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募集

習志野商工会議所

工業部会

新規受注、販路拡大にチャレンジ
「エヌプラス」出展企業募集！
工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、会員事業所の販路
開拓等の支援を目的に、東京ビッグサイトで開催される
製造業関係者に特化したマッチングイベント
「エヌプラス
〜新たな価値をプラスする機械・素材・技術の展示会〜」
に出展するとともに、この展示会への共同出展事業所を
募集します。
会 期 ９月 26日㈬ 〜９月 28日㈮
内 容 ブース内に会員事業所区画を設置
場 所 東京ビッグサイト東ホール（東京都江東区有明）
募集数 ５社（部会員限定）
費 用 10,000円 程度
締 切 ７月 20日㈮ ※先着順
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催

建設業部会

「行政との研修会・懇談会」を開催
８月１日㈬、建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、建
設行政に関する情報収集や交流を目的に、
「行政との研
修会・懇談会」を開催します。この事業では、市内業者の
健全な発達と建設工事の適切な施工を図るため、習志野
市の担当者を講師に招き、下記の研修会を実施します。
日 時 ８月１日㈬
内 容 第１部 研修会 16時～
『習志野市のシティセールスについて』
『大久保地区 公共施設再生事業について』他
第２部 懇談会 17時～
場 所 銀座アスター 津田沼賓館
定 員 50名 ※先着順
費 用 5,000円
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

定 員
問合せ

15名（先着順）無料
対 象 簿記初学者
大原学園津田沼校 TEL：047（472）7001

報告「“働き方改革”を実現

する人事評価セミナー」を開催
６月15日㈮、堀 政寛 氏（㈱あしたのチーム）と高田 秀
明 氏（㈱帝国データバンク）を講師としてお招きし、
「人
事評価セミナー」を開催しました。当日は、日本におけ
る人事評価制度の役割や誤解と新常識、自発的貢献意欲
についてなど、ワークショップ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。

人事評価の大切さを改めて認識しました

報告

「第63回 通常議員総会」を開催
６月26日㈫、第63回 通常議員総会を開催し、平成29年
度事業報告や収支決算など、全９議案が承認されました。
報告事項では、平成30年度 補正予算や常議員の選任など
について事務局より報告されました。

開催「60分間で簿記の仕組み

がわかるセミナー」を開催

当所では、資格の学校津田沼校との共催で、これから
簿記の学習を始められる方を対象にセミナーを開催し
ます。このセミナーでは、
「簿記っていったいなんだろ
う？」という疑問をお持ちの方に、講義形式で分かりや
すくご説明します。これから簿記をはじめようとお考
えの方、簿記に興味がある方はぜひご参加ください！
日 時 ７月29日㈰ 10時30分～11時30分
８月26日㈰ 10時30分～11時30分
内 容 「簿記の学習を考えている人必見！
60分で簿記の仕組みがわかるセミナー」
場 所 資格の大原 津田沼校

平成29年度の報告等がされました

受賞

大久保インターネット商店街

関東商工会議所連合会ベスト・アクション表彰
このたび、大久保インターネット商店街（代表 鈴木 和弘
氏）が関東商工会議所連合会ベスト・アクション表彰を
受彰されました。同商店街は、習志野市大久保地区の商
店を中心にインターネット商店街を組織し、事業主の高
齢化が進む中、地域の商店街において、インターネット
を通じて店舗やイベントの情報発信を行い、大久保商店
街協同組合と連携を図り、大久保地区の活性化に取り組
んでいます。

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）

習志野商工会議所

表彰状を手にする鈴木氏

オービックシーガルズ
PEARL BOWL（東日本社会人
選手権決勝）
に見事勝利！

2018.7.10

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、その前哨戦となります。習志野市内
の第一カッター球場（秋津野球場）でも開催されますの
で、ぜひ会場に足を運び日本代表を応援しましょう。
開催期間 ８月２日㈭ ～12日㈰
場 所 第一カッター球場（秋津野球場）
他３会場
詳 細 開催時間等、詳細は大会公式 HP
（http://wswc2018chiba.com/）

お知らせ

習志野市を拠点とする「オービックシーガルズ」が、ア
メリカンフットボール・Xリーグ「第40回 パールボール」
（東日本社会人選手権決勝／６月28日㈭／東京ドーム）
で、IBMビッグブルーに、28対２で見事勝利し、２年連続
７度目の優勝を飾りました。
この勢いを秋季シーズン、年末の JAPAN X BOWLに
繋げられるよう、引き続きオービックシーガルズへの熱
いご声援をお願いします。
（写真はオービックシーガルズ公式 HPより）

