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2018.8.10　習志野商工会議所　

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）

 
 開催　　　 「経営力強化セミナー」
を開催  
 
　当所では、「経営力強化セミナー」を開催します。第一
部ではマーケティングやPR戦略、第二部では会計や財
務についてのセミナーです。この機会にぜひお申し込
みください。
日　程　９月９日㈰ 13時30分〜17時10分
場　所　習志野商工会議所
内　容　第一部 「生き残る経営に必要な舵取りの視点」
　　　　第二部 「企業の経営力強化を目指す会計」
講　師　中小企業診断土　　費　用　無料
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）

開催　　 「ハッピー福祉塾」を開催
　当所では、福祉分野で起業・活躍を目指す方に、現場で
働く先輩たちの知恵と経験をシェアする「ハッピー福祉
塾」を開催します。この機会に奮ってご参加ください。
日　程　10月14日㈰、20日㈯、21日㈰、
　　　　11月３日（土・祝）、４日㈰、10日㈯、11日㈰
　　　　※全日９時30分〜16時
場　所　習志野商工会議所　　費　用　7,000円
定　員　30名　　問合せ　中小企業支援室

　　　建設業部会主催セミナー
「現場で使える！働き方改革」を開催

　 報告

　７月５日㈭、建設業部会（田久保 浩一 部会長）は、庄司 
桃子 氏（それから㈱代表取締役、中小企業診断士）を講師
に「働き方改革」をテーマとするマネジメント研修を開
催しました。当日は18名が参加し、課題やポイントなど、
実際の事例をもとにした解説が行われ、参加者はグルー
プワークを通して生産性の向上が働き方改革につなが
ることなどを学びました。

熱心に受講する参加者

　　   「６商工会議所合同ビジ
ネス情報交流会」で新たな交流
　 報告

　７月12日㈭、浦安ブライトンホテル東京ベイで、サービ
ス業部会（布施 國雄 部会長）主催による、６商工会議所合

同ビジネス情報交流会（習志野、浦安、船橋、八千代、千葉、
東京商工会議所江戸川支部）が開催されました。当日は、
業種を越えた仕事のつながりを求める100事業所が参加
し、各社の事業PRや懇談を通して積極的な交流が図ら
れました。

情報交換・人脈づくりが行われました

　　　夏を彩る
「習志野きらっと2018」を開催

　 報告

　７月15日㈰、第25回市民まつり「習志野きらっと2018」
（習志野市民まつり実行委員会主催）が開催され、猛暑の
中、約58,000人の来場者で賑わいました。
　また、まつりの開催にあたり、多くの皆様からご協賛・
ご協力をいただきました。紙面を借りて心からお礼申
し上げます。

女性会がオープニングパレードに参加しました

　　　　 習志野きらっと花火
大会を開催！（９/１㈯）
　 お知らせ

　９月１日㈯に、「習志野きらっと花火大会」を開催しま
す。本花火大会は、５年ぶりに開催され、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。
日　時　９月１日㈯
　　　　◦18時〜：オープニングイベント「極（きわみ）」
　　　　◦19時30分〜20時30分：花火打ち上げ
場　所　海浜公園および茜浜緑地
花火打上数　約5,000発
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　習志野商工会議所　2018.8.10

　　　　 『あじさい共済』
H29年度 配当金のお支払いについて
　 お知らせ

　加入者の皆様、１年間ありがとうございました。当所
生命共済制度では、おかげさまで無事に１年の決算を終
了しました。

今後とも、あじさい共済をよろしくお願いします。

千産千消を目的として、
千葉県産の豚肉を限定使用した

「習志野ソーセージPREMIUM」が
発売されました。イオン津田沼店ショ
ッピングセンター、イトーヨーカドー津田
沼店のほか、習志野商工会議所窓口にて
販売中！ぜひ、お試しください♪

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

　　　　 「電話de詐欺」の被
害防止を目的とした連携・協力
に関する協定が締結されました

　 お知らせ

　６月28日㈭、習志野市役所で、習志野市、習志野商工
会議所、習志野市連合町会連絡協議会、習志野市防犯協
会、習志野警察署の関係5機関による、「電話de詐欺」の被
害防止を目的とした連携・協力に関する協定の調印式が
行われました。昨年の千葉県内における電話詐欺被害
は1,517件と過去最悪
で、その手口も悪質巧
妙化しています。今
後は被害の防止に向
け、関係機関が連携し
ながら市民が安全で
安心して暮らせるま
ちづくりを推進して
いきます。

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  HP：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

