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（上）平成７年10月、臨時議員総会で
第４代会頭に志村征一氏が選任され、
会議所の「財政・会館問題」に取り組む
旨の所信表明がされました。
（右）平成９年11月、創立10周年記念
事業の一環として、有森裕子氏を招い
たジョギングフェスタを開催。

平成７年〜平成９年

商工習志野で
ふり返る

み４Partゆ
30 のあ



開催　　オフィス見学第３弾
「㈱ジャパネットたかた本社見学」
参加者募集！！
　広報・情報化推進委員会（竹谷 嘉夫 委員長）では、会員
事業所の情報化の推進並びに人材育成等を目的に、通信
販売会社大手・㈱ジャパネットたかた本社（長崎県佐世
保市）の視察研修を実施します。
日　時　９月７日㈭ ～８日㈮　※１泊２日
内　容　①㈱ジャパネットたかた本社視察
　　　　②海上自衛隊佐世保駐屯地見学
　　　　③佐世保商工会議所
　　　　　情報・文化部会員との交流会
費　用　６万４千円～７万２千円／人程度（飛行機利用）
　　　　※参加人数によって変動あり
定　員　15名
問合せ　中小企業支援室（柴崎）

開催　　　
「ハッピー福祉起業塾」を開催

　当所では、福祉分野での独立開業を目指す方に、現場
で働く先輩たちの知恵と経験をシェアする「ハッピー福
祉塾」を開催します。この機会に奮ってご参加ください。
日　時　９月17日㈰、18日㈪、30日㈯、
　　　　10月14日㈯、15日㈰、11月５日㈰  （予定）
　　　　※全日９時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
費　用　7,000円（全６回分）
定　員　30名
問合せ　中小企業支援室（野手）

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

開催　　 工業部会
「ロシア（ウラジオストック）
経済視察団」参加者募集！！
　工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、今後の地域経済を
担う若手人材の育成を目的にロシア（ウラジオストック）
へ経済視察団を派遣するとともに、参加者を部会・業種
を問わず広く募集します。
日　時　10月18日㈬～21日㈯　※３泊５日（予定）
場　所　ロシア（ウラジオストック）
内　容　①日系進出企業視察
　　　　②現地資本企業視察
　　　　③現地経済機関ブリーフィング　※予定
費　用　21万円程度（15名参加の場合）
　　　　※別途飲み物代・燃油代等
　　　　※料金改定の場合は変更になる可能性あり
定　員　20名（最少催行人員 10名）
問合せ　中小企業支援室（柴崎）

　 報告　　　夏を彩る市民まつり
「習志野きらっと2017」が開催

　７月16日㈰、習志野市役
所新庁舎建設後、初めてと
なる第24回市民まつり「習
志野きらっと2017」（習志
野市民まつり実行委員会主
催）が開催され、メイン会場
の庁舎前広場を中心に、約
75,000人の来場者で賑わい
を見せました。
　本まつりの開催にあたり、多くの皆様からご協賛・ご
協力をいただき、紙面を借り心からお礼を申し上げます。
 

　　　
第２回代表者連絡会議を開催
　 報告

　７月24日㈪、第２回代表者連絡会議（吉田 茂雄 議長）
が開催されました。会議では、各部会・委員会の活動計
画など計２議案が可決承認され、また、創立30周年記念
事業、市民まつり、習志野ソーセージイベントなどについ
て事務局より報告されました。

29年度後期に向け各事業を確認

　 報告　　　新たな交流を求めて
賑わいを見せた「６商工会議所
合同ビジネス情報交流会」
　７月14日㈮、サービス業部会（布施 國雄 部会長）主催
による、６商工会議所合同ビジネス情報交流会（習志野、
浦安、船橋、八千代、千葉、東京商工会議所江戸川支部）
が浦安市民プラザで開催されました。当日は、業種を超
えた仕事のつながりを求める83事業所が参加し、各社の
事業PRや懇談を通して積極的な交流が図られました。

積極的な情報交換・人脈つくりが行われました

パレードの開会を告げる
白鳥会頭（実行委員長）
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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　　　サービス業部会
「事業承継セミナー」を開催

