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バッジやメダル・カップなど、貴金属品の製造加工をおこなう工房の片すみに、職人がその手で美しいものをつくり出す
静謐で厳粛な空間があります。
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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）

　　　 「ならしの創業塾」を開催
〜修了者には開業時に

特典があります〜

開催

　当所では、将来の地域社会を担う創業者の育成が地域
経済活性化の一助になるとの考えのもと、創業支援に
力をいれています。全６回の「ならしの創業塾」の修了
者（一定要件有）は、株式会社を設立する際の登録免許
税が軽減されるなどの優遇支援を受けることができま
す。創業をお考えの方は、この機会にぜひお申し込み
ください。
日　時　６月30日㈯、７月７日㈯、28日㈯、
　　　　８月４日㈯、８月18日㈯、25日㈯
　　　　※現場実習 ８月５日㈰
　　　　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
費　用　3,000円（全６回、税込み） ※但し、学生は無料
定　員　40名（先着順）
問合せ　中小企業支援室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　６商工会議所
「合同ビジネス情報交流会」を開催

開催

　習志野・船橋・八千代・浦安・千葉・東京商工会議所江
戸川支部の６商工会議所による「合同ビジネス情報交流
会」を開催します。地域と業種を越えた交流や取引の推
進、新規の顧客開拓など、事業拡大の機会となりますの
で、奮ってご参加ください。
日　時　７月12日㈮  15時～18時
場　所　浦安ブライトンホテル東京ベイ
　　　　（JR新浦安駅直結）
費　用　3,000円（お一人様） ※１事業所２名まで
　　　　（軽食、飲み物あり）
締　切　６月29日㈮まで
問合せ　中小企業支援室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

昨年度も多くの事業所が積極的な交流を図りました

　　　「ソーセージ＆ビール
フェスティバル」を開催
　 報告

　５月26日㈯～27日㈰ の２日間、JR津田沼南口駅前の
津田沼公園で「ソーセージ＆ビールフェスティバル」を
開催しました。
　当日は天候にも恵まれ、交流都市の地ビール（富士吉田
市「ふじやまビール」、南房総市「AWA BEER」）や、千葉県
内の地ビールに加え、谷津にお店を構える「むぎの家」も
出店しました。ビールコーナーとグルメコーナーのどの
テントにも両日長蛇の列ができ、２日間で昨年を上回る
約10,000本のソーセージが売り切れ、大変賑わいました。

習志野ソーセージのテントには長蛇の列

晴々とした青空のもと、数々のテントが立ち並びました

　　　第120回 常議員会を開催　 報告
　５月28日㈪、第120回 常議員委員会が開催され、通常
議員総会提出議案など、全４議案が可決承認されました。

（出席25名）
【議 案】
第１号　第63回通常議員総会提出議案について
第２号　平成30年度習志野商工会議所補正予算について
第３号　常議員の選任について
第４号　会員加入について　

　　　　 
『商工会議所福祉制度キャンペーン』
を実施中です

　 お知らせ

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を
４月16日㈪～６月29日㈮ に実施しています。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
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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

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、是非ご協力いただきますようお
願い申しあげます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制
度の普及・推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  TEL：047（452）6700

会員増強運動 を
実施しています！
　現在、習志野商工会議所では、「未
来を拓く商工会議所」のスローガン
のもと、地域活力の強化を図るべく
会員拡大運動を実施しています。
　つきましては、お知り合いに未加
入の方がおられましたら、ぜひご紹
介・ご協力をお願いいたします。

