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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）

　　　 ５商工会議所
「合同ビジネス交流会」を開催

開催

　サービス業部会（布施 國雄 部会長）は、習志野・船橋・
八千代・浦安・千葉の５商工会議所による「合同ビジネス
交流会」を開催します。地域を超えた事業所同士の交流
や取引の推進、事業拡大の機会となりますので、この機
会に奮ってご参加ください。
日　程　２月７日㈬ 15時～
場　所　船橋商工会議所（船橋市本町1-10-10）
費　用　2,000円（お一人様） ※１事業所２名まで
締　切　１月19日㈮まで
問合せ　中小企業支援室（村富）

（※申込・詳細は、折込チラシをご参照ください）

　　 女性会主催
「第24回 チャリティダンス

パーティー」を開催します

開催

　女性会（吉野 綾子 会長）は、今年で第24回目となる
「チャリティダンスパーティー」を開催します。例年、近隣
の社交ダンス愛好家をはじめ、毎年多くの方々にご参加
いただいています。当日はダンスのほかに、お楽しみ抽
選会も開催されます。ぜひお誘い合わせのうえ、奮って
ご参加ください。
※収益金の一部は、市内福祉事業に寄付いたします。
日　程　２月17日㈯ 13時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
チケット　前売：1,200円　 当日：1,500円
主　催　習志野商工会議所女性会
協　力　ダンス＆シューズアユザワ
　　　　※参加される方はヒールカバーの装着を
　　　　　お願いします。
問合せ　女性会事務局（村富・水見）

　　　 第26回
習志野市内事業所従業員表彰式
～市長・会頭から受賞者全員に直接

表彰状が手渡されます～

開催

　市内事業所に勤務する優良従業員の方々を対象に、習
志野市と共催で表彰式を開催します。この表彰式は従
業員の功労をたたえ、勤労意欲の高揚を図ることを目的
としています。貴社の福利厚生事業の一環として、がん
ばっている従業員をぜひご推薦ください。
日　程　３月13日㈫　表彰式：16時30分～17時30分
　　　　 　懇親会：18時～（会員交流会）
場　所　ホテルザ・マンハッタン
問合せ　経営室（橋本・水見）

（※詳細は、折込チラシをご参照ください）

　　　創立30周年事業
「東北視察研修会」を開催

　 報告

　商業部会（鈴木 和弘 部会長）と地域・街づくり委員会
（金子 正 委員長）は、11月７日㈫～８日㈬に東北への視
察研修会を開催しました。本視察では、東日本大震災で
津波の被害にあい、震災遺構として残されている仙台市
立荒浜小学校や、大きな損害を受けた宮城県女川町の

「マイナスからの街づくり」の視察、同じく女川町の復興
商店街などを見学しました。
　参加者は語り部の話す当時の状況やまちの復興を、終
始真剣な眼差しで聞いていました。

語り部の説明とともに当時の写真を見る参加者

　　　
「人材不足対策セミナー」を開催

　 報告

　11月14日㈫、高田 秀明 氏（㈱帝国データバンク）を講
師とする、「人材不足セミナー」を開催しました。当日
は人材不足の現状把握と対策や最小限の人数で最大限
の成果を上げる方法、
会社のコミュニケー
ション環境の作り方な
ど、グループワーク等
を行いながら説明を受
け、参加者は熱心に耳
を傾けていました。

　　　工業部会
「産業交流展2017」に

会員事業所と共同で出展

　 報告

　工業部会（吉田 茂雄 部会長）は、11月15日㈬～17日㈮
（３日間）、東京ビッグサイトで開催された日本最大級の
ビジネスマッチングイベント「産業交流展2017」に、下記
の３事業所と共同で出展しました。
　これは、ものづくり企業の新規顧客や販路開拓を支援す
るもので、会期中は、独自の技術や製品のPRが積極的に図
られ、訪問者との商談や情報交換が盛んに行われました。
【出展事業所】 島崎熱処理㈱、㈲アンドウカンパニー、

㈱日下製作所（順不同）

今後の自社の人材不足に備える
ために真剣に話を聞く参加者
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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

刺繍、プリント、マーキング
１枚から制作します
ユニホーム、作業着、制服

習志野スポーツ ［２F マーキング工房］
TEL：047-477-5151  FAX：047-477-5152

〜事業運用・業務改善での困り事は！〜

〒275-0017 千葉県習志野市藤崎 3-6-4
TEL：070-4158-4917   FAX：047-478-5530
Mail t_kobayashi@narafuji.com  URL http://narafuji.com/hp3/