お知らせ

職務執行者の変更

１号議員
㈱ジオ・アカマツ モリシア津田沼
マネジメントセンター
館長 齋藤 勝久 氏

↓

代表者変更により、

館長

宮間 俊一 氏

お知らせ

会員事業所向け

事業承継アンケート調査

皆さまの声をお聞かせください

優勝おめでとうございます！

第16回 WBSC世界
女子ソフトボール選手権大会
が開催されます
お知らせ

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

問合せ：習志野商工会議所

TEL：0 4 7（ 452）6700

当所では、管内事業所の事業承継に関する現況調査を
実施することとなりました。つきましては、アンケート
用紙を当月会報に同封または巡回等の際に聞取り調査
をさせていただきますので、お手数ですがぜひご協力を
お願いします。

お盆休業のお知らせ
弊所では、8月13日㈪～15日㈬をお盆休みとし、
全館休業させていただきます。期間中はご不便を
おかけしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上
げます。

FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り
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今
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第25回

市民まつり

開催日時

7月15日㈰ 午前9時～午後9時

市役所敷地内および消防庁舎駐車場

会場

（京成津田沼駅より徒歩５分）※小雨決行

夏の風物詩、市民まつり「習志野きらっと2018」が、７月15日㈰に開催されます。平成６年に市制40周年を記念して
行われて以来、今年で25回目を迎えます。今年は、きらっと広場を中心にダンスや演奏、大道芸など楽しいイベントが盛
りだくさんです。また、今年のオープニングパレードは 10時から会場内で行われます。皆様もぜひご来場ください。

10：30〜11：05

18：50〜20：10

間

9：30〜18：00

グル

たぶのき
ステージ

ハミング
ステージ

会場出入口

出入口

出口

警察

11：30
13：30
16：00

都市間

本部

⃝市議会 議場開放イベント
「議会シアター」

市役所

⃝ハミングステージ
○こどもきらっこワールド
○第一中学・第四中学
第七中学・習志野高校

時

救護

⃝きらっとサンバパレード・輪踊り

大道芸

市庁舎内

17：15〜18：05

主なイベント

会場出入口

15：15〜16：25

⃝音頭輪踊り

休憩スペース

パレード
待機場所

所

間

⃝こどもサンバパレード

パレード
⃝山車・御輿パレード
（会場内）

場

時

10：00〜10：15

企業局
ブース

主なイベント
⃝オープニングパレード

クリーンコーナー

所

駐輪場

場

市役所通り（パレードはありません）
所

たぶのき
ステージ

主なイベント
⃝創作ダンスきらおどり

時

間

9：30〜18：00

場
駐輪

場

旧市民課棟

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（６月30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！

花

火

習志野商工会議所

㈯
日
1
月 催
9 開

習志野きらっと

2018.7.10

花火大会！

本花火大会は、近隣の花火大会ではなかなか見ることのできない海上への斜め打ち花火が
特徴です。また、オープニングイベント「極（きわみ）」では、吹奏楽の名門である習志野高等
学校吹奏楽部などの団体が、夜空に舞う華麗な花火を大いに盛り上げます。

会場地図は
程】９月１日㈯
こちらから!
間】・午後６時～ オープニングイベント「極（きわみ）」
・午後７時 30分～８時 30分 花火打ち上げ 海浜公園 茜浜緑地
【会 場】海浜公園 および 茜浜緑地
【花火打上数】約 5,000 発

【日
【時

有 料 観 覧 席

５月15日より販売をしている有料観覧席は売り切れ次第終了となります。当日販売はありません。申込は、有料観
覧席申込書（実行委員会事務局で配布、習志野市ホームページに掲載）に必要事項を記入し、実行委員会事務局へ FAX ま
たはメールをしてください。なお、販売状況については、習志野市ホームページで御確認ください。
FAX：047(453)2020 メール：kiratto-hanabi@jcom.zaq.ne.jp
習志野 有料観覧席販売状況

場

子ども広場
連合町会テント

関係団体
コーナー

所

消防庁舎裏

主なイベント

間

⃝バザーコーナー

9：00〜21：00

⃝新京成ミニ電車コーナー

9：30〜17：00

⃝ものつくり体験講座

パレード順路

時

検索

10：00〜16：00

地震体験車

間交流コーナー

駐輪場

きらっと
ステージ

ルメコーナー

バザーコーナー
ものつくり講座コーナー
ミニ電車

パレード順路

消防庁舎

パレード
待機場所

口
入
出
場
会

駐輪場

※駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。
※会場周辺の店舗への駐車は絶対にしないでください。
※当日は、京成津田沼駅南口駐輪場
（1階）
が無料です。
※今年は市役所通りの交通規制・バスルートの変更は行いません。
※内容・時間は変更する場合があります。