日 時▶８月25日㈯
場 所▶学園おおくぼ商店街

学園おおくぼ商店会
大久保夏まつり

津田沼一丁目商店会
ふれあい夏まつり

日 時▶７月21日㈯
場 所▶津田沼一丁目公園

日 時▶９月２日㈰
場 所▶新習志野駅前

新習志野駅前商店会
新習志野 夏まつり

日 時▶７月７日㈯、８日㈰
場 所▶谷津サンプラザ商店街

谷津サンプラザ商店会
納涼風物まつり

日 時▶７月28日㈯、29日㈰
場 所▶津田沼公園

津田沼南口商店会
いきいき津田沼夏まつり

日 時▶８月25日㈯
場 所▶谷津遊路商店街

谷津遊路商店会
星まつり

習志野の夏の風物詩 商店街夏祭り情報 2018

習志野市役所習志野市役所

京成津田沼
京成津田沼
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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！
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（５月31日現在）。無担保・無保証人］

★専門家による「無料経営相談会」（※一部有料） 秘密厳守

当所では、６・７月を振興月間と位置づけ、集中的に経営課題の解決をサポートします。

習志野商工会議所は、
頑張る経営を応援します！

★経営を後押しする「セミナー・講演会」（※一部有料）

テ ー マ 講　師 実 施 日 定  員

“働き方改革”を実現する
人事評価セミナー

㈱あしたのチーム
千葉支社長  堀  政寛氏
㈱帝国データバンク
千葉支店  高田 秀明氏

６月15日㈮
午後２時～５時 30名

おもてなしセミナー 第１弾
電子マネー決済について

ヤマトフィナンシャル㈱ ６月19日㈫
午後２時～４時 50名

税理士が教える個人事業者向け
「弥生会計セミナー入門編」

（※会員３千円 / 一般５千円）

小林税務会計事務所
所長  小林 弘孝氏

６月22日㈮
午後１時～４時30分 10名

現場で使える！ 「働き方改革」
マネジメント研修

中小企業診断士
庄司 桃子氏

７月５日㈭
午後３時30分～５時30分 30名

「労務管理セミナー」
職場環境・パワハラ・労働トラブル等

社会保険労務士
高橋 良昌氏

７月11日㈬
午後４時～６時 30名

ご相談の内容 ご相談担当者 実 施 日 予  約

まずは相談したい
◎公的融資制度 ◎経営全般

会議所
経営指導員

平  日
午前９時～午後５時 随  時

許認可・公文書
◎会社設立 ◎許認可申請

行政書士 ６月15日㈮
午後１時～４時

予約制特許・発明
◎特許、商標ほか ◎申請書チェック

千葉県発明協会
専門員

６月19日㈫
午前10時～午後４時

金融（融資） 日本政策金融公庫
融資担当

６月21日㈭
午前10時～午後４時

税務・財務 税理士 ７月５日㈭
午前10時～午後４時 随  時

労務・雇用
◎就業規則 ◎雇用、助成金

社会保険労務士 ７月11日㈬
午後１時～４時 予約制

技術・研究開発 大学教授  ほか 随時（事前予約）
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３階

２階

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：午前９時～午後10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1,620円）が掛ります。

　当所では、会員や一般の皆様がご利用できる会議室をご用意しております。
会議室も多くの方々にご利用いただいており、その利用目的も、会議や研修・面
接・サークル活動など、多岐にわたります。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。

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。

大会議室

研修室 特別会議室
【定 員】22名
【面 積】62㎡
【料 金】5,140円～／時間

【定 員】10名
【面 積】34㎡
【料 金】820円～／時間

大会議室
【定 員】約110名
【面 積】177㎡
【料 金】6,170円～／時間

会議室 C
【定 員】約25名
【面 積】50㎡
【料 金】2,060円～／時間

会議室 AB
【定 員】約50名
【面 積】127㎡
【料 金】4,120円～／時間

用途に合わせて多様な使い方が可能です。

※大会議室は、会議室ABと
　会議室Cに仕切ることが
　可能です。

利用例：サークル活動、企業の研修、
　　　 ミニコンサート、パーティー会場 など

利用例：少人数での
打合せ、面接会場、
サークル活動 ほか

利用例：
会議、商談 ほか

気軽に借りることのできる会場をお探しではないですか？

習志野商工会議所  貸会議室のご案内
必要な時にご利用できる場所があります！

気軽に借りることのできる会場をお探しではないですか？

習志野商工会議所  貸会議室のご案内
必要な時にご利用できる場所があります！

気軽に借りることのできる会場をお探しではないですか？

習志野商工会議所  貸会議室のご案内
必要な時にご利用できる場所があります！

大会議室

会議室C
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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10日㈰　　販売士検定  ２～３級  ７月14日㈯