日時

調印式に臨む白鳥会頭
（左から２番目）

　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。

お盆休業のお知らせ

「習志野ドイツフェア2018」
開催決定！

　習志野ドイツフェア2018への出店者を募集します。
出店をご希望される方は、習志野商工会議所のホーム
ページより詳細をご確認いただき、お申込みください。

習志野ソーセージ
PREMIUMを発売！

 2018年10月13日㈯ ～14日㈰ ［予備日：20日㈯・21日㈰］

午前11時～午後８時（14日は午後７時まで）

募集期間　2018年８月10日㈮～22日㈬  午前９時～午後５時
応募方法　習志野商工会議所ホームページより、出店要項を確認後、規定の申込用紙
　　　　にご記入のうえ、FAXまたはメールにてお申し込みください。
　　　　メール：shibasaki@narashino-cci.or.jp
　　　　※申込多数の場合は、実行委員会による選考によって出店者を決定します。
出店料　30,000円（テント、机１台、イス１脚、会場清掃費込）
問合せ　習志野ドイツフェア2018実行委員会（習志野商工会議所内）
　　　　TEL：047（452）6700　 FAX：047（452）6744

会 場　津田沼公園（モリシア津田沼前）

交 通　JR津田沼駅南口より徒歩２分

「習志野ドイツフェア2018」出店者募集！

　習志野ドイツフェア2018実行委員会では、「習志野ドイツフェア2018」を10月13日㈯

～14日㈰に開催することが決定しました。当日は習志野ソーセージをはじめ、ドイツビー

ルやワインとともに飲食店自慢のグルメを堪能いただけますので、ぜひご来場ください。

送金予定日：平成30年８月中

ドイツフェア会場風景

配当率：34.63％
※１年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた
　場合には、配当金としてお支払します。

今年度
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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（７月31日現在）。無担保・無保証人］

3×3 バ
スケットボ

ール

アメリカ
ンフットボ

ール

主将TE#88  安東 純貴 さん
　皆さまの熱い声援で、春シ
ーズンは勝ちきることができ
ました。秋シーズンの開幕戦
はホームゲームのため、ホー
ムの力を追い風にし、日本一
になれる勢いのある試合をし
たいと思います。たくさんの
参戦をお待ちしています。

岩佐  潤 さん
　念願のホームタウン、習志
野で試合を開催します！皆さ
んに 3×3 の魅力を感じても
らえるように、迫力あるエキ
サイティングなプレイを魅せ
られるように頑張りたいと思
いますので、どうぞ応援よろし
くお願いします。

スポーツで習志野を熱くする！！８月25日・26日は…

⬇⇩⬇下記試合詳細⬇⇩⬇  皆さまの応援をお待ちしております！

習志野市に本拠地を置くプロスポーツチームが、８月25日・26日に地元習志野で公式試合を開催します！

SEALS.EXEオービックシーガルズ

　SEALS.EXE（シールズ ドットエグゼ）は、3×3（スリ
ーバイスリ－）バスケットボールを通じて、人々に夢
と楽しみを提供し、心も身体も健康的で明るく楽しく
、習志野市の皆さまと一緒に幸せを感じるクラブを目
指していきます。
2017年 3月　「EALS.EXE」が発足し、プロバスケットボ

ールリーグ3×3PREM,IRE.EXEへ参入決定
4月　公式ファンクラブ BOOSTER CLUB設立
12月　3×3普及のため、シールズカップを開催

 ミッション
・３×３の普及を担い、プロチームとして白熱したGAME
　で熱狂させる
・千葉県習志野市から世界へ向けてファンとともに挑戦する
・地域に根差した、地域密着型のチーム作りを行う
 公式ホームページ
http://www.3x3exe.com/premier/

　オービックシーガルズは、社会人アメリカンフットボー
ルのチームとして習志野市に根差し、愛されてきました。

『選手が主役で勝つ』『改革する』『本気でやる』ことを大
切にし、スポーツを通して地域に貢献しています。通算
7度日本一になるなど、日本屈指の強豪チームです。
1983年　企業内同交会として創部
1993年　㈱オービックをメインスポンサーとして

　「オービックシーガルズ」が誕生
1996年　初の日本一
2005年　３度目の日本一、パーフェクトシーズン達成
2013年　史上初の日本選手権４連覇を達成
2018年　東日本社会人選手権 優勝
 チーム名の由来
青空高く舞い上がるカモメ（seagull）をモチーフにした
 公式ホームページ
http://www.seagulls.jp