　７月21日㈮、サービス業部会（布施 國雄 部会長）では、
魚路 剛司 氏（京葉銀行成長戦略推進部）を講師とする

「事業承継セミナー」を開催し、24名が参加しました。
　当日は、「事業継承とは？」「現状と課題」「経営者の相続
対策」など実際の事例をもとにした解説が行われ、総合
的な難しい判断が求められる事業承継対策について、参
加者は熱心に耳を傾けていました。

７つの視点で事業承継を説明

　 報告　　　「中小企業向け助成金
活用セミナー」を開催
　７月27日㈭、「中小企業向け助成金活用セミナー」を開
催しました。当日は、講師の各務 尚 氏、新津 充久 氏（社
会保険労務士）が、中小企業の活用度が高い助成金を中
心に説明し、セミナー終了後には、助成金の利用を検討
する事業者が熱心に講師に相談する姿が見られました。

　 お知らせ　　　　 「創立30周年記念
式典」の動画が完成しました
　当所は、おかげさまで今年４月に創立30周年を迎える
ことができました。
　その節目にあたり、５月13日㈯、習志野文化ホールで
開催した「創立30周年記念式典」の記録動画が完成し、
現在、当所のHPに掲載しています。是非ご覧ください。  

（動画）https://youtu.be/DRH8VZc5WAo

　 お知らせ　　　　 
各地商店街で夏祭りが開催中
　７月１日㈯・２日㈰に行われた谷津サンプラザ商店街
の『納涼風物まつり』を皮切りに、新習志野駅前商店会

『新習志野 夏の大抽選会』、津田沼一丁目商店会『ふれあ
い夏祭り』、津田沼南口商店会『いきいき津田沼夏まつ
り』と、市内の各地商店街で趣向を凝らしたお祭りが開
催され、多くの賑わいを見せています。８月26日㈯には
学園おおくぼ商店街『大久保夏まつり』と谷津遊路商店
街『星まつり』が開催されます。
　商店街のお祭りで夏の猛暑を乗り切りましょう。

各地商店街で賑わいを見せる夏祭り

　 お知らせ　　　　 習志野高校
惜しくも甲子園出場ならず
　第99回 全国高校野球選手権千葉大会の決勝が７月25
日㈫、ZOZOマリンスタジアムで行われ、習志野高校が
６年ぶり９度目となる悲願の甲子園出場をかけ、木更津
総合高校と対戦しましたが、あと一歩届かず、３対４で
準優勝に終わりました。
　堂々と自分たちの野球を展開し、地元に熱い夢を届け
てくれた習志野高校野球部と関係の皆様に、その健闘を
讃えるとともに、心から深く感謝申し上げます。

夏を駆け抜けた習志野高校野球部
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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（７月31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！

会議所活用事例「伴走型経営支援」

　国では、小規模事業者の持続的発展を支援するため、各地商工会議所等が策定する小規模
事業者の技術の向上、新たな事業分野の開拓、その他経営の発達を特に後押しする計画を「経
営発達支援計画」として認定する仕組みを導入しました。当所では、平成29年３月17日、経
営発達支援計画の認定を受け、現在、地域企業への伴走型支援に取り組んでいます。

地域の創業・起業者数の増加、創業間もな
い方の経営力の向上を通じて、市内企業の
育成と流動性の促進に取り組みます。

【取組み内容】
・創業講演会、創業塾等の開催
・事業、資金計画などの作成支援

「次代への承継計画を立てたい」「承継と税
制などの関係を知りたい」など円滑な事業
の引継ぎを支援します。

【取組み内容】
・事業承継セミナーなどの開催
・事業引継ぎセンターとの連携

「経営革新計画」「経営力向上計画」「ものづ
くり補助金」など、新たな取組みに対する
計画の立案、申請書の作成を支援します。

【計画立案のメリット】
・低利融資、補助金の交付
・信用度アップ、支援制度の活用

地域の創業・起業者数の増加、創業間もな
い方の経営力の向上を通じて、市内企業の
育成と流動性の促進に取り組みます。

【取組み内容】
・展示会出展、多言語HP作成
・ビジネス交流、商談会等の開催

創業者・創業志望者

事業承継 販路開拓・連携

経営計画・戦略策定

継承期
「事業継承したい」

成長期
「発展させたい」

成熟期
「連携したい」

創業期
「開業したい」

「企業づくり」

を応援します

　 習志野商工会議所の「経営発達支援計画」とは！
　当所では、「つなぐ地域の底力 ～今、習志野商工会議所ができること～」を基本方針に、会員・地域
から信頼される会議所を目指し、企業のライフステージ（創業、成長、成熟、継承）に応じた経営力向
上を後押しする各種事業を進めていきます。