品質マネジメントに基づいた無料診断で､運用課題が明確化！
【支援内容】業務課題（ヒューマンエラー､技術伝承､事業計画
､QCツール､管理職育成､目標管理､顧客満足度､他）､個人情報
保護・マイナンバー対策､ISO認証業務（導入､移行､模擬審査）
､ITシステム導入

ナラフジ・ビジネスサポート

　　　建設業部会主催
「視察研修会」を開催

　 報告

　建設業部会（田久保 浩一 部会長）は、11月24日㈮に視
察研修会を開催しました。市内建設事業者の技術向上
と知識習得を目的に、ナイス株式会社のスマートウェ
ルネス体感パビリオ
ン（横浜市）体験や、
リフォームビジネス
研究所所長の石田典
彦 氏に「長寿命化リ
フォーム」について講
演いただきました。

　　　青年部主催
「第７回 習志野婚活パーティー」

を開催

　 報告

　青年部（久島 幹雄 会長）は、11月25日㈯、ホテルスプリン
グス幕張にて第７回となる婚活パーティーを開催しました。
　合計66名（男性36名、女性30名）の方々にご参加いた
だき、賑やかな雰囲気の中、食事や会話を楽しんでいた
だきました。最終的に12組のカップルが誕生し、出会い
の場となりました。

終始和やかな雰囲気で行われました

　　　　 平成30年
新春賀詞交歓会のお知らせ
　 お知らせ

　平成30年１月11日㈭、習志野市新春賀詞交歓会実行委
員会、習志野市、習志野商工会議所、習志野市社会福祉協
議会による新春賀詞交歓会を開催します。新年の挨拶

の場としてどなたでも参加いただけますので、お誘い合
わせのうえ、ご来場ください。
日　時　１月11日㈭
　　　　11時30分～（受付 11時～）
会　場　習志野文化ホールホワイエ
会　費　4,000円（当日会場にて）
主　催　習志野市新春賀詞交歓会実行委員会
問合せ　習志野市総務部 総務課 管理係
　　　　TEL：047（453）9246
※ご来場は、公共交通機関をご利用下さい。

　　　　 華やかに街を彩る
イルミネーションが点灯
　 お知らせ

　JR津田沼駅南口の津田沼公園（主催 津田沼南口商店
会）では11月３日（祝・金）、同北口の津田沼一丁目広場

（主催：津田沼一丁目商店会）では11月25日㈯から年末恒
例のイルミネーションが点灯され、道行くひとの目を楽
しませています。津田沼公園では２月14日㈬まで、北口
では３月30日㈯まで点灯されます。

幻想的な光で街が包まれます

年末年始休業のお知らせ
　12月29日㈮～１月３日㈬を年末年始休業とさせ
て頂きます。期間中はご不便をお掛け致しますが、
何卒ご寛容くださいます様お願い申し上げます。

お詫びと訂正
　11月号掲載の「第29回マスターズゴルフ大会」の
優勝者名に誤記載がございました。この場にて訂
正をさせていただくとともに、ご迷惑をおかけした
皆様には心よりお詫び申し上げます。

（誤）岩井 勝 氏 →（正）岩井 優 氏

空き家住宅の活用方法を研修
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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！

　「経営革新計画」とは、中小企業が厳しい競争を勝ち抜
くため、新しい製品やサービスの導入・展開に取り組む
３年から５年の計画で、県の承認を受けるものです。

新しい取組みとは？
◆ 新商品、サービスの開発、提供
◆ 新たな生産、販売の方法
◆ 新たなサービスの提供方法  など

　「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理などのマネジ
メント向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させ
るための計画で、国の承認を受けるものです。

このような場合におススメです！

　設備投資が予定され、同時に資金調達が必要な場合は、固定
資産税の３年間の特例、即時償却や税額控除、融資面での金融
支援などのメリットがあります。

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（11月30日現在）。無担保・無保証人］

　昨今、中小企業では、少子高齢化・労働力人口の現象・グローバル化など変化する社会構造への対応や事業
承継・付加価値生産性の向上など、従来の経営意識からの脱却を強く求められています。そのような危機意識
を反映し、新たに「経営計画」を策定することで、次のステージに向けた取組みを始める企業が増えています。

特集 会議所活用事例

★ 自社の現状や課題を見極めたい！
★ 新製品、サービスのアイデアがあるけど、具現化するには...
★ 自社の業績をアップさせたい！　　★ 自社の経営の向上を図りたい！

