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習志野商工会議所

レーを楽しみました。
30周年の記念大会で見事優勝に輝いたのは、岩井 勝さ
ん（㈱サクラ設備）、２位は羽生 昌弘さん（ロック保険）
、
３位は三橋 好文さん（㈱丸繁）でした。おめでとうござ
います。
【賞品提供企業一覧（五十音順・敬称略）】
㈲アールナカノ／アクサ生命保険 ㈱／アシザワ・ファイン
テック㈱／㈲アンドウカンパニー／池田測量登記事務所／
泉カントリー倶楽部／イズミヤ企画㈲／㈱オーエンス／オー
ビックシーガルズ／キリン住宅㈱／京葉観光バス㈱／㈲京
葉警備保障／京葉交通㈱／㈱京葉レヂボン／㈲サントク
／三英電設㈱／三興ベンディング㈱／三成産業㈱／サー
ビス電機㈱／白鳥製薬㈱／新京成電鉄㈱／㈲住宅問題
／スマイルテック㈱／セイスイ工業㈱／㈲高橋化粧品／千
葉県税理士会千葉西支部／㈲東習保険事務所／東洋熱
工業㈱関東支店／東和製罐㈱／㈲トップサービス／トリプ
ルコンフィデンス㈱／㈲習志野葬祭／ネステック㈱／花島
電業㈱／㈲花澤運送／㈱樋口製作所／㈱ビッグアイ／㈱
福葉水道／豊栄工業㈱／本田土木工業㈱／増田運輸㈱
／松樹印刷㈲／㈱丸山工務店／㈱三代川運送／㈱メッセ
エレクトリックサービス／柳澤運送㈲／㈱レカムサービス
（ドコモショップ津田沼店、ドコモショップ津田沼北口店）
／ロック保険
（多くのご提供ありがとうございました）

開催 人材を企業活力に

「人材不足対策セミナー」
を開催
昨今、労働力の確保は重要な経営課題となっていま
す。本セミナーでは、人材不足の現状把握とその対策や
最小限の人員で最大限の成果を上げる方法など、人材不
足に対してとるべき方法を伝授します。この機会に奮っ
てご参加ください。
日 程 11月14日㈫ 14 時 ～ 17 時
場 所 習志野商工会議所
定 員 30名
参加費 無料
問合せ 中小企業支援室

開催

備えあれば発展あり

「相続・事業継承セミナー」
を開催
皆様の相続・事業継承は大丈夫ですか？休廃業や解散
が増加している現状と、相続税・事業継承の正しい基礎
知識を知ることは円滑な事業継続への備えとなります。
日 程 11月17日㈮ 14 時 ～ 16 時
場 所 習志野商工会議所
定 員 30名
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）

開催

第４次産業革命を現場に

「IoTセミナー」
を開催

広報・情報化推進委員会（竹谷 嘉夫 委員長）では、様々
な「モノ」をインターネットで繋ぎ、相互に制御する仕組
みで、業務改善や生産効率に繋げる仕組みとして注目を
集めるモノのインターネット（IoT= Internet of things）
に
ついてのセミナーを開催します。IT 活用で業務を効率
化しませんか？
日 程 11月17日㈮ 17 時 ～ 19 時
場 所 習志野商工会議所
定 員 30名
受講料 会員：無料 ／一般：1,000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）

報告

創立30周年記念

白鳥会頭から優勝トロフィーを受ける岩井さん（左）

「ロシア
（ウラジオストク）経済
視察」を実施

「第29回マスターズゴルフ大会」
を開催
10月３日㈫、第29回 マスターズゴルフ大会が、泉カ
ントリークラブで開催されました。当日は絶好のゴル
フ日和に恵まれ、過去最高の126名の参加者が快適なプ

報告 工業部会 若手リーダー育成事業

工業部会（𠮷田 茂雄 部会長）
では、10月18日㈬～21㈯
に、若手リーダー育成事業としてロシア
（ウラジオスト
ク）への企業視察を実施し、８名が参加しました。
本視察では、トーチカ・オポリ㈲（自動車部品製造業）、
ソベツキー・ゴスト㈲（食肉加工製品製造業）、スモウト
リ社（自動車整備業）といった現地企業への視察を行い
ました。参加者にとっては、ロシア独自のものづくりの
現状を通して、世界経済の動向を肌で感じるとともに、
今後の自社のあり方を見つめ直す有意義な機会となり
ました。

2 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）
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先着250名の方にプレゼントしますので、ご希望の方
は、同封チラシにご記入のうえ FAX または郵送でお申
込みください。
※１事業所１冊に限ります
（無くなり次第終了）。
※後日、郵送または職員が
お届けします。
問合せ 経営室
視察団一行（トーチカ・オポリ社にて）