第16回WBSC世界女子ソフトボール選手権大会

開催日：８月２日㈭〜12日㈰
場　所：第一カッター球場（秋津野球場［秋津3-7-2］） 他３会場
※開催時間等、詳細は公式HP➡ http://wswc2018chiba.com/
※習志野商工会議所では出店者を募集します。詳しくは６月中旬以降の習志野商工
　会議所HPに掲載予定です。

　８月２日㈭から12日㈰、世界16ヶ国・地域のチームが集う世界女子ソ
フトボール選手権が千葉県下４会場（習志野市、千葉市、成田市、市原市）
で開催されます。この大会は、ソフトボール競技が復活した東京オリン
ピック2020の予選も兼ね、その前哨戦となる世界大会で、習志野市内の
第一カッター球場（秋津野球場）でも開催されます。

３人制プロバスケットボール「3×3.EXE PREMIER 2018」
「SEALS.EXE」の試合が開幕します！

◆習志野開催ゲーム（round8）
  開催日：８月25日㈯　　場　所：新習志野駅前広場（JR京葉線新習志野駅前）
  問合せ：シールズ株式会社　TEL：050（6869）4569
※開催時間等、詳細は公式HP➡ http://www.3x3exe.com/premier/

　６月から、習志野市を本拠地とする３人制プロバスケットボールチーム
「SEALS.EXE」が参戦する国内トップリーグ「3×3.EXE PREMIER 2018」北日本
カンファレンス戦が開幕します。３人制バスケットボールは2020年 東京オリン
ピックの正式種目に決定した新しいスポーツです。今年は初めての地元・習志野
での開催ゲームです。

習志野の夏を熱くするスポーツイベント習志野の夏を熱くするスポーツイベント

　習志野市に本拠地を構えるオービックシーガルズが、第一カッターフィールド
（秋津サッカー場）で８月に公式戦を行います。地元習志野で、シーガルズを応援
できる年に一度のチャンスです。

地元習志野で公式戦を開催！
オービックシーガルズを応援しよう！

試　合：オービックシーガルズ vs BULLSフットボールクラブ
開催日：８月26日㈰
場　所：第一カッターフィールド（秋津サッカー場［秋津3-7-3］）
問合せ：オービックシーガルズ運営事務局　TEL：047（452）2224
※都合により、８月25日㈯に変更になる場合がございます。詳しくは、公式HP（http://www.seagulls.jp）をご確認ください。

第一カッター球場開催スケジュール
日 程 開 始 対戦チーム

８月３日㈮

10：00 南アフリカ チャイニーズ・台北
12：30 アメリカ合衆国 メキシコ
15：30 フィリピン 南アフリカ
18：00 ニュージーランド チャイニーズ・台北

