ」が、このたび地域団体商標登録に登録されました。これを記念
して、習志野ソーセージやビールの販売・ステージイベントなどを行う記念イ
ベントを開催しますので、多くの方のご来場をお待ちしています。
※地域団体商標：平成18年から認められた地域名と地域特産の商品名から成る商標で、

地域ブランドの育成などに活用されています。

▲ 昨年のキックオフイベントは多くの来場者で
　 賑わいました（モリシア前広場）

2017年 ５月26日㈮～28日㈰
午前11時～（26日は午後４時～）

「習志野ソーセージ」地域団体商標登録記念
ソーセージ＆ビールフェスティバル
５月26日㈮～28日㈰ 開催！！

日程

　全国の魅力あるご当地食文化をテーマに行われた「第９回沖縄国際映画祭
JIMOT CM COMPETITION」（吉本興業㈱ 主催）で、習志野ソーセージの
CMが全国都道府県46作品中動画再生回数上位６位に入選し、４月22日㈯
に沖縄で行われたFINAL大会に、習志野ソーセージ普及推進委員長の吉田昌
之氏（㈲YSサービス）が参加しました。残念ながらグランプリの栄冠は逃し
たものの、習志野ソーセージの名を全国に広める機会となりました。撮影に
ご協力いただいた習志野高校吹奏楽部をはじめ、応援いただいた皆様に心か
ら感謝申し上げます。

「習志野ソーセージ」のCMが全国ファイナルに進出！！
～「第９回沖縄国際映画祭 JIMOT CM COMPETITION」～

吉田委員長（左）と出演いただいた吉本芸人「怪獣」のお二人（中央）▲

会  場　津田沼公園（モリシア津田沼前）
交  通　JR津田沼駅南口から徒歩２分　　問合せ　中小企業支援室  ☎ 047（452）6700
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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！

　ベストウィズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を４月17日～６月
30日に実施いたします。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の準備他、
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。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際に
は、是非ご協力をいただけますようお願い申しあげます。

「商工会議所福祉制度キャンペーン」実施のお知らせ

　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（各種見
舞金・祝金・助成制度）をあわせた、会員事業所限定の『あじさい共済制度』が、
保障内容を充実してリニューアルしました。

※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。
※引受保険会社  アクサ生命保険株式会社
　問合せ先：習志野商工会議所

【あじさい共済の特徴】
●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！
● 当所独自の給付制度（見舞金、祝金など）も！

※「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・促進を目的とし全国
　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。

会議所ニュース

【問合せ】経営室  ☎ 047（452）6700

　当所では、「共同販売拠点（アンテナショップ）による地域産品等の販路開拓支援事業」を活用し、PARCO津田沼店
にアンテナショップ「ナラシド♪マルシェ」を開設します。
　この事業は、アンテナショップで習志野の地域産品や友好都市（富士吉田市、南房総市、京田辺市、上野村）の名産
品等を販売することで、情報発信と知名度向上、新たな販路開拓に繋げるものです。このたび、事業開始にあたり、
出店を希望する商品を募集します。

● 店舗名称：「ナラシド♪マルシェ」
● 出店場所：PARCO津田沼店（A館１階）
● 開設期間：平成29年５月３日から平成30年２月28日まで
● 募集詳細：折込チラシをご確認ください
● お問合せ：習志野商工会議所  中小企業支援室
　　　　　　 ☎：047（452）6700

※店舗イメージ

アンテナショップ「ナラシド♪マルシェ」を
PARCO津田沼店に開設 ～出店者を募集します～

「あじさい共済制度」がリニューアル！
〜加入年齢の拡大（75歳まで）など、保障内容を充実〜

２
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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㈯

３人制プロバスケットボール
国内トップリーグ参入

「SEALS．EXE」
（シールズドットエグゼ）が発足

　今年６月に開幕する３人制プロバスケットボールの国内
トップリーグ「３×３ PREMIER．EXE 2017」（スリー・バ
イ・スリー・プレミアドットエグゼ）に、習志野市を本拠地と
するチーム「SEALS．EXE」（シールズドットエグゼ）の参入
が正式に決定しました。習志野の新たなスポーツ文化とし
て、「SEALS．EXE」の応援にご協力ください。

　習志野市に本拠地を置くアメリカンフットボールチーム
「オービックシーガルズ」の2017春季シーズンがスタート
しました。また、習志野市在住、在勤、在学の皆さまを中
心に活動する「オービックシーガルズ習志野応援団」では、
王座奪還に向けて「応援団１万人プロジェクト」を展開中で
す。1 万人の大声援で、ともに日本一を勝ち取りましょう！

