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　　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

開催

　今年のマスターズゴルフ大会は創立30周年を記念し
て開催します。事業主の方はもちろん、従業員の方、ご
家族の方もご参加できます。ゴルフを通じて、会員事業
所間の交流を深めるためにも、奮ってご参加ください。
日　時　10月３日㈫  ８時52分～第１組スタート（予定）
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（賞品代等）
競技方法　新ぺリア方式・ローカルルール
定　員　先着 120名
問合せ　経営室（堀）

　　　面倒な帳簿はパソコン会計で楽々

「弥生会計セミナー」を開催
開催

　簿記会計の初級レベルにある個人事業者を対象に、
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２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
費　用　会員：3,000円／一般：5,000円
【応用編】
日　時　12月５日㈫  13時～16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　弥生会計での入力データに基づく減価償却
　　　　など決算整理操作
費　用　会員：3,000円／一般：5,000円
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）

　　　1000年に一度のまちづくり
「東北視察研修」参加者募集！

開催

　商業部会（鈴木 和弘 部会長）、地域・街づくり委員会
（金子 正 委員長）合同の東北視察研修を実施します。
　2011年以来、それぞれの復興にかける人の想いや経済
の勢い、地域貢献にかける企業のあり方、まちづくりな
ど、東北の今を肌で感じます。
日　程　11月７日㈫～８日㈬ （※一泊二日）
場　所　東北被災地（仙台～松島～女川町ほか）
費　用　39,000円程度　　定　員　20名
問合せ　中小企業支援室（葛生）

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

　　建設業部会
スマートウェルネス視察研修会
参加者募集！

開催

　建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、人口減少や家
余りの昨今、新築を建て続けることが難しい現状に着目
し、現在注目されているスマートウェルネス体感パビリ
オンへの視察研修会を実施します。
日　程　11月24日㈮
場　所　スマートウェルネス体感パビリオン
内　容　①スマートウェルネス体感パビリオン見学
　　　　②セミナー「長寿命化リフォームについて」
　　　　③横浜中華街（予定）
費　用　9,000円程度　　定　員　25名
問合せ　中小企業支援室（山野井・浅利）

　　　青年部主催
未来の出会いをお手伝い！
第７回 婚活パーティーを開催

開催

　11月25日㈯、青年部（久島 幹雄会長）では、後継者・従
業員の方等の縁結びを通じて「事業継承問題」等への貢
献を目的とした婚活パーティーを開催します。毎回募集人
数を大きく上回る人気事業となっており、昨年は、15組の
カップルが成立し大盛況のうちに幕を閉じました。おいし
い料理と共に貴方の素敵な出会いをお届けします。
日　時　11月25日㈯  16時～18時30分
場　所　ホテルスプリングス幕張
費　用　男性：6,000円　女性：4,000円
参加資格　24歳～45歳までの独身者で当所会員の経営者、
　　　　従業員、その家族及び市内、近隣に在勤・在住の方
定　員　100名（男女各50名、定員を超えた場合は抽選）
問合せ　中小企業支援室（浅利）

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

 　　　秋の健康診断実施
あじさい共済加入者 最大
2,000円割引

開催

　当所では会員事業所で働く方々の健康の維持増進を
目的に、下記により巡回健康診断を実施します。事業主
の方をはじめ、従業員の方も受診できますので、まだ受
診が済んでいない方はぜひご利用ください。
　また、「あじさい共済」へご加入いただいている方は最
大で2,000円割引（１口 1,000円割引、２口以上 2,000円割
引）となりますので、ご加入いただいている方はぜひご
利用ください。
日　時　11月20日㈪  ９時～11時
会　場　習志野商工会議所　　問合せ　経営室（水見）

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

毎月2,000部発行「商工習志野」へ誌面広告を掲載して PR しませんか？
掲載料 10,290円／月 （６か月未満 ※長期割引あり）　サイズ （５×8.6cm（縦×横）／１コマ）

2

2017.9.10　習志野商工会議所　



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

　　　建設業部会
「行政との研修会・懇談会」を開催

　 報告

　８月２日㈬、建設業部会（田久保 浩一部会長）は、建
設に関する情報収集や交流を目的とする「行政との研修
会・懇談会」を開催しました（参加者44名）。
　研修会では、講師の習志野市担当職員より、『習志野市
空家等対策計画』『習志野市の老朽化した公共施設再生の
取り組み』について説明をいただき、参加者は本市の現状や
今後の方針などについて、終始熱心に耳を傾けていました。