８月４日㈯ 14：30 ボツワナ ベネズエラ
18：00 オランダ ニュージーランド

８月５日㈰
10：00 アメリカ合衆国 オランダ
12：30 プエルトリコ チャイニーズ・台北

※ほか２試合

８月７日㈫
12：30 プエルトリコ ニュージーランド
15：30 ベネズエラ イタリア
19：00 日本 カナダ

８月８日㈬ 19：00 オーストラリア 日本
※ほか３試合
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募　集
あじさい囲碁大会 参加者を募集
▶日　時　６月24日㈰ 13時～
▶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（昼食は出ません）
▶定　員　80名
▶試　合
　○チャンピオン戦（無差別、総互先、
　　先番６目半コミダシ）
　○点数制（普段対局している対局方法）
▶　賞　　優勝、準優勝、敢闘賞、参加賞
　●原則として、８人で対局し、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
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
習志野市木造住宅耐震改修費助成制度
について
　習志野市では、今後高い確率で発生す
るといわれている首都直下型地震など
に備えるため、木造住宅の耐震化支援を
行っています。
①木造住宅耐震診断（精密診断）費の助成
▶受付期間　５月21日㈪～平成31年１月25日㈮
▶助成棟数　７棟
②木造住宅耐震改修費等の助成
▶受付期間　５月21日㈪～12月14日㈮
▶助成棟数　３棟 ※平成31年２月15日㈮まで
　　　　　に工事が完了するものに限る
▶問合せ　習志野市役所 建築指導課
　　　　　TEL：047（453）9231

習志野市の受動喫煙防止条例に関する
パブリックコメント（意見公募）について
　習志野市では、新しいたばこ規制の導
入に関するパブリックコメントを実施し
ています。
▶期　間　６月１日㈮～６月30日㈯

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

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

▶提出方法
　①持参（市役所１階  健康支援課）
　※受付 平日８時30分～17時15分
　②郵送（習志野市健康支援課宛て）
　③FAX ［047（454）4822］
　④市役所HPより
▶問合せ　千葉県たばこ商業協同組合
　　　　　TEL：043（251）8107

千葉県採用力向上サポートプロジェクト
（リクルーター養成ゼミ／若手社員リー
ダー化プログラム）受講生募集のお知らせ
　千葉県では、県内の中小企業に対する
新卒者の採用や定着を支援する「千葉県
採用力向上サポートプロジェクト」を実
施します。その第１弾として、人材確保
や育成のためのノウハウを学ぶセミナー
を開催します。
▶内　容　①リクルーター養成ゼミ
　　　　　②若手社員リーダー化プログラム
▶詳　細　https://www.pref.chiba.lg.jp
　/koyou/wakamono/tyuusapo.html
▶問合せ　千葉県商工会議所連合会
　　　　　TEL：043（222）8170

中小企業の魅力ある職場づくりへの取
組を支援する「千葉働き方改革推進支
援センター」開設のお知らせ
　千葉労働局では、労務管理等に関する
専門的知識を有する専門家が労働時間
の管理方法や36協定の締結の仕方、労働
関係助成金の活用などを含めたアドバイ
スを行う「千葉働き方改革推進支援セン
ター」を設置しました。

【概 要】 
▶住　所　千葉市中央区新田町6-6

荒井ビル３階A室
▶支援内容
　①来所、電話、メールでの個別相談
　②商工会議所等でのセミナー、出張相談
　③専門家の訪問による助言、提案、相談
▶相談時間　月曜日～土曜日 ９時～17時
　　　　　（祝祭日・年末年始を除く）
▶費　用　相談、コンサルティング無料
▶詳　細　http://千葉働き方改革推進
　　　　　支援センター.site
▶問合せ　千葉働き方改革推進支援センター
　　　　　TEL：043（304）6133

CO2削減／ライトダウンキャンペ－ン
について
　環境省では、地球温暖化防止のため、
ライトアップ施設や家庭の照明を消して
いただくよう呼び掛ける「CO2削減／ラ
イトダウンキャンペーン」を今年も実施

するにあたり、特別実施日における消灯
及び参加施設等の登録についてご協力を
お願いしています。
▶実施期間　６月21日㈭～７月７日㈯
▶特別実施日　６月21日㈭［夏至］及び７月７
　日㈯［七夕］の20時から22時までの２
　時間程度（※消灯時間は、各施設の都合
　で適宜設定できます）
▶問合せ　登録先HP（環境省）より
　　　　　https://ondankataisaku.
　　　　　env.go.jp/coolearthday/