こんな思いをお持ちではないですか？

①経営革新計画制度 〜企業の新たな取組みを支援〜

②経営力向上計画制度 〜企業の稼ぐ力の向上を支援〜

習志野商工会議所では、経営計画の作成を支援しています。

《各計画の認定を受けると、様々な支援策を利用することができます》
⃝金融機関の低利融資　⃝信用保証枠の拡大　⃝固定資産税等の軽減措置　⃝補助金申請時の加点  ほか

新たな取組みに向けた経営計画の策定を応援します
  〜求められる企業の構造変化と

労働生産性の向上〜

　新たに障がい児をサポートするシステ
ムの構築を計画しました。当初は分から
ないことだらけでしたが丁寧に支援いた
だき、今後は経営指標としてだけでなく
補助金の申請にも活用していきたいと考
えています。

合同会社CROP 代表 畑中 章宏氏
（平成29年７月 経営革新計画承認）

計画策定事業者の声

4



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！

※備　品：パソコン、プロジェクター、放送設備、白板等のレンタルができます（有料）。
※貸出時間：９時～22時
※休館日：お盆、年末年始
※料　金：上記記載料金は、１時間当たりの会員価格です。
※平日18時以降及び 土・日・祝祭日は、別途警備料 
　（１時間当たり1,500円／平成30年４月１日からは1,620円）が掛ります。
※３階大会議室は用途に合わせ、定員50名の会議室ABと定員25名の会議室Cに仕切ることが可能です。

貸会議室をご利用ください！
〜出会いの場、話合いの場、交流の場〜

　習志野商工会議所では、会員や一般の皆様向けに３つの会議室をご用意しており、会議や研修のほか、
面接・サークル活動など、多くの方々にご利用いただいています。場所は、JR津田沼駅と京成津田沼駅か
ら徒歩10分とアクセスも非常に良く、駐車場も完備しています。なお、習志野商工会議所会員の方は会
員割引料金でご利用いただけます。近隣で会場をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

３階

２階

詳細は、習志野商工会議所ホームページ
（http://www.narashino-cci.or.jp/
yoyaku01.html）でご確認ください。

　昨年の４月から習志野会議所
の２階で業務を行っています。
よく貸会議室を利用しますが、
人数や用途に合わせて会場を選
ぶことができ、駅からも近いの
で非常に便利です。来訪される
方からも「場所がわかりやすい」
との声を頂いています。

特別会議室

大会議室

研修室 【定  員】22名
【面  積】62㎡
【料  金】5,140円/時間
【利用例】会議、商談 ほか

【定  員】10名
【面  積】34㎡
【料  金】820円/時間
【利用例】少人数での打合

せ、面接会場、サークル
活動 ほか

【定  員】10〜130名
【面  積】50〜177㎡
【料  金】2,060円/時間
【利用例】講習会、懇親会

ほか

用途に合わせて多様な使い方が可能です。

団 体 名 千葉県税理士会 千葉西支部 様千葉県税理士会 千葉西支部 様

利用者の声
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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　販売士検定　１〜３級　２月21日㈬　　簿記検定　２〜３級　 ２月25日㈰

会員事業所を
     ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

平成29年分『決算・確定申告相談会』を開催します平成29年分『決算・確定申告相談会』を開催します
相 談 日 場 所 時 間

① ２月13日㈫

習　志　野
商工会議所

午前10時

〜

午後４時

（昼１時間         
休憩あり）

② ２月15日㈭
③ ２月22日㈭      
④ ２月23日㈮
⑤ ３月 2日㈮
⑥ ３月 6日㈫
⑦ ３月 8日㈭
⑧ ３月13日㈫

※対象者は事業者に限らせていただきます。

○平成29年分 決算書・確定申告書用紙
○前年分 決算書・確定申告書控え
○関係帳簿類（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳など）
○各種控除証明書（国民年金・健康保険・生命保険・
　介護医療保険・小規模企業共済  等）
○印鑑  等

相談員
問合せ

千葉県税理士会  千葉西支部所属税理士
中小企業支援室

ご持参いただく書類

　当所では、習志野市にふさわしい製品を「ふるさと産
品」として認定することで、習志野市の地場産業の振興と
市民のふるさと意識の高揚を図っています。
　認定品には、認定証（無料）・認定表示ラベル（有料）を交
付するほか、パンフレットやHPで、市内外へのPRを推奨
しています。市内で該当産品を生産している事業者の方
はぜひ認定申請ください。