特 集

ご活用ください！ 習志野商工会議所の

経 営 発 達 支 援 事 業
　 　   ～ 地域企業のビジネスドクター～
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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！

　「人口・世帯などの基礎統
計情報」「どんなライフスタ
イルの人がどれだけ住んで
いるか」など、全国のあら
ゆる商圏（マーケット）情報
が簡単に 検索・閲覧・分析
することができます。

　経営の課題は、内部の改善から、外部（公的・金融機関等）への申請・交渉事など多岐に渡る
のが一般的です。当所では、ご相談の内容に応じて各種専門家と一緒に調査・分析・支援にあ
たります。（要事前予約、無料）

　企業の事業戦略を考えるうえで重要なのが対象地域の商圏の特徴を知ることです。
当所では、㈱ゼンリンの商圏分析ソフト「マーケットプラットフォーム」を新たに導入し、事業計画書の作成
や売上アップに結び付く様々な取り組みを積極的にお手伝いします。

　多くの小規模事業者等の方が経営課題に挙げる「新たな商圏・顧客・販路の開拓」に対し、当所では、
次の３つのアプローチを通じて販路の拡大や新規の顧客開拓をお手伝いします。

当所では、小規模事業者の方々に対する伴走型の事業計画策定・実施支援事業を推進し、
「経営力向上」「創業支援」「販路拡大支援」「経営発達に関する情報提供」を目的に各種事業を進めていきます。

問合せ　中小企業支援室  047（452）6700

①商談、交流機会の提供
　 近隣商工会議所と連携した「広域ビジネス交流会」「ビジネス商談会」
　「交流会」の開催

②（国内外への）情報発信、海外取引マッチング
　 多言語ネットサイト「習志野グローバルものづくりガイド」、国内最大級の
　 商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」を介したビジネスマッチング

③全国規模展示会への出展支援、アンテナショップ開設
　 地域内外への販路拡大、企業間連携、情報収集などのビジネスチャンスを提供

自分のお店の周りにはどんな人が住んでいるのだろう？
近くにライバル店はどれくらいある？
売上げをのばす為にはどういう商品を並べたらいい？
新規店を出したいけど、どこに出したらうまくいく？
無駄なく効果的にチラシやDMをくばりたい
マーケティングって… 何から始めたらいいの？
忙しくて調べるヒマがない！！
マーケティング自体に予算をかけられない…

人口？
世帯？

こんなお悩みはございませんか？

法律相談（弁護士）、税務相談（税理士）、IT・情報化相談（ITコーディネーター）、発明・特許相談（弁理士）、
許認可相談（行政書士）、労務相談（社会保険労務士）、経営・創業相談（中小企業診断士）、
登記相談（司法書士）、技術相談（大学教授）他

「マケプラ」なら

特徴１   専門家と一緒にサポート

特徴２   徹底したマーケティングでサポート

特徴３   需要開拓のチャネルを広げてサポート
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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　 11月19日㈰　　販売士検定　１～３級　２月21日㈬

　毎年恒例の「マスターズゴルフ大会」を、創立30周年記念大会として盛大に開催します。
ゴルフの秋、名門コースのラウンドを通して社内外の交流を深める絶好の機会です。
事業者、従業員、家族の方など、お誘い合わせのうえ、多くの方々のご参加をお待ちしています。

名門コースで
秋ゴルフ！

  創立30周年記念
『第29回 マスターズゴルフ大会』を開催します

日　時 10月３日㈫  ８時52分
第１組スタート

場　所 泉カントリー 倶楽部（印西市吉田 456）
費　用 ▶プレー費　16,500円

※プレー、キャディーフィー、
　乗用カート、昼食、パーティー代
▶参加費　2,000円（賞品代ほか）

競技方法 ローカルルール、新ペリア方式
締　切 ９月１日㈮ まで　※先着120名
問合せ 経営室（堀）

　あじさい共済加入事業所限定『厳選 夏のプレゼント』には、
多くのご応募をいただきありがとうございました（応募総数
93事業所）。厳正な抽選の結果、次の方々がご当選されまし
た。おめでとうございます。（順不同・敬称略）