総務省戦略的情報通信研究開発推進
事業～異能vation 申込者募集中
　総務省では、これからの日本を創る
ICT研究開発課題に挑戦する人を支援す
る「異能vation」の公募を開始しました。
▶申請期間　５月22日㈫～７月20日㈮
▶内　容　①破壊的な挑戦部門
　　　　　②ジェネレーションアワード部門
▶詳　細　http://www.inno.go.jp
▶問合せ　異能vation事務局
　　　　　TEL：03（5840）7629

平成30年度 全国安全週間の実施について
　千葉労働局では厚生労働省が実施する
全国安全週間、また、全国安全週間準備
期間中に、事業者団体、労働災害防止団
体と連携し、習慣の実施事項についての
説明会や安全パトロールを集中的に行
い、事業場の労働災害防止活動の促進を
期すこととします。
▶スローガン　『新たな視点でみつめる職場
　創意と工夫で安全管理  惜しまぬ努力
　で築くゼロ災』
▶期　間　７月１日㈰～７月７日㈯
　※実効を上げるため、６月１日㈮～
　　６月30日㈯までを準備期間とする。
▶詳　細　http://www.mhlw.go.jp/
　stf/houdou/0000198374.html

過激派アジト発見にご協力を

あれ？変だな…と思ったら
習志野警察署  TEL：047（474）0110
千葉県警察本部  110番または
　　　　　　  TEL：043（201）0110
http://www.police.pref. chiba.jp/
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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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　『㈱エイチ・アイ・エス』は、総合旅行会社です。国
内外への旅行や憧れの海外ウエディングの手配は
もちろん、海外の航空券・ホテル・レンタカー・旅行
保険や旅先でのオプショナルツアーのみのご予約
も可能です。経験豊富なスタッフが皆様に最適なご
旅行の提案をいたします。お気軽にご相談くださ
い。なお、習志野商工会議所会員特典もございます
ので、お問い合わせの際にお申し出ください。

㈱エイチ・アイ・エス 津田沼パルコ店

　京成大久保駅から徒歩10分の所にある『居酒屋
にしぐち』は、焼酎と日本酒の種類が豊富な居酒屋
です。全品お持ち帰りのできるおつまみはリーズナ
ブルな値段で、きつね色のサクサクな衣が評判の串
揚げは一本100円から、その他のメニューは250円
からご用意しております。また、大人数での宴会も
承っております。会社や町内会の親睦会、ご友人と
の楽しい時間を過ごす場所に、ぜひご利用ください。

" お子様連れも多く訪れる
アットホームな居酒屋 "

" 旅のスペシャリストとして、皆様に
思い出に残る旅を提供します "

居酒屋にしぐち

住所：屋敷3-1-19　店長：西口 信也さん
TEL：047（409）3583　FAX：047（409）3583
営業時間：18 時〜24時　定休日：毎週火曜日

地図 QRコード

住所：船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコ B館３階
所長：濱田 雄一郎さん　TEL：047（476）1681
FAX：047（476）1688　営業時間：11時〜20時30分
定休日：なし　HP：https://access.his-j.com/01/087/

HP QRコード

Little ZUCI（リトル シュチ）

住所：津田沼1-10-14　店長：桑道 真紀さん
TEL：047（407）2113　FAX：047（469）2132
営業時間：11時〜21時　定休日：不定休

地図 QRコード

　イトーヨーカドー津田沼店駐車場に今月オープ
ンした『Little ZUTI』は、津田沼近辺では珍しく、
タイ料理の弁当販売を行っています。流行に敏感で
美味しいものに目がない主婦や若者が多く訪れて
おり、生のタイバジルを使った料理が非常に人気で
す。季節に合わせ、ガパオライスやパッタイ、ヤムウ
ンセンなどの人気のタイ料理が並びます。予約注文
も承っておりますので、ぜひお越しください。

"こだわり溢れる美味しい
タイ料理をお召し上がりください"