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㈰ 10時00分 試合開始
会　場　第一カッターフィールド（秋津サッカー場）
問合せ　オービックシーガルズ運営事務局  ☎047（452）2224

習志野開催ゲーム（round8）
開催日　８月25日㈯  12時00分～18時30分
会　場　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  ☎050（6869）4569

～夢限！千葉から世界へ‼
One for all, All for one～

〜選手より一言〜 〜選手より一言〜

前売りチケット

販売中！
（〜８/24） ワクワクする

フットボールを！



ご存知ですか？ 資格取得のメリット！
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　習志野商工会議所　2018.7.10　習志野商工会議所　2018.8.10

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！

主な検定試験

平成30年度 後期の検定試験

　年間80万人が受験する商工会議所主催の検定試験は、現場で求められる実践的な能力の育成・評価
に役立ちます。多くの企業が昇進や昇格の条件、資格手当の対象としたり、大学・短大等でも、推薦入
試の基準や単位認定の対象とするなど、様々な場所で活用されています。

商工会議所の検定試験

検定名 施行日

日商簿記検定試験 第150回 （1～3級） 11月18日㈰
第151回 （2・3級） 平成31年 2月24日㈰

珠算

第214回 （1～3級） 10月28日㈰第124回 （段位）
第215回 （1～3級） 平成31年 2月10日㈰第125回 （段位）

販売士（リケールマーケティング）検定 第83回 （1～3級） 平成31年 2月20日㈬
ビジネス実務法務検定試験 第44回 （1～3級） 12月 9日㈰
福祉住環境コーディネーター検定試験 第41回 （1～3級） 11月25日㈰
カラーコーディネーター検定試験 第45回 （1～3級） 12月 2日㈰
環境社会検定試験（eco検定） 第25回 12月16日㈰
BATIC（国際会計検定） 第36回 （S1・2） 12月16日㈰

「人材の育成に積
極的」という企業
のイメージアップ
と従業員の能力向
上により生産性も
上がる

企業
のメリット

仕事に対する自信
とモチベーション
の向上、将来への
キャリアアップな
ど、なりたい自分
になれるチャンス

本人
のメリット

日商検定HP
https://www.kentei.ne.jp

詳しくは
こちら！

自分と会社を守る
仕事の法律知識が身に付く
　業務上必要となる法律知識が身
につけられ、企業防衛やコンプライ
アンス意識の向上にも役立ちます。

高齢者や障がい者のための
住環境を提案できる
　医療・福祉・建築についての体系
的な知識と、適切なプランを提案す
る能力を身につけることができます。

ビジネス
実務法務
検定試験

福祉住環境
コーディネーター

検定試験

色彩に関する知識を
理論的に身につける
　色の性質・特性などの知識と、色
の与える心理的効果などを学ぶこと
ができます。

環境社会の知識で
ビジネスに差をつける
　複雑かつ多様化する環境問題に
関する知識を、幅広く身につけるこ
とができます。

カラー
コーディネーター

検定試験

eエ コco検定
（環境社会検定試験）

年間受験者数 約57万人
企業、経済を見る眼が養える
　企業の経営活動を記録・計算・
整理して、経営成績と財政状態を
明らかにする技術を習得できます。

年間受験者数 約１万５千人
「販売のプロ」になれる
　流通業に関する幅広い知識を持
つことで、消費者のニーズを把握し、
利益に貢献することができます。

日商簿記
検定試験

販売士
（リケールマーケティング）

検定試験

東商検定HP
http://www.kentei.org



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　珠算検定  １〜３級 段位  10月28日㈰　　簿記検定  １〜３級  11月18日㈰

会員事業所を
ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

㈱テックエステート 茜浜ホール事務所
お問合せ・ご予約 ［10：00～16：00］

TEL：047（408）0205
FAX：047（452）0170

http://www.akanehama-hall.jp

〒275-0024 習志野市茜浜2-7-2

　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。

『第30回 マスターズゴルフ大会』を開催します

日　時 10月２日㈫ ８時〜 第１組スタート予定
場　所 佐倉カントリー倶楽部（佐倉市飯田1000）
費　用 ▶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）

競技方法 ローカルルール・新ペリア方式
締　切 ９月３日㈪まで  ※先着100名
問合せ 経営室  堀

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　『あじさい共済加入事業所様限定 厳選 夏のプレゼント』
には、総数84事業所の、多くのご応募をいただきありがと
うございました。厳正な抽選の結果、次の方々がご当選さ
れました。おめでとうございます。 （順不同・敬称略）