①菓子匠あかね屋「夏涼セット」 （10事業所）
　㈱シイナ／㈲田久保石油／㈱新生電機製作所／㈱石原商店／
　㈲ライフ設計室／㈱バンヨー／カクデザイン／㈲習志野スポーツ／
　㈱ネクストページ／雷門美容院
②富士宮市「バイエルン マイスタービール」 （５事業所）
　ヘアーメイク ダンデイ／（一財）習志野市開発公社／
　司法書士 松鵜孝之事務所／岡田産業㈲／㈱ハロー・マザーズ
③南房総市「クレマ・カタナーラ」 （10事業所）
　㈲京葉サッシ販売／㈲あいづや酒店／㈱紅谷商店／㈲いろは文房具
　／眞壁榮子／マリアージュ トゥッティ／㈱ファインテック／
　㈱小俣製作所／カワサキ工業㈱／ゴノイオートサービス
④習志野ソーセージ （５事業所）
　㈲向井商会／アルタモーダ／司法書士 日名子事務所／
　㈲三河屋豆腐店／㈲ワールドオートサービス
※当選事業所の皆様には、追って当選商品を発送させていただきます。

あじさい共済還元事業
厳選  夏のプレゼント 当選者発表
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【災害発生時の心得】
（むやみに移動を開始しない）
○身の安全を確保し、職場や集客施設等の
　安全な場所にとどまろう
○災害用伝言サービスなどにより、家族の
　安否などを確かめよう
○交通情報や被害情報などを入手しよう
　（日ごろから準備しておきたいこと）
○携帯ラジオや地図を持ち歩こう
○スニーカーや懐中電灯、手袋、飲料水や
　食料などを用意しよう
○家族などと安否確認の方法、集合場所、
　帰宅経路の状況を確認しておこう
▶問合せ　千葉県防災危機管理部
　　　　　TEL：043（223）2163

建設業退職金共済について
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に
基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設
業を営む中小企業の振興を目的として設立
された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、その労働者
の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙
を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界
で働くことをやめたときに建退共から退職
金を支払うものです。
○加入できる事業主：建設業を営む方
○対象となる労働者：建設業の現場で働く人
▶問合せ　建退共千葉県支部
　　　　　TEL：043（246）7379

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Ｄ
Ｍ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

みんなで囲碁入門参加者を募集
▶日　時　８月29日㈫ 10時～11時30分
　　　　　８月30日㈬ 10時～11時30分
　　　　　８月31日㈭ 10時～11時30分
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶参加費　無料
▶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、
　　　　　九路盤で実際に対局してみる
▶問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

九都県市クールシェアへの賛同事業者の
募集について
　九都県市（埼玉県、東京都、千葉県、神奈
川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、
相模原市）では、夏季の家庭での省エネル
ギー・節電対策として、涼しい場所を共有
する「九都県市クールシェア」を実施して
います。この取組の一環として、九都県市
では現在、普及啓発にご協力いただける事

業者を募集しています。
▶取組期間　７月１日㈯ ～９月30日㈯
▶対　象　クールシェアの趣旨に賛同し、
　　　　　その普及啓発等の取組を実施い
　　　　　ただける九都県市域内の事業者
▶問合せ　千葉県環境生活部
　　　　　TEL：043（223）4645

お知らせ
谷津商店街協同組合「2017星まつり」を開催
▶日　時　８月26日㈯ ※雨天中止
▶場　所　谷津遊路商店街
　　　　　（京成谷津駅南口すぐ）
▶内　容　LIVE、すいかわり、盆おどり 等
▶問合せ　谷津遊路商店街
　　　　　TEL：047（451）3744

学園おおくぼ商店街「大久保夏まつり」を
開催
▶日　時　８月26日㈯
▶場　所　学園おおくぼ商店街
▶内　容　お囃子、出店 等
▶問合せ　学園おおくぼ商店街
　　　　　TEL：047（476）6055　