◆「SEALS．EXE」から
⒈  練習場として借用できる遊休地、倉庫内空スペース等

を探しています。
※広さ：17ｍ×12ｍ程（屋外、屋内とも可）

⒉  企業協賛を募集しています。
　  問合せ／運営会社：シールズ株式会社
　  　　　　　　　　　☎ 080（3733）4176

【予選リーグ】※Dブロック 
・４月23日㈰ 17時  vs. 明治安田 PentaOcean（終了）
・５月21日㈰ 11時  vs. アサヒビール @ 富士通スタジアム川崎

【準決勝】※各ブロック１位チームが進出　
・６月  ４日㈰ 14時  vs. Cブロック１位 @ 富士通スタジアム川崎

【決勝（パールボウル）】 
・６月19日㈪ 19時 @ 東京ドーム 
問合せ　オービックシーガルズ習志野応援団事務局
　　　　☎ 047（452）2224　平日10時 〜17時

アメリカンフットボール東日本社会人選手権
パールボウル2017 試合日程

オービックシーガルズの
2017春季シーズンがスタート

　労働者を１人でも雇用していれば、事業主は労働保
険の加入手続きが必要です。習志野商工会議所では会
員事業所限定サービスとして、忙しい事業主の皆さま
に代わり労働保険の事務代行を行っています！

労働保険の事務委託するメリットとは？
 ①労働保険の申告・納付等を代わって処理するため、
 　事務作業が軽減
 ②労働保険料を３回に分割納付ができます
 ③事業主や家族従業員なども特別加入できます
 　（労災保険が成立していることが条件）TEL：0

委託事務の範囲
 労働保険料の納付その他労働保険に関する事務

委託できる事業主
 常時使用する労働者が…
　 50人以下　金融、保険、不動産、小売業
　100人以下　卸売、サービス業
　300人以下　その他事業

委託手数料
 保険料の10％（最低５千円、上限15万円）

お問合せ
 習志野商工会議所  中小企業支援室
 TEL：047（452）6700　 FAX：047（452）6744

労働保険に加入していますか?
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　　　　　　 （平成28年度  7/1,000）
▶問合せ　厚生労働省・ハローワーク・
　　　　　都道府県労働局

ビジネス・キャリア検定試験開催のお知らせ
　ビジネス・キャリア検定試験は、８分野
42試験の中から、自分の職務を遂行する
上で必要となる知識の習得と実務能力の
評価を行うことを目的とした試験です。

【前期試験】
　▶試験日　10月１日㈰
　▶申請期間　４月17日㈪～７月28日㈮
　▶試験分野　人材育成、生産管理  他
　▶問合せ　中央職業能力開発協会
　　　　　　TEL：047（475）5255

消費者契約法が改正されました
　消費者契約法が、平成28年の法改正を
経て、平成29年６月３日から施行されます。
▶取消し　事業者の不当な勧誘により契
　　　　　約をしたときは、消費者はその
　　　　　契約を取消すことができます。
▶無　効　不当な契約条項が含まれてい
　　　　　たらその契約条項は無効です。
▶問合せ　消費者庁 TEL：03（3507）8800

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

募　集
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  TEL：047（452）6700

行政書士相談会開催
▶開催日　５月19日㈮ 13時～16時
　　　　　６月16日㈮ 13時～16時
　　　　　※一件につき、30分程度
▶場　所　習志野商工会議所
▶相談員　行政書士
▶内　容　会社・NPO法人等の設立、会
　　　　　社法務・運営、消費者契約  他
▶問合せ・申込み
　支援室  TEL：047（452）6700

店舗診断アドバイザーによる
「店舗診断」参加店募集
　「何か始めないといけないけれど、何を
していいのか分からない」そんな皆様に
ひとつの出発点を提供します。
▶対象者　商店、飲食店、理・美容店  他
▶訪問日時　希望日時をもとに調整
▶アドバイザー　商業施設士  東 正高 氏
▶参加金　会員：3,000円  一般：15,000円
▶問合せ・申込み
　支援室  TEL：047（452）6700

第146回  簿記検定をあてる！
ポイントチェックセミナー開催
　習志野商工会議所とTAC津田沼校の

共催で日商簿記検定試験２・３級受験者
を対象に、重要論点の演習・解説・まとめ
を行います。
▶日　時　５月14日㈰
　　　　　３級  10時～13時
　　　　　２級  14時～17時
▶使用教材　「第146回をあてる
　　　　　 TAC直前予想」（TAC出版）
　※お持ちでない方は当日受付にてお買
　　い求めの上、ご参加ください。
▶持ち物　筆記用具、電卓、上記書籍
▶問合せ　TAC津田沼校
　　　　　TEL：047（470）1831