①御菓子司  梅むら「季の雫セット」
　㈱日興機械、㈲岡野商店、㈱吉水電機工業、
　和食 瀧もと、クリス理容室
②本格ビアパブむぎの家  「ビール（食事）券 2,500円分」
　㈱市古商店、なかだ文具店、㈱グリーンプロダクツ、
　㈱平成美術、㈱津田沼運輸サービス
③菜々の湯  「ペア入湯券」
　㈱菊竹、㈱アイワ、松樹印刷㈲、㈱福富門扉、
　吉谷土木㈱
④習志野ソーセージ
　丸山珠算塾、引野設計事務所、㈱シムズ、栄工業㈱、
　ハニー薬局
⑤オービックシーガルズ  「ペア観戦券」
　東和製罐㈱

※当選事業所の皆様には、追って当選商品を発送させていただきます。

あじさい共済還元事業
「厳選夏のプレゼント」当選者発表！

　習志野商工会議所では会員事業所限定でご加入頂ける
『あじさい共済』を扱っております。お手頃な掛金で充実し
た保障を受けられますので、ぜひご加入をご検討ください。

【問合せ】  経営室  ☎047（452）6700

定期保険（団体型）
（入院給付金災害割増特約・
がん重点保障型生活習慣病

一時金特約付）

習志野商工会議所
独自の給付制度

（各種お見舞金・お祝い金
・助成金制度）

●１年更新で医師の審査なし、
　　　　　余剰金があれば配当金も！
●業務上・業務外を問わず24時間保障
●商工会議所独自の給付制度が充実！

※記載の内容はあじさい共済制度の一部を記載したものです。
　ご加入に当たってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・
　注意喚起情報）を必ずご覧ください。
※引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

ポイント

『あじさい共済』のご案内
習志野商工会議所  会員限定
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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　経営室
　　　　　TEL：047（452）6700

秋の風囲碁大会参加者を募集
▶日　時　８月26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
　◎入賞者は段位免状申請可
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
厚生労働省主催 第３回「働きやすく生
産性の高い企業・職場表彰」について
　人口減少下においても力強い成長を実
現させるためには、労働者一人ひとりの

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

since1971

松樹印刷有限会社 〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼1-15-16  TEL：047（451）2222

株式会社ハセガワ
産業廃棄物中間処理場

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

本　　社：習志野市大久保1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田710

http://www.hasegawa-eco.com/
TEL：047（473）1638

労働生産性の向上を通じて「生産性革命」
を図るとともに、「希望出生率1.8」や『介
護離職ゼロ』を達成できるような職場づ
くり（雇用管理改善）を強力に推進する必
要があります。
　厚生労働省では、労働生産性の向上と
雇用確保・雇用環境の改善を両立させる
企業・職場を表彰（厚生労働大臣賞・職業
安定局長賞）します。
▶申込期間　６月29日㈮～８月31日㈮
▶応募対象　労働生産性向上の取組が図ら
　　　　　れていることと同時に、魅力
　　　　　ある職場づくり（雇用管理の
　　　　　改善）を実現している企業、
　　　　　職場
▶表　彰
　●最優秀賞（厚生労働大臣賞）
　　 …総合的に最も優れた企業・職場
　●優秀賞（職業安定局長賞）
　　 …事例として優れた企業・職場
　●キラリと光る取り組み賞
　 （職業安定局長賞）
　　 …特定分野の事例で優れた
　　 　企業・職場
▶問合せ　公益財団法人 日本生産性本部
　　　　　「働きやすく生産性の高い企業・
　　　　　 職場表彰」事務局
　　　　　http://www.koyoukanri.
　　　　　mhlw.go.jp
　　　　　TEL：03（3511）4006

第16回千葉県障害者技能競技大会（ア
ビリンピック千葉2018）の出場選手を
募集します
　本大会は、障害者が日頃培った技能を
互いに競い合うことによりその職業能力
の向上を図ることを目的としています。
　また、選手の皆さんが真摯に取り組む
姿を、企業や教育機関等をはじめ幅広い
層の方々に見ていただくことによって、
障害者雇用に関する理解と認識を深めて
いただく大会でもありますので、多くの
方々の挑戦お待ちしています。
▶開催日　11月17日㈯
▶申込期間　８月27日㈪～９月28日㈮
　　　　　必着
▶会　場　千葉職業能力開発短期大学校
▶参加費　無料
▶種　目　ワード・プロセッサ、ホーム
　　　　　ページ、喫茶サービス 他
　　　　　計８部門
▶問合せ　独立行政法人高齢・障害・
　　　　　求職者雇用支援機構千葉支部
　　　　　高齢・障害者業務課
　　　　　TEL：043（204）2901