今後の市内建設動向が伝えられました

　　　創業支援事業
「ならしの創業塾」全講座が終了

　 報告

　８月６日㈰、『ならしの創業塾』（特定創業支援事業）の
全６回の講義が終了し、独立・開業に興味のある総勢26
人の参加者が、起業・創業に関する基礎知識から継続可
能な事業計画の策定方法などについて学びました。
　近年、創業形態の多様化や各種支援施策の拡充など、
創業を後押しする環境は整備されつつあります。当所
では、地域経済・社会の活性化や地方創生の観点から、今
後も創業支援に力を注いでいきます。

新しい地域経済の担い手を育成

　　　「ちば企業家交流会
in 習志野」を開催
　 報告

　８月６日㈰、起業家同士の情報交換や企業を志す方々
のネットワークづくり等を目的とした『ちば企業家交流
会 in 習志野』（習志野市、習志野商工会議所）が開催され、
総勢101人が参加し盛会のうちに終了しました。
　当日は、起業機運を高める企業経営者によるプレゼン
テーションの後、交流会では、人的ネットワークと今後の仕事
に繋がる結びつきを求め、積極的に交流を深めていました。

交流の輪を地域の元気に

　　　　 秋津球場で「2017
ソフトボール サマーフェス in 
千葉」が行われました

　 お知らせ

　８月５日㈯、2018年に千葉県で開催される世界女子ソ
フトボール選手権大会のプレイベントとして『2017ソフ
トボール サマーフェス』が秋津球場で開催されました。
　当日は多くの人が来場し、女子日本代表・男子トップ
チームによる白熱した試合やソフトボール教室が行わ
れ、会場は大いに盛り上がりました。

マウンドに集まる女子日本代表の選手たち
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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（８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！

「 地元スポーツ応援ツアー」  〜 スポーツで街を元気に、地域をひとつに！〜「 地元スポーツ応援ツアー」  〜 スポーツで街を元気に、地域をひとつに！〜

◆第１弾
「阿武松部屋朝稽古見学とちゃんこ鍋体験ツアー」
　６月６日㈫、習志野市鷺沼にある「阿武松部屋朝稽古見学
とちゃんこ鍋体験ツアー」を開催しました（参加者18名）。
　朝８時半、ピンと張りつめた空気の中、阿武松親方の指導
のもと、筋肉隆々の力士同士によるぶつかり稽古やテッポ
ウなど、迫力満点の激しい稽古が行われ、その後の力士との
ふれ合いやちゃんこ鍋体験など、参加者は有意義な朝のひ
と時を愉しみました。

　５月13日㈯、創立30周年記念式典を習志野文化ホールで開
催しました（参加者1,209名）。
　記念式典は、聚華書道会会長・吉原聚堂氏よる「夢」の揮毫に
始まり、白鳥会頭の地域振興に向けた所信表明と宮本市長をは
じめご来賓の方々からの温かい祝辞が、第２部・記念演奏会で
は、音楽のまちを象徴する習志野高等学校吹奏楽部による希望
の調べが奏でられ、今後の飛翔に向けた決意を内外に発信する
ものとなりました。

（※当所HP、館内の電子掲示板でもダイジェスト版をご覧いただけます）

◆第２弾
「ロッテマリーンズ応援ツアー」
　８月３日㈭、ロッテマリーンズ応援ツアーを開催し
ました（参加者31名）。当日は、通常席ではない「フィー
ルドテラス・スイート」での観戦ということもあり、参
加者同士の交流も試合の応援以上に盛り上がりまし
た。試合は、日本ハムを相手に惜しくも２ー３で勝利
ならずも、QVCマリンフィールドの応援ツアーは華や
かな雰囲気のうちに終了となりました。

５月

８月

６月

「 創立30周年記念式典 」
〜 振り返り、これからに繋げてゆくために！〜

「 創立30周年記念式典 」
〜 振り返り、これからに繋げてゆくために！〜

集特 華やかに、力強く、飛翔にむけて

　当所は、昭和62年の設立以来、おかげさまで創立30周年を迎えることが出来まし
た。この節目の年を次代への雄飛の契機とするため、現在、「つなぐ地域の底力！今、
習志野商工会議所ができること」をテーマに、各種の記念事業を展開しています。