みんなで囲碁入門参加者募集中！
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶定　員　各50名
▶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、
　　　　　実際の対局  他
▶日　時　５月29日㈪ 10時～11時30分
　　　　　５月29日㈪ 18時30分～20時
　　　　　５月30日㈫ 10時～11時30分
　　　　　５月31日㈬ 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
「平成30年３月新規学校卒業者求人等
説明会」のご案内
▶日　時　５月24日㈬ 14時～16時30分
　　　　　５月25日㈭ 14時～16時30分
▶場　所　船橋職業安定所第一庁舎
　　　　　２階大会議室
▶内　容　平成30年３月新規学卒予定者
　　　　　の求人の取り扱いについて
▶問合せ　船橋公共職業安定所
　　　　　TEL：047（431）8287

平成29年４月から雇用保険が引き下
がりました
　平成29年４月１日から、平成30年３
月31日までの雇用保険料率が以下の通
りに変更されました。
▶一般事業の雇用保険料
　9/1,000（平成28年度  11/1,000）

【内　訳】
・労働者負担：平成29年度  3/1,000
　　　　　　 （平成28年度  4/1,000）
・事業主負担：平成29年度  6/1,000

お知らせ
募  集

習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

住宅修繕斡旋制度 家屋等の修繕
でお困りでしたらご相談ください
　市民の方で家屋の修繕、改装、増
改築、付帯設備や室内のバリアフ
リー修繕、耐震診断など希望があり
ましたら、習志野市役所商工振興課
までご連絡下さい。ご要望にお応え
できる事業所をご紹介します。

修繕箇所・増改築の内容、
ご予算、実施予定時期など
を電話でご相談下さい。

【産業振興課】
TEL：047（451）1151
市内の建築組合を通じて
信用のある大工さんがお
伺いし、ご相談のうえ、見
積り契約となります。
見積りの際のご希望・ご注文
にそって、早速、工事します。

工事完了後のお支払いです。

このサービスは習志野商工会議所の会員
で、住宅修繕斡旋制度にご登録している
方に工事を受注する資格がございます。

相  談

工  事

見積り
・契 約

支  払
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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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Patisserie Maya L'abeille

シンセロ治療院 ロゼ  フローラル

　『シンセロ治療院』では、腰痛や痺れ、肩凝り等の症
状に対して、カウンセリングから検査、セルフケア方法
や専門のスタッフの施術を行うことで、症状の克服までト
ータルサポートをいたします。骨盤や関節などの整復施
術もいたします。多くの医療機関を回っても治らなかっ
た皆様、一度シンセロ治療院にお越しください。

" 安心な施術を当院で "

　『久保木畳店』は日本一駅から近い畳屋として、創業
66年を迎えました。代々職人技を受け継ぎつつ、新し
いデザインや技術を取り入れてお客様に愛されていま
す。当店の強みである『伝統・素材・迅速対応・良心的
価格・まごころ』を提供することで、「久保木さんなら
安心ね！」そう言ってくだされば幸いです。

㈲久保木畳店

住所：習志野市本大久保 3-9-3　代表者：久保木 慎一さん
TEL：047（472）0594　FAX：047（473）5941
営業時間：８時30分〜20時　定休日：日曜日・祝日

地図 QRコード

" 畳の良さを伝えたい "

住所：習志野市藤崎 4　代表者：安岡 葉子さん
TEL・FAX：047（474）1857
営業時間：10時〜17時　定休日：不定休
MAIL：youko-9.8-happy.@docomo.ne.jp

　『ロゼ フローラル』はフランススタイルのおしゃれな作
品を、生花やプリザードフラワーなどで作ることができ
るフラワーアレンジメントの教室です。レッスン後は紅茶
とお菓子とお喋りでほっと一息。ブーケやプレゼントな
どの注文も承っています。リッチな気分で日頃の疲れを
忘れ、リフレッシュタイムを過ごしませんか？

" 美しい花で癒しの空間を "

　『Maya L'abeille』は常時20種類以上の生菓子と焼
き菓子が陳列します。一番人気はオーダーメイドケーキで、
3D立体やお好きなイラストなど、お客様へ世界に一つだ
けのケーキを提供します。また、食用プリンターで作る
写真チョコレートを使用したケーキも人気です。当店の
ケーキが思い出の一つに加わることを願っています。

地図 QRコード

住所：習志野市実籾 4-4-1 アルフラット102
代表者：仲澤 摩耶さん　TEL：047（409）9955
営業時間：10時〜20時　定休日：木曜日・不定休

地図 QRコード

住所：習志野市津田沼 2-6-36-B
代表者：正野 達也さん　TEL：047（409）9910
営業時間：９時〜19時　定休日：不定休
HP：http:// 津田沼整体シンセロ治療院.jp/

" 大切な記念日に当店のケーキを "

2017.5.10　習志野商工会議所　
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