中小企業支援室

問合せ

『習志野市ふるさと産品』の
 認定申請を受付します 平成29年12月11日〜平成30年１月26日迄

※【対象】【認定基準】など、詳細は当所ホームページ
　若しくはお電話にてご確認ください。

認定申請受付期間

　習志野商工会議所独自の共済制度「あじさい共済」に
ご加入いただいている会員事業所限定で「クリスマス
プレゼント」を実施します。
　ご加入いただいている事業所の方はもちろん、まだ
ご加入いただいていない事業所の皆様も、ぜひこの機
会にご加入いただければ、ご応募できます。

あじさい共済 加入者限定

豪華景品が当たる
「クリスマスプレゼント」を実施！

▪当選数　20事業所（応募多数の場合は抽選）
▪応募資格　あじさい共済加入事業所
▪申　込　同封チラシにて申込
▪締　切　12月21日㈭ 必着
▪発　表　当選事業所は、商工習志野１月号
　　　　　（１月10日発行）で発表します。
▪問合せ　経営室
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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

2017グランドチャンピオン戦〜船橋よみ
うり新聞社協賛〜 参加者募集中！
▶日　時　12月24日㈰ 13時～
▶一般参加　2,000円（昼食なし）
▶招待者　・本年度各大会チャンピオン戦
　　　　　 優勝者
　　　　　・津田沼囲碁道場春場所及び
　　　　　 秋場所優勝者
　　　　　・三役リーグ優勝者
▶　賞　　優勝、準優勝、敢闘賞
▶試合方法　総互先先番コミダシ６目半、
　　　　　変則トーナメント、２敗者失格
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶問合せ　日本棋院津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
平成30年４月から新しい信用保証制度が
スタートします
　「信用保証制度」とは、中小企業者の皆
様が事業資金を借り入れるときに、全国
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の「信用保証協会」が、公的な保証人にな
ることにより資金調達を容易にし、資金
繰りの円滑化を図ることを目的とした制
度です。
▶日　程　平成30年４月１日㈰～
▶変更点
①創業者の皆様が手元資金なしで保証割合
　100％で受けられる融資の金額の拡充
　（1,000万円→2,000万円）。
② 小規模事業者の皆様が保証100％で
　受けられる融資の限度額の大幅拡充
　（1,250万円→2,000万円）。
③ 事業継承を受けた経営者の方が、株式
　の取得のために個人でも活用できる保
　証制度の創設。
④全国規模の危機時に、通常の一般保証
　とは「別枠」で、迅速に保証割合100％
　の融資を受けられる制度の創設。
⑤信用保証のない「プロパー融資」と信用
　保証付き融資を経営の実態に応じて適
　切に組み合わせ、信用保証協会と金融
　機関で柔軟な「リスク分担」を進めます。
⑥ 業績の悪化している業種を対象と
　した「セーフティネット保証５号」の保
　証割合を、100％から80％に変更しま
　す（「別枠」は維持します）。
▶問合せ　・お近くの信用保証協会または
　　　　　 金融機関
　　　　　・中小企業庁事業環境部金融課
　　　　　 TEL：03（3501）2876

働き方改革アドバイザーの派遣について
　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。
　このたび、従業員の満足度や労働生産
性の向上につながるアドバイス、助成金
などの有用な情報を提供する「働き方改
革アドバイザー」の派遣企業の募集を開
始します。
▶募集企業数　25社程度（先着順）
▶実施期間　平成30年２月末まで
▶問合せ　商工労働部雇用労働課
　　　　　TEL：043（221）1180

平成29年度 習志野市危機管理講演会
開催のお知らせ
　習志野市では、震災をはじめとする多
種多様な危機に対し、地域・企業・行政が

一体となって立ち向かうとともに、総合
的な危機管理対策を継続して進めていく
ため、「習志野市危機管理講演会」を開催
しております。今年度はNHK「おはよう
日本」出演中の気象予報士として活躍さ
れている平井 信行 氏を講師にお迎えし、

「最近の異常気象～竜巻、猛暑、豪雨、大
雪」を演題に御講演いただきます。
　皆様の御来場をお待ちしています。
▶日　時　平成30年１月20日㈯
　　　　　13時～
▶場　所　習志野市民会館
▶講　師　気象予報士  平井 信行 氏
▶問合せ　習志野市総務部
　　　　　危機管理課
　　　　　TEL：047（453）9211

谷津遊路商店街「歳末福引きセール」の
お知らせ
　期間中、遊路スタンプを毎日発行いた
します。お買上げ3,000円毎に本券１枚、
500円毎に補助券１枚を差し上げます