習志野商工会議所  創立30周年記念事業習志野商工会議所  創立30周年記念事業
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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！

　８月22日㈫、未来の習志野を担う子供達に普段あまり接
する機会のない市内の工場を親子で見学するバスツアーを開
催しました（参加者30名）。訪問した白鳥製薬㈱、アシザワ・
ファインテック㈱では、子供達が目の前で作られる製品を前
に熱心にメモをとったり、驚きの声をあげたり、親子で「知ら
ないことばかりだね」と話し合う姿が見られました。

　特別企画として会報読者プレゼントを実施（隔月）。これまで協賛企業のご協力のもと、【４月号】千葉ロッテマリーンズ公
式戦ペア・マリーンシートチケット（４組８名様）、【６月号】ホテル ザ マンハッタン ペアディナー券（２組４名様）、【８月号】
Spa Resort 菜々の湯入浴無料ペアご優待券（５組10名様）に、合計91事業所のご応募をいただきました。

「 会報読者プレゼント」  〜 会員の協力を、感謝にかえて 〜「 会報読者プレゼント」  〜 会員の協力を、感謝にかえて 〜

「 ならしの工場見学バスツアー」
　〜 将来の習志野の社会人にむけて！〜

「 ならしの工場見学バスツアー」
　〜 将来の習志野の社会人にむけて！〜

「 商工会議所活用ガイド」
「 記念誌 」を作成

〜 地域経済の核となるために！〜

「 商工会議所活用ガイド」
「 記念誌 」を作成

〜 地域経済の核となるために！〜

◆地元スポーツ応援ツアー 第３弾
「オービックシーガルズ  応援バスツアー & 選手・チアとの交流会」
地元習志野の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
地元公式戦の観戦と選手及びチアとの交流会を開催します。

【日　時】  ９月24日㈰
【場　所】  試　合：フロンティアサッカーフィールド（秋津サッカー場）
　　　　  交流会：商工会議所会館 ３Ｆ

【参加費】  大人：3,000円　高校生以下：1,000円
（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

◆わくわくならしのスポーツ＆音楽フェス2017
「スポーツと音楽の街  習志野」の魅力を、「スポーツ」「健康」「音楽」をテーマにした
楽しいイベントにギュッと詰め込んでお届けします。

【日　時】  10月28日㈯・29日㈰  10時 ～18時予定
【会　場】  津田沼公園（モリシア津田沼前）
【内　容】  各種スポーツ体験コーナーや事業所紹介、市内アーティスト・団体によるライブ等

◆記念カレンダー「スポーツでまちを元気に！」
習志野市出身の選手、習志野市を本拠地とするチーム等の写真入りカレンダーを作成します。

◆その他
・マスターズゴルフ大会 （10月３日㈫）　 ・チャリティーダンスパーティー（２月17日㈯）
・会員大会 ～おかげさまで30周年 感謝の集い～（３月上旬）

アシザワ・ファインテック㈱▶
ものづくりの現場に興味深々

◀白鳥製薬㈱
　親子工場見学の参加者

８月

これから行う30周年記念事業
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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㈬

　ベストウィズクラブでは、「福祉制度 秋季キャンペーン」を９月15日～
11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 秋季キャンペーン」実施のお知らせ

※「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。 【問合せ】経営室  ☎ 047（452）6700

　習志野ドイツフェア2017 実行委員会では、「習志野ドイツフェア2017」を、
10月21日㈯～22日㈰に開催します。当日は、ドイツビールやワイン、習志野
ソーセージとともに市内の飲食店自慢の逸品グルメもお楽しみいただけますので
ぜひご来場ください。 ▲ 行列ができる習志野ソーセージブース

（モリシア前広場）

2017年10月21日㊏～22日㊐
午前11時～20時（22日は19時まで）

　　 魅惑のドイツの食と調べ
「習志野ドイツフェア2017」開催！

　約100年前にドイツから伝えられた当時のレシピをもとに復刻した“習志野
ソーセージ”の魅力を発見し、美味しく楽しんでいただきたい！！ そんな想い
から「習志野ソーセージオリジナルレシピコンペティション」を開催します。
受賞者には豪華賞品と習志野ドイツフェア（10月22日）での表
彰、またグランプリ作品は市内レストランで期間限定メニュー
として提供されます。