報告 津田沼がドイツ一色に

「習志野ドイツフェア2017」
を開催
11月４日㈯・５日㈰、津田沼公園にて「習志野ドイツ
フェア2017」が開催されました。台風 21号の影響で延期
されましたが、来場された方々はドイツ民謡を聞きなが
ら習志野市のご当地グルメ「習志野ソーセージ」を片手
にビールを飲み、大変盛り上がりました。

お知らせ

2018年版
「ビジネスノート」
を差し上げます

豪華商品をゲット！

「津田沼ミラクル2017」開催中
10月19日㈭ 〜11月26日㈰まで、JR 津田沼駅周辺地域
の回遊性向上を目的とした『津田沼ミラクル 2017』を開
催中です。多くの方のご参加をお待ちしています。
【参加方法】
折込又は参加店舗で入手
できるスタンプ用紙に参加
店舗・参加イベントでご当地
キャラスタンプを集め、応募
のあった方の中から抽選

問合せ

ダイアリーや年齢早見表、郵便料金表、経営情報、商工
会議所活用ガイドなどが掲載された「2018年版ビジネス
ノート」
（会員限定）を無料で
差し上げます。
ご希望の方は、同封チラシ
にご記入のうえ FAX または
郵送にてお申込みください。
※１事業所１冊に限ります
（無くなり次第終了）。
※後日、
職員がお届けします。
昨年度のビジネスノート
問合せ 中小企業支援室

お知らせ「わくわく！ならしの

スポーツ＆音楽フェス2017」
開催中止について

中小企業支援室

「創立30周年記念
オリジナルカレンダー」
プレゼント
お知らせ

「スポーツでまちを元気に！」をテーマに、習志野市出
身のスポーツ選手や習志野市を本拠地とするチームの
写真入り「2018年 創立30周年記念オリジナルカレンダー」
を作成しました。

問合せ：習志野商工会議所

お知らせ

TEL：0 4 7（ 452）6700

10月28日㈯ 〜 29日㈰に開催を予定していました、
習志野商工会議所 創立30周年記念事業「わくわく！
ならしのスポーツ＆音楽フェス2017」は、台風 22号
の接近の予報を受け、参加者の安全を考慮した結果、
止む無く開催を中止させていただきました。
開催に向けご協力をいただきました方々、開催を
楽しみにされていた皆様には、多大なご迷惑をおか
けしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。

FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り
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特 集
4 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（10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！

News Release

習志野商工会議所

習志野ソーセージオリジナルレシピ
コンペティション グランプリ作品が決定！
習志野商工会議所では、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、多くの方に美味しく楽しんでいただきたいとの思いから習志野ソー
セージのオリジナルレシピを募集しました。
応募総数 57作品のうち一次審査を通過した５作品について、審査委員による一次審査並びに11月
４日㈯ 〜５日㈰ 津田沼公園で開催された
「習志野ドイツフェア2017」会場での一般投票により、グラン
プリ作品を
「ならコロ」
に決定し、同会場で表彰式を行いました。
この作品は、市内の飲食店「ジリオーラ」
（谷津）
「コンフィ」
、
（大久保）
で期間限定メニューとして提供
されます。この機会にぜひご賞味ください！（※数量限定販売のため、売切れとなる場合がございます。ご了承ください。）

１ グランプリ作品について
グランプリ作品の「ならコロ」は、習志野ソーセージとクラッシュチーズをジャガイモで包み込んだものに、
小麦粉、溶き卵、パン粉の順で衣をつけ、ローズマリーを加えた油で揚げて完成。ビールにも相性抜群です。
【 投票された方の声 】

「ならコロ」
料理名：

レシピ考案者： 朝倉 暁生 氏（東邦大学理学部）

〜 作品の想い〜 習志野ソーセージとドイツを代表
する野菜のジャガイモを使用。この料理が習志野
市とドイツの架け橋になると嬉しいです。

★ さくさくのコロッケ
のなかに習志野ソー
セージが隠れされて
いると思うとワクワ
クする。
★ 子供が大好きそう。
主人にはビールとの
相性が抜群で食卓に
ぴったり。

２ 提供店舗等について
提供店舗：ジリオーラ（習志野市谷津 1-10 - 9 えび屋ビル 1F／ ☎ 047-767- 8014）
コンフィ（習志野市大久保 1- 24 -17／ ☎ 080 -3159 -7481）
提供期間：平成 29 年 11月10日 ㈮ ～11月26日 ㈰
問合せ