習志野市民まつり実行委員会事務局
習志野市鷺沼 2-1-1 ☎
（453）9289

はしご車
乗車体験
きらっと君

場
ご当地キャラ

祭

ナラシド♪

祭

所

消防庁舎前

主なイベント
⃝はしご車乗車体験・雲竜水散水車

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！

時

間

10：00
12：00
14：00
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習志野商工会議所

あじさい共済 加入者限定

「厳選 夏のプレゼント」を実施！
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、
「夏のプレゼント」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についても、ぜひこの機会に加入を
ご検討ください。

▪当選数 25事業所
▪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 ７月 25日㈬ 必着
▪発 表 当選事業所は、商工習志野８月号
（８月10日発行）で発表します。
▪問合せ 経営室 掘
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

『 第 30 回 マスターズゴルフ大会 』を開催します
毎年恒例の「マスターズゴルフ大会」を、下記のとおり開催します。快晴の秋に、ゴルフを通して社
内外の交流を深める絶好の機会です。事業者、従業員、ご家族の方など、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。
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）
日

時

場

所

費

用

競技方法
締

切

問合せ

10 月２日㈫ ８時〜 第１組スタート予定

佐倉カントリー倶楽部（佐倉市飯田 1000）
▶プレー費 15,800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）
ローカルルール・新ペリア方式
９月３日㈪まで ※先着 100名
経営室 堀

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！

「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

会員事業所を

ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

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

販売士検定 ２〜３級 ７月14日㈯

簿記検定 １～３級 11月18日㈰

習志野商工会議所

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 経営室 TEL：047（452）6700

納涼囲碁大会参加者を募集
▶日
▶場

時 ７月29日㈰ 13時～
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

将棋教室を開講

▶教 材 所司 和晴 七段著書
▶対象者 小学生以上（大人も可）
▶月 謝 6,000円（１回毎2,000円）
▶入会金 3,000円
▶問合せ 日本棋院津田沼支部
TEL：047（475）5255

お知らせ
キャリアアップ助成金について

有期契約労働者、短時間労働者、派遣
労働者など、非正規雇用者の企業内での
キャリアアップ等を促進するため、正社
員化、処遇改善の取組みを実施した事業
主に対して助成する制度です。
▶助成内容 正社員化、賃金規定等改定、健康
診断制度など、計７コース
※すべてのコースに、助成人数
や助成額の上限があります
▶問合せ 厚生労働省 HP
http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/part_haken/
jigyounushi/career.html

平成31年度 科学技術分野の文部科学大
臣表彰受賞候補者の推薦募集について

文部科学省では、科学技術に関する研
究開発、理解増進などにおいて顕著な成
果を収めた者について、その功績をたた
えることにより、科学技術に携わる者の
意欲の向上を図り、もって我が国の科学
技術水準の向上に寄与することを目的と
する表彰制度を設けています。
候補者としてふさわしい方のご応募・
ご推薦をお待ちしています。
▶表彰の種類
・科学技術賞：開発部門、研究部門、
科学技術振興部門、技術部門、
理解増進部門
・若手科学者賞
・創意工夫功労者賞
▶募集期間 ・科学技術賞・若手研究者賞
平成30年７月11日㈬ まで
・創意工夫功労者賞
平成30年８月28日㈫ まで
▶問合せ 千葉県商工労働部
産業振興課
TEL：043（223）2718

近年日本の伝統文化の将棋が話題に
なっています。どうぞお知り合いの方に
お勧めしてください。
「骨髄移植ドナー休暇制度」について
▶日 時 毎週水曜日 17時30分〜
骨髄・末梢血幹細胞移植は、白血病な
19時まで（月４回）
どの血液の病気を治すための有効な治療
▶講 師 日本将棋連盟・公認将棋普及
指導員のアマ五段・井上 一正 氏、 法です。そのため、ドナーの確保が求め
られていますが、骨髄バンクを介して骨
ヤマダ電機将棋教室講師、
髄・末梢血幹細胞を提供する場合、ドナー
ふなっこ将棋教室ボランティア講師
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は提供後の健康診断に至るまで、５～７
日間程度の通院・入院が必要となり、休
暇等を取得しなければなりません。
「骨髄移植ドナー休暇制度」とは、骨髄・
末梢血幹細胞提供に要する期間を通常の
年次有給休暇等とは別の特別休暇として
取り扱うことで、社員がドナーになった
際の就業上の負担を軽減する制度のこと
です。一人でも多くの患者が骨髄移植を
受けることができるよう、ぜひ骨髄移植
ドナー休暇制度の整備についてご検討く
ださい。
▶問合せ 千葉県健康福祉部 薬務課
TEL：043（223）2614
○日本骨髄バンク HP
http://www.jmdp.or.jp/
○薬務課 HP「骨髄移植ドナー休暇制度の
整備について」
https://www.pref.chiba.
lg.jp/yakumu/kotuzui/
kyuukaseido.html