問合せ　中小企業支援室  ☎ 047（452）6700
応募締切　９月22日㈮（応募詳細は、折込チラシを参照）

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

あなたのとっておきの〝習志野ソーセージオリジナルレシピ″を募集します！

習志野ソーセージとは？
　約100年前、習志野の地に日本で初めて伝えられたドイツ
式ソーセージの製造法を現代風にアレンジしたもので、現在、
習志野商工会議所が地域団体商標を登録し、地域ブランドと
して育成に取り組んでいます。

開催

募集
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必要です。入札参加資格申請は「ちば電子調
達システム」を利用した電子申請で行います。
▶申請期間　９月15日㈮～11月15日㈬ 17時必着
▶問合せ　千葉県電子自治体共同運営協議会
　　　　　TEL：043（441）5551

習志野市木造住宅無料耐震診断会について
　習志野市では昭和56年以前の木造住宅
を対象に、無料で耐震診断を行っています。
木造住宅の耐震のことで心配なことがあり
ましたらお気軽にご相談ください。
▶開催日　12月16日㈯
▶場　所　サンロード津田沼６階
▶時　間　① ９時～  ②10時30分～
　　　　　③13時～  ④14時30分～
　　　　※出張耐震診断も行っています。
▶問合せ　習志野市建築指導課
　　　　　TEL：047（453）3967

東京電力では「TEPCO速報」アプリの提
供を開始しました
　東京電力では、登録地域で発生した停電・
雨雲・地震等の情報をプッシュ通信でお知
らせする「TEPCO速報」サービスを開始し
ました。（登録無料）
▶詳　細　「TEPCO速報」で検索
　http://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html
▶問合せ　東京電力ホールディングス

平成29年度産業保健関係助成金について
　平成29年度 産業保健関係助成金は、昨
年度までの「ストレスチェック助成金」に
加え、新たに「職場環境改善計画助成金（A
コース、Bコース）」「心の健康づくり計画助
成金」、「小規模事業場産業医活動助成金」の
３つの助成金が加わり、４つの助成金に拡
充されました。
▶問合せ　（独）労働者健康安全機構
　　　　　産業保健業務指導課
　　　　　TEL：057（078）3046

平成29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。
▶受付期間　10月２日㈪ ～13日㈮
▶試験日程　12月４日㈪～平成30年２月18日㈰
　　　　　の間の指定する日
▶合格発表　平成30年３月16日㈮
▶問合せ　千葉県職業能力開発協会 技能検定課
　　　　　TEL：043（296）1150

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

講習会・セミナー
日商簿記検定対策セミナーについて
　当所では、資格の大原津田沼校、TAC津田
沼校との共催で、次のセミナーを開催します。

【資格の大原 津田沼校】
　これから簿記を学びたいと考えている方、必見！
▶内　容　「はじめの一歩！初めての
　　　　　 簿記スタートセミナー」
▶日　時　９月16日㈯
　　　　　13時30分～14時30分
▶場　所　資格の大原 津田沼校
▶定　員　40名（先着順）  無料
▶問合せ　大原学園津田沼校
　　　　　TEL：047（472）7001

【TAC津田沼校】
　第147回日商簿記検定試験２級・３級受
験者に向け、重要論点のまとめや試験のテ
クニックを伝授します。
▶内　容　「合格ポイントチェックセミナー」
▶日　時　10月８日㈰、10月22日㈰
　　　　　両日とも14時 ～17時
▶場　所　TAC津田沼校
▶定　員　各50名（先着順）  無料
▶問合せ　TAC津田沼校
　　　　　TEL：047（470）1831

中小企業のための無料法律相談会について
　債権回収や労使問題など中小企業を取り巻く
様々な法律問題について、千葉県弁護士会の弁
護士が無料にて30分間の相談をお受けします。
▶日　時　９月15日㈮ 13時～17時
▶場　所　千葉県弁護士会館
※無料法律相談は１回30分です（要予約）。
▶問合せ　千葉県弁護士会
　　　　　TEL：043（227）8431

平成29年度障害者雇用促進合同面接会について
　障害者雇用の促進を図るため「障害者雇
用促進合同面接会」を開催しますので、積極
的にご参加ください。
▶日　時　10月13日㈮ 13時～16時
▶場　所　船橋市役所 11階大会議室
▶問合せ　ハローワーク船橋
　　　　　TEL：047（431）8287