ベンチャークラブちば
「第35回ビジネスプラン発表会」
発表企業募集のお知らせ
　ベンチャークラブちばでは千葉県内の
ベンチャー企業の育成・支援を目的とし
て、今年度もビジネスプラン発表会 ～あ
すのちばを支えるビジネスチャレンジコ
ンテスト～を開催します。発表会では創
造的・革新的な経営を行う意欲的なベン
チャー企業５社に、そのビジネスプラン
を競っていただきます。市場開拓や資金
調達等ビジネスパートナーを求め、新た
な事業展開を図る企業の皆様、是非ご応
募ください。
▶応募期間　７月２日㈪～８月31日㈮
　　　　　必着
▶表　彰
　●ベンチャークラブちば大賞（１社）
　●ベンチャークラブちば準大賞（１社）
　●優秀賞（３社）
　●ベンチャースピリッツ賞
▶問合せ　公益財団法人千葉県産業振興
　　　　　センター 新事業支援部
　　　　　産学連携推進室
　　　　　ベンチャークラブちば事務局
　　　　　http://www.ccjc-net.or
　　　　　.jp/contents_detail.php?
　　　　　co=kak&frmId=1608
　　　　　TEL：047（426）9200

「ワーク・ライフ・バランス推進に関す
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1,000
社を対象に「ワーク・ライフ・バランス推
進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　８月17日㈮～９月５日㈬
▶問合せ　習志野市男女共同参画センター
　　　　　TEL：047（453）9307

「第14回 星まつり」を開催
▶日　時　８月25日㈯ ※雨天中止
▶場　所　谷津遊路商店街
　　　　　（京成谷津駅南口すぐ）
▶内　容　LIVE、すいかわり、ワークショップ等
▶問合せ　谷津遊路商店街
　　　　　TEL：047（451）3744
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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

あ
の
店
・
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の
工
場
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336
No.

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！

　シンガポールやマレーシアなど世界各国にチー
ムを持つ『AHAスイミングアカデミー』は、スイミ
ングのプライベートレッスンをしています。アラブ
ナショナルチーム所属の競泳選手ハムザ氏が率い
るコーチ達が、オリンピック選手だからこそ分かる
コツを伝授し、最短３ヵ月で誰もがキレイなフォー
ムで泳げるように指導します。個人指導だからこそ
的確にできる指導を受けてみませんか？

AHAスイミングアカデミー

　６月22日にオープンした『GOLD PIZZA』には、
イタリアから輸入した窯で焼き上げるピザを目当
てに連日多くの人で賑わいます。直径50cmのモ
チモチな生地のピザは１P 380円から食べること
ができ、また、５種類あるベースピザにトッピング

（18種類）を加えれば、自分好みのピザが食べられ
ます。シェフおすすめは牛ひき肉のピザです。本格
ピザ屋で色んな味をお楽しみください。

"１ピースでお腹いっぱいのピザ!!! "

"オリンピックスイマーによる
プライベートレッスン"

GOLD PIZZA

住所：大久保 1-25-12 ファンタジア第一ビル１階・２階
代表長：川崎 孝介さん　TEL：047（429）8508
営業時間：12時〜14時30分、16時〜22時
定休日：第２・４月曜日、日曜日

地図 QRコード

住所：袖ヶ浦 6-3-11　代表長：ハムザ・エム・エム・アブタハさん
TEL：【日本語対応】070（5561）8101【英語対応】070（2198）6883
MAIL：aha.swimmingcoach@gmail.com
営業時間：８時〜22 時　定休日：不定休
HP：https://www.ahaswimmingcoach.com/

HP QRコード

佐賀料理むつごろう

住所：市川市南八幡 4-14-13　代表者：中島 かおりさん
TEL：070（5027）7350　営業時間：【カフェ】11時〜17時

【居酒屋】17時〜23時（22時30分ラストオーダー）　定休日：日曜日、祝日

地図 QRコード

　今年１月、JR本八幡駅から徒歩４分の場所に『む
つごろう』がオープンしました。昼は佐賀のソウル
フードのミンチ天を挟んだハンバーガーショップ。
夜は居酒屋として、佐賀の地酒の飲み比べやご当地
グルメのシシリアンライス、店名であるむつごろう
の唐揚げがいただける地域の皆様の憩いの場にな
っています。佐賀の特産品販売コーナーを設けるな
ど、佐賀愛に溢れた店にぜひお越しください。

" 佐賀の地酒と佐賀料理 "