「男女共同参画に関する事業所調査」へ
のご協力をお願いいたします

次期、男女共同参画基本計画策定の基
礎資料とするため、市内の事業所500社
を対象に「男女共同参画に関する事業所
調査」を実施します。調査対象は平成26
年 経済センサス基礎調査に掲載されてい
る事業所から無作為抽出して、郵送配布
により行います。
調査結果は、報告書を作成し市ホーム
ページ等にてお知らせします。対象と
なった事業所の皆様はご協力をお願いい
たします。
▶実施期間 ７月24日㈫ ～８月10日㈮
▶問合せ 習志野市 男女共同参画センター
TEL：047（453）9307

平成31年度 日本大学生産工学部
事業承継者等推薦入学試験について

日本大学生産工学部では、親族等が営
む企業の経営者を目指す者、もしくは、
将来、親企業経営の道を志す強い意志の
ある者を対象とした推薦入学試験を行っ
ています。
▶出願期間 11月26日㈪ ～11月30日㈮
▶試験日 12月８日㈯
▶合格発表日 12月17日㈪
▶試験会場 生産工学部津田沼キャンパス
（習志野市泉町1-2-1）
▶問合せ 日本大学生産工学部入試センター
TEL：047（474）2246

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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習志野商工会議所

さきたに内科・内視鏡クリニック
" 駅から近い内科クリニック "
津田沼駅南口より徒歩２分のユザワヤビルにある
『さきたに内科・内視鏡クリニック』は、地域の皆様
のかかりつけ医として親身な診療を心掛けていま
す。当院は、消化器内視鏡の専門医として、鎮静剤
を用いた苦しくない胃カメラや、つらくない大腸カ
メラを行います。その他にも風邪や頭痛腹痛、人間
ドックの異常値、生活習慣病など、総合内科専門医
の院長に何でもお気軽にご相談ください。

HP QRコード

住所：谷津 7-7-1 ロハル津田沼４階 院長：崎谷 康佑さん
TEL：047（470）5155
診療時間：月・火・木・金 ９時 〜12 時、14 時 〜18 時 土 ９時 〜13 時
定休日：毎週 水・日曜日、祝日 HP：http://sakitani-clinic.com/

マイ暮らす 東習志野店
" お客様の生活を
徹底サポートいたします "
『マイ暮らす』は、お仕事がお忙しい方や家事が苦
手な方、体力的に家事がつらいという方など、ひと
り１人に合わせて様々な家事をお手伝いする、家事
代行サービス業者です。お客様に合わせた質の高い
サービス、徹底した守秘義務や責任保障など安心し
てご利用いただけます。初めてご利用になる方はお
試しプランとして、２時間 4,600円（税抜き）でご提
供しています。お気軽にご利用ください。

HP QRコード

住所：船橋市習志野台 8 -27-11 店長：田中 美絵さん
TEL：0120（553）539 営業時間：８時 〜18 時
定休日：毎週日曜日、祝日
HP：https://www.myclass.jp/area/kanto/chiba/169

キタジサッカースクール 東急スポーツオアシス習志野校
" 元プロサッカー選手による
サッカースクールが８月開校 !! "
元日本代表 FW 北嶋 秀朗 氏と元プロサッカー選
手 MF 大野 敏隆 氏の２人が監修した『キタジサッカ
ースクール習志野校』が８月に開校します。年齢に
合わせて４つのクラスを設け、サッカー技術のほか、
運動能力の向上や精神面での成長を助けるコーチ
ングを行います。サッカーを楽しむことで子どもた
ちが夢を持ち、日々成長できるサッカースクールを
目指しますので、ぜひお問い合わせください。
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なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください

HP QRコード

住所：東習志野 7-7-1 ３階フットサルコート 代表者：小川 健さん
TEL：080（4650）2038 営業時間：月・水・金 15時30分 〜20時
HP：http://www.kitaji-ss.com/

顧問弁護士

渡辺 惇 先生

TEL：047（472）0911