俊英棋士 応援棋戦解説会 参加者募集
　主催新聞社のご協力をいただき、第43期
名人戦挑戦手合七番勝負第３局、話題の世界
戦などの解説会を行います。参加会費は全
額日本棋院に寄付し、若手俊英棋士が国際
戦で活躍するために活用していただきます。
▶日　時　９月22日㈮ 16時～17時30分
▶解説対局　第43期 名人戦挑戦手合七番
　　　　　勝負第３局、世界戦など
▶解説者　李  青海　七段
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（モリシア津田沼レストラン棟７Ｆ）
▶費　用　1000円 （入場料別）
▶問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
平成29年度全国労働衛生週間の実施について
　10月１日㈰から７日㈯までの１週間は、
全国労働衛生週間です。
　本年度は「働き方改革で見直そう みんな
が輝く 健康職場」をスローガンに掲げ、労働
災害や過労死等の発生防止に向け、事業者
又は総括安全衛生管理者による職場巡視や
緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
など職場における自主的な労働衛生管理活
動を通じ、より一層の労働衛生水準の向上
や労働衛生意識の高揚を目指しましょう。
▶問合せ　千葉労働局

平成30年・31年度 入札参加者資格申請
（当初申請）について
　市および市企業局の入札に参加するには、
入札参加資格者名簿に登録されていることが

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

7

　習志野商工会議所　2017.9.10



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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フジスポーツクラブ

㈱ユニオン通研 うさぎそろばんスクール

　平成７年設立の『㈱ユニオン通研』は、電気通信や消
防施設、電気工事業の設計施工・保守管理等に付帯する
機器販売及び一切の業務を行っています。また、事業
内容のすべてを自社で行うために素早い対応が可能で
す。お悩み・お困りのことがありましたら各担当者が親
切・丁寧に対応しますので、お気軽にご相談ください。

" 設備へのお悩みはお任せあれ"

　『ウタタネ』は、音楽教室の運営を主に、予防医療や
健康のためのセルフケアをテーマとした心身の健康と
音楽に関するワークショップやイベント等を行ってい
ます。集中力を高める丹田呼吸法や、伝わる話し方講
習等も承ります。皆さんが、自分の心や身体のことを
考える時間を提供していきたいと思います。

ウタタネ

" Happyをわたしに♪"

　人は「楽しさ」の中に「厳しさ」があるからこそ成長し
ます。『うさぎそろばんスクール』では、「楽しい・厳し
い・嬉しい」を子どもに感じてもらい、自らの能力を伸
ばす指導をしています。「集中力がついた」「やり抜く力
を身につけた」など、人それぞれの“やってよかった！”
のために、一緒に楽しく学びましょう。

"そろばんで、笑顔を引き出し育てます！"

　船橋を拠点に教室を設けている『フジスポーツクラ
ブ』は、体操教室をメインとした体育スクールで、過去
オリンピックに出場した選手も輩出しています。指導
員は全て体操競技の元アスリートで、専門的な指導が
行えます。10月５日にはJR津田沼駅南口側に新店舗を
オープンします。まずは一度見学に来ませんか？

住所：習志野市東習志野 8-13-3
業務担当者：佐藤 龍也さん　TEL：047（477）5161
営業時間：９時～18 時　定休日：日、第二・第四土日
HP：http://union-tk.co.jp

" 楽しく運動をしませんか？"

住所：船橋市二宮 1-70-32　代表者：長谷川 晴世さん
TEL：047（767）9392
営業時間：15時30分 ～ 20時
HP：http://8usagi8.jp　MAIL：info@8usagi8.jp

HP QRコード

住所：船橋市本町 7-7-1 イトーヨーカドー 西館７階
代表者：宮下 裕至さん　TEL：047（424）6960
営業時間：10時 ～ 21時　HP：http://fujisportsclub.com
MAIL：info@fujisportsclub.com

HP QRコード

HP QRコード

HP QRコード

住所：習志野市谷津 1-10-6-202
代表者：小島 麗子さん　TEL：080（5681）4367
営業時間：９時～21時（日によって異なる）　定休日：火曜日
HP：http://www.utatane.space
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