習志野商工会議所 中小企業支援室 TEL：047（452）6700

習志野商工会議所では、本年５月に、
「共同販売拠点による地域産
品等の販路開拓支援事業」を活用して、PARCO津田沼店１階にア
ンテナショップ「ナラシド♪マルシェ」をオープンしました。店内
には、習志野ソーセージ等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ほか、観光 PR 等
が展開できるスペースを設けるなど、約300アイテムを取り揃えて
お客様をお待ちしています。

♪

問合せ

習志野商工会議所 中小企業支援室
TEL：047（452）6700 まで

まで

ホームページを開設しました！
QRコードからアクセスできます

http://narashido-marche.com/index.html
ショップの概要や取扱商品、友好都市の情報等を幅広く紹介する
「ナラシド♪マルシェ」WEB サイトを開設しました。

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！
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習志野商工会議所

労働保険 に
加入していますか?

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

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 ）

無料 会員限定サービス
習志野商工会議所会報紙「商工習
志野」
（ 毎月10日、約2,000部発行）
の会員紹介ページ「あの店・あの工
場」
（８面カラーページ ）に掲載を希
望する事業所を募集しています。業
種は問わず会員事業所であれば無料
ですので、ぜひお問合せください！

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

「商工習志野」でお店をPRしませんか？
HPページでもご紹介！
！
その他に、商工習志野掲載記
事を１か月間、当所ホームペー
ジで掲載しています。※お申
込み後、当所担当者が取材等に
お伺いさせていただきます！

問合せ

習志野商工会議所 経営室 堀、水見
TEL：047（452）6700 FAX：047（452）6744

6 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㈬

習志野商工会議所 2 0 1 7 .1 1 .1 0

お知らせ
募 集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

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
忘年囲碁大会参加者募集中！
▶日
▶試

時
合

11月 26 日 ㈰ 13 時 ～
○チャンピオン戦
○点数制
▶受 賞 優勝、準優勝、敢闘賞、参加賞
※原則、８人で対局、約半数が入賞します
※２敗すると失格しますが、一般対局が
出来ます
▶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 2,000円（昼食なし）
▶定 員 80 名
▶問合せ 日本棋院津田沼支部
TEL：047（475）5255

千葉県「働き方改革」推進事業
企業向けセミナーの開催について

県では、
「働き方改革」推進事業として、企
業向けセミナーの開催やアドバイザーの養
成及び派遣を実施し、県内企業の働き方改
革の取組を支援します。

①企業向け働き方改革セミナー in 千葉
▶日 時 11月 21日 ㈫
14 時 ～17 時 30 分
▶会 場 千葉市生涯学習センター
小ホール
②企業向け働き方改革セミナー in 船橋
▶日 時 11月 27日 ㈪
14 時 ～17 時 30 分
▶会 場 船橋市役所本庁舎 ６階
602会議室
▶対 象 県内企業の経営者・
人事労務担当者
▶参加費 無料
▶定 員 60 名
▶問合せ 千葉県商工労働部雇用
労働課 働き方改革推進班
https://www.pref.chiba.lg.jp
/koyou/worklifebalance/
hatarakikata/seminar2017
1121and1127.html
TEL：043（223）2743

お知らせ
平成29年 第２回「ちば千産技術」の
公募について

県では、県内の建設関連企業の技術力や
開発意欲の向上のため、公共工事等で活用
可能な新技術・新工法を「ちば千産技術」と
して広く情報発信し、その活用や普及を促
進する取組として、このたび、平成29年度
第２回「ちば千産技術」を公募します。
▶要 件 従来技術より活用効果の高い材
料、製品、広報等で、実用化されていて次
の全ての条件を満たすもの。
①県内に本社又は自社工場のある建設関連
企業等が中心となって開発した技術
②公共工事等で活用可能な技術
③土木工事共通仕様書等、各種基準を踏ま
え導入が可能なもの
④新技術内容の公表に異存がないこと
⑤技術に係る特許権等の権利について問題
が生じないこと
▶公募期間 10 月２日 ㈪ ～
11月16 日 ㈭ 16時
※詳細は千葉県産業振興センター HP で
https://www.pref.chiba.
lg.jp/gikan/shingijutsu/
documents/koubonituiteh
29-2.pdf
▶問合せ 千葉県県土整備部
技術管理課
TEL：043（2223）3273