（補助券６枚で１回抽選可能）。
▶期　間　12月１日㈮ ～25日㈪
▶場　所　谷津遊路商店街
　　　　　（京成谷津駅南口すぐ）
▶抽選日時　12月23日㈯ ～25日㈪
　　　　　12時～18時
▶抽選会場　組合事務所
▶景品内容　大型テーマパーク
　　　　　ペアチケットほか
▶問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　　TEL：047（451）3744

大久保商店街「歳末スタンプラリー」の
お知らせ
　期間中、お休み処にスタンプを３個押
した応募用紙を持参すると、ガラポン抽
選が１回できます。
▶応募期間　12月１日㈮ ～21日㈭
▶ガラポン抽選日時
　　　　　12月18日㈪、19日㈫
　　　　　21日㈭、22日㈮
　　　　　13時～16時
▶ガラポン抽選場所
　　　　　大久保商店街  お休み処
　　　　　※別に豪華商品が当たる　　
　　　　　抽選会も実施します
▶問合せ　大久保商店街 お休み処
　　　　　TEL：047（476）6055
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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

ドコモショップ津田沼店
TEL：047-476-1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047-455-7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047-496-3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047-450-8300

★ ますます充実！ スマートフォン ★
▼▽▼ ドコモおすすめサービス  ▼▽▼

♥ d カード　d カードゴールド
①ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
②dポイントがさらに溜まりやすいdカードゴールドも人気です。
③dポイントを貯めてお得に♪
♥「災害用音声お届けサービス」
大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けするサービスです。
♥ ドコモ光　好評受付中！ 詳しくは、ドコモショップへ！
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住所：習志野市大久保 1-12-28　代表者：榎本 加寿子さん
TEL：047（472）0596　FAX：047（472）0596
営業時間：９時〜19時（※日によって異なります）　定休日：水

地図 QRコード

　『ワンワンハウス はな』は、犬の美容室・ホテルを中心
に、販売も行っています。爪切り・シャンプーのみの部
分トリミングや、皮膚が悪いワンちゃんは動物病院から
処方されたシャンプーの持込みも可能です。ワンちゃ
んの無料送迎も行います。ホテル・トリミングは犬種に
よって料金が変わりますので、お問合わせください。

"ワンちゃんのことはお任せください"

ワンワンハウス はな

地図 QRコード

住所：習志野市実籾 5-1-3（３階）　代表者：日名子 丘さん
TEL：047（476）0124　FAX：047（472）5109
営業時間：９時〜18時　定休日：土・日・祝

　『司法書士日名子事務所』は、地域密着型の司法書士
事務所として実籾駅前で開業し、およそ30年。不動産
登記や裁判所への提出書類作成、会社・法人登記等を専
門としています。一般的に馴染みの薄い専門的な言葉
や手続きについて「分かりやすく丁寧に」をモットーに、
少しでもお客様に安心して頂けるようにご説明します。

" 街の身近な法律家として "

司法書士日名子事務所

HP QRコード

住所：習志野市津田沼 6-7-12　代表者：村山 栄一さん
TEL：090（2315）9172
営業時間：10時〜17時　定休日：木・日・祝
HP：https://www.gbac123.com/japanese/

　『GBAC』は、外国人の来日時の送迎や会議・講演会で
の通訳、観光案内、メールや書類の翻訳等を行います。
近年訪日外国人は増加し続けていますが、様々なビジネ
スシーンや日常生活でおもてなしをするのにも、言葉の
壁や文化の違いでその対応は大変です。そんなとき当
社をご利用ください。経験豊富な通訳がサポートします。

" 通訳案内士が外国人をおもてなし"

GBAC

【事業所名】 【氏 名】

【住 所】 【電 話】

応
用

募
紙

10名様 プレゼント

珠玉の厳選高級赤ワイン
キャップ・ロワイヤル・ルージュ（フランス ボルドー産）

第５弾 読者プレゼント "アクサ生命保険㈱様 ご提供"

景　品▶上記のワイン（１本）
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
応募締切▶12月20日㈬　 申込先▶習志野商工会議所  経営室  FAX：047（452）6744 ※読者プレゼント第４弾（10月号）JA

千葉みらい（習志野市園芸部人参部
会）様 にんじんジュース１箱（５名様）
は、応募総数32事業所の中から抽選
の結果、㈱三橋商店、㈲ヘアーサロン 
カットジャパン、小山生花店、ミロク
工芸、海鮮たか丸（敬称略）が当選さ
れました。おめでとうございます。
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