千葉のポテンシャルを活かした地域産業
活性化事業について
　県内各地にある地域資源を活用した新商
品・新サービスの開発・事業化に取り組む中
小企業等を支援し、地域の特性を活かした
地域産業の振興を図ります。
▶支援対象　企業・団体（中小企業者等、農林
　　　　　水産事業者等、各協同組合等）
　 ※県内に事業所・事務所を持つ方に限る
▶内　容
①地域資源活用アドバイザーによる相談
　・新商品・新サービスの企画・開発
　・新商品の販路先の開拓
　・地域のブランド化
　・国や県の支援制度に関する情報提供
②専門家派遣による支援
　・各課題（商品開発、デザイン、マーケティ
　　ングなど）の解決に適した専門家を派遣
▶問合せ　（公財）千葉県産業振興センター
　　　　　TEL：043（299）1078

災害発生時の心得～むやみに移動を開始
せず、落ち着いた行動を～
　大規模災害が発生すると、公共交通機関
が運行を停止し、帰宅が困難になることが
予想されます。多くの人が一斉に帰宅を始
めると、火災や建物からの落下物などによ
り負傷する恐れがあり危険であるほか、救
助・救急活動の妨げとなります。

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700
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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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住所：習志野市本大久保 3-15-18-2  代表者：千田 靖呂さん
TEL：080（5355）6083
HP：http://mantycorporation.com
MAIL：mantycorporation@gmail .com

HP QRコード

　『マンティーコーポレーション』代表の千田さんは制
作しているラジオ番組のパーソナリティでありながら、
ジャーナリストとしても日々現場に出向いています。
また、ライティングの実績を活かし、プレスリリース
や広告支援等も行います。ラジオ番組においては広告
スポンサー募集中です。詳しくはお問い合わせ下さい。

" 常にリアルを追求します "

マンティーコーポレーション

HP QRコード

住所：千葉市花見川区幕張本郷 1- 6-7 カーサ幕張 101号
業務担当者：鈴木 崇夫さん　TEL：043（215）8015
営業時間：９時～17 時　定休日：土日、祝日
HP：http://otonatabi.co.jp

　『㈱ファーストナイン』は、お客様ご希望のオーダーメ
イド旅行の提案を行う他、“OTONA旅”というウェブサ
イトで、こだわりの旅行を楽しみたいお客様と旅行代理
店のスタッフを結びつけるマッチングサイトの運営を行
っています。夏休みの真っ只中の今、ぜひ“OTONA旅”
でお客様のご希望にマッチした旅行をしませんか？

"こだわりの旅行をおまかせ "

㈱ファーストナイン

HP QRコード

住所：習志野市鷺沼 1-5-31 TOMBOマンション 102号室
代表者：酒井 和雄さん　TEL：047（407）4845
営業時間：９時～17 時（土は９時～14 時）　定休日：日、祝日
HP：http://sakaikazuo-tax.com

　『酒井和雄税理士事務所』代表の酒井さんは、国税
局・税務署で30年以上資産税事務に従事してきました。
そのノウハウを基に、お客様が直面している問題に真
摯に耳を傾け、満足できるサポートを心掛けています。
良心的な料金でサポートをしている他、初回相談料は
無料です。詳しくはホームページをご覧ください。

" 相続税専門の税理士事務所 "

酒井和雄税理士事務所

住　所▶習志野市大久保1-1-1　 応募締切▶８月31日㈭
応募方法▶応募用紙に必要事項を記入してFAX（切離さずに）
　　　 ※厳正な抽選の上、商品の発送をもって発表に代えさせていただきます
申込先▶習志野商工会議所　経営室  FAX：047（452）6744

【事業所名】 【氏 名】

【住 所】 【電 話】

応
用

募
紙

※読者プレゼント第２弾（６月号） ホテル ザ・マンハッタン ペア食事券（２組）は、応募総数46事業所の中から、抽選の結果、㈱ロックパス、京新工業㈱ が当選されました。おめでとうございます！

  第３弾  読者プレゼント

菜々の湯 入浴無料ペアご優待券
　　　　　  （５組10名様） プレゼントSpa Resort 菜々の湯 様 ご提供
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