社会人向けインターンシップ
「大人の武者修行」のお知らせ

「大人の武者修行」は、一定期間優良企業
に出向き、直接現場で汗をかき頭を回転さ
せることで、優れたノウハウを学び取り自
社に持ち帰ることを目的とした、社会人向
けインターンシッププログラムです。
※対象となるサービス産業の中小企業は、
研修にあたり補助金を受け取れるので、
通常より費用が抑えられます。
▶修行者の受け入れ企業の基準
日本サービス大賞、ハイ・サービス日本
300選、日本経営品質賞、おもてなし経営
起業選
※詳細は大人の武者修行 HP で
▶問合せ （公財）日本生産性本部
サービス産業生産性協議会事務局
TEL：03（3409）1189

赤い羽根共同募金のお知らせ

赤い羽根共同募金は今年70周年を迎え
ました。お寄せいただいた募金は民間の福
祉施設・福祉団体、NPOやボランティア団
体他、災害等支援やお住まいのまちの福祉
に役立たせていただきます。これからも地
域福祉の発展のため、共同募金へご協力く
ださいますようお願い致します。
▶期 間 10 月１日 ㈰ ～
平成 30 年３月 31日 ㈯
▶問合せ （社福）千葉県共同募金会
TEL：043（245）1721

ちば国保月間のお知らせ

11月は「ちば国保月間」です。県内全被
保険者を対象に国保制度の啓発並びに保険
料（税）の納付意識の高揚を図ります。
▶期 間 平成 29 年 11月１日 ㈬ ～ 30日 ㈭
▶問合せ 千葉県国民健康保険団体連合会
事業課
TEL：043（254）7399

10月～12月は「労働保険適用促進強化期
間」です

労働者を一人でも使用する（農林水産業
の一部を除き）事業主は、労働保険 ( 労災保
険・雇用保険 ) に加入することが義務付けら
れています。
未手続事業の事業主は至急、加入手続き
をしてください。
▶問合せ 千葉労働局労働保険徴収課
TEL：043（221）4317

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
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あの店・この工場

会員紹介

2017.1 1.10

習志野商工会議所

源喜一二 三
ひ

ふ

Local Company

み

地図 QRコード

HP QRコード

No.

327

住所：習志野市本大久保 3 -11- 3 代表者：藤井 京子さん
TEL：070（6960）4015 FAX：047（ 409）5338
営業時間：９時 〜18 時 定休日：土日祝（不定休）

住所：千葉市緑区高津戸町 747-118 代表者：伊藤 隆光さん
TEL：090（7739）2776 営業時間：９時 〜 20 時
HP：ht tps://ameblo.jp/monchumit su/

" 魅力を聴き出し見える化します "

" 皆様の会社を導くお手伝い "

『源喜一二三』は、心書という自由なタッチの筆文字と
写真、その他の素材と合成して、名刺や HPに使用でき
る皆様オリジナルの PR 素材を制作しています。またラ
イターとしての経験もあるので PR 文章の作成も可能で
す。
「誰かの幸せを考える想いに勝るものはない」を信念
に、相互の喜び・笑顔の輪を広げます。

飲食業や酒販店他流通業を中心とした中小企業の経営
相談に乗る『Local Company』は、事業所の皆様がど
のように会社を導きたいのかを大切にしています。そし
て、やるべきこと確認し、皆様に進捗確認をして経営に
ついてのアドバイスをします。ビジョンに対して「少しで
も行動を起こしたい」という方はお気軽にご相談ください。

カーコミュニケーション ノア

日東ベスト㈱

地図 QRコード

住所：習志野市谷津 2 -17- 6 代表者：松山 輝明さん
TEL：047（455）0555
営業時間：10 時 〜19 時 定休日：不定休

HP QRコード

住所：船橋市習志野 4-7 -1 担当者：工藤 貴浩さん
TEL：047（477）2110 営業時間：９ 時 〜 18 時
定休日：第２・第３・第４土曜、日曜 HP：http://www.nittobest.co.jp/

" 質の高い車を提供します "

" 食品本来の美味しさを提供します！"

『カーコミュニケーション ノア』は展示車の他、予算
や家族構成、使用用途、整備等、お客様にぴったりのク
ルマをご用意します。軽自動車からミニバン、輸入車、
商用車まで、クルマの購入をお考えの方、また修理や名
義変更、廃車等、判らない事がありましたら、ぜひ当社
へお越し下さい。丁寧な対応でお迎えします。

『日東ベスト㈱』は、
「高品位な業務用食品」
をメインと
して製造しているメーカーです。
「冷凍・チルド・常温食
品」を、｢外食店、惣菜店、学校給食、病院・施設給食向
け」に卸問屋を通して供給しています。好評発売中の『習
志野ソーセージ』も当社で製造しています。
（添付写真は
昨年 11月の文化祭での様子です）
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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

