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津田沼の小路に和菓子屋のような静かな佇まいをみせるパン屋さん。
三人程が入るといっぱいになる小さな店内には、コッペパンやバケットの素朴で柔らかなかおりが満ち溢れています。
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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）

　　 第30回
「マスターズゴルフ大会」を開催

開催

　毎年恒例のマスターズゴルフ大会を今年も下記のと
おり開催します。事業主の方はもちろん、従業員の方や
ご家族などお誘いのうえ、奮ってご参加ください。
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　新ぺリア方式・ローカルルール
定　員　先着100名
問合せ　経営室  堀

 
 

開催　　　 青年部主催
未来の出会いをお手伝い！

「第８回恋活パーティー」を開催 
 

　11月17日㈯、青年部（冨 昭浩 会長）では、後継者・従業
員の方等の縁結びを通じて「事業継承問題」等への貢献
を目的とした恋活パーティーを開催します。毎回募集人
数を大きく上回る人気事業となっており、昨年は、12組
のカップルが成立し大盛況のうちに幕を閉じました。お
いしい料理と共に貴方の素敵な出会いをお届けします。
日　時　11月17日㈯  16時〜18時30分
場　所　ホテル ザ・マンハッタン
費　用　男性：６千円　 女性：４千円
参加資格　24歳〜45歳までの独身者で当所会員の経営者、
　　　　従業員、その家族及び市内、近隣に在勤・在住の方
定　員　100名（男女各50名、定員を超えた場合は抽選）
問合せ　青年部事務局  浅利

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　建設業部会
「行政との研修会・懇談会」を開催

　 報告

　８月１日㈬、建設業部会（田久保 浩一 部会長）は、建
設に関する情報収集や交流を目的とする「行政との研修
会・懇談会」を開催しました（参加者40名）。研修会では、
講師の習志野市担当職員より、『習志野市のシティセー
ルス』、『大久保地
区公共施設再生事
業』について説明
をいただき、参加
者は本市の現状や
今後の方針などに
ついて、終始熱心
に耳を傾けていま
した。

　　   これが日本のおもてなし！
「文化交流夏まつりin習志野」を開催

　 報告

　第16回WBSC世界女子ソフトボール選手権大会にあ
わせ、８月３日㈮〜５日㈰の３日間（※７日㈫・８日㈬は
荒天の為中止）、習志野市第一カッター球場隣の多目的
広場で、『文化交流夏まつり
in習志野』を開催しました。
　当日は訪日外国人向けに、
浴衣の着付け体験や和太鼓
演奏・盆踊り体験、屋台の出
店など、日本の伝統的な夏ま
つりを体験してもらうイベ
ントを実施し、好評のうちに
幕を閉じました。

　　　日商珠算検定１級
満点合格者の唐沢しほさんを表彰！
　 表彰

　当所では、８月30日㈭、第213回珠算能力検定（６月24
日施行、日本商工会議所・習志野商工会議所主催）の１級
満点合格者表彰を行いました。表彰されたのは、習志野
市内在住の唐沢しほさん（中学３年生、小倉珠算学院）。
　１級の満点合格は、当該検定の最高峰と言える極めて
優秀な成績で、表彰状を手にした唐沢さんは、「中学最後
の機会で、目標の１級満点をとれてうれしいです。」と話
していました。今回の満点合格者は、全国で32名、県内
では唯一１名という結果でした。おめでとうございます。

賞状を受け取り笑顔の唐沢しほさん（中央）と小倉先生（右）

　　　　 習志野青年会議所
「ホットドックで379.892m」

　 お知らせ

　８月19日㈰、（公社）習志野青年会議所が創立45周年を
記念して、「習志野ソーセージ」を使ったホットドッグで
長い列をつくるイベント
を開催しました。当日は、
親子連れなど70組 約220
名が参加し、市庁舎の階
段型多目的スペースに
ホットドッグ2,400個を
連ね、379.892メートルの
記録で非公式の「日本一」
を達成しました。研修会の様子

浴衣を着用した
訪日外国人の来場者

多くの方が参加し、
「日本一」になりました
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　習志野商工会議所　2018.9.10

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

中小企業支援室
☎047（452）6700問合せ

津田沼駅周辺 商業エリア会 場

日 時

会 場

問合せ

10月27日土・28日日
午前10時～午後５時日 時 10月13日土・14日日

［予備日：20日土・21日日］
午前11時～午後８時（14日は午後７時まで）

習志野ドイツフェア
2018

　秋の恒例イベント「習志野ドイツフェア」
を開催します。 当日はご当地グルメの習
志野ソーセージをはじめ、ドイツビールや
ワインとともに市内の飲食店自慢のグルメ
も堪能いただけます。皆様のご来場お待ちしています。

　習志野商工会議所と
JR津田沼駅周辺の商
店会、大型店、千葉工
業大学等による大型
連携イベント「津田沼 
Halloween PARTY」
が開催されます。

　ハロウィンパレードやお菓子がもらえるスタンプラ
リー、工作教室などの小さいお子様が楽しめるイベント
が盛りだくさんです。皆様のご来場お待ちしています。

　　　　 「西日本豪雨災害
義援金」へのご協力のお願い
　 お知らせ

　（一社）千葉県商工会議所連合会では、平成30年７月に
発生した西日本豪雨で被災された方々の支援や被災地
の復旧・復興に役立てていただくため、被災地３県（広島
県、岡山県、愛媛県）に向けた義援金の寄付を行います。
　会員の皆様におかれましては、本趣旨をご賢察の上、
何卒ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

金　額　１口  1,000円
振込先　【口座】千葉銀行中央支店  普通預金 4392689
　　　　【名義】平成30年７月西日本豪雨災害義援金　
　　　　 一般社団法人千葉県商工会議所連合会
取扱期間　平成30年９月28日㈮まで
＊千葉銀行以外の金融機関からのお振込みには、通常の
　振込手数料がかかります。
＊本義援金は、所得税法 第78条第２項第１号及び法人
　税法第37条第３項第１号の「国又は地方公共団体に対
　する寄附金」に該当します。

津田沼公園（モリシア津田沼前）
JR津田沼駅南口より徒歩２分

習志野ドイツフェア2018 実行委員会
（習志野商工会議所内） 
☎047（452）6700

ホームページURL変更のお知らせ ９月１日より、当所ホームページ及び 習志野グローバルものづくりガイドの
常時SSL化（通信を暗号化するセキュリティ対策）に伴い、URLが変更となりました。

【変更前】http://www.narashino-cci.or.jp ➡【変更後】https://www.narashino-cci.or.jp

【変更前】http://guide.narashino-cci.or.jp/ja/ ➡【変更後】https://guide.narashino-cci.or.jp/ja/

▊習志野商工会議所 HP

▊習志野グローバルものづくりガイド HP

  津田沼
Halloween 
  PARTY
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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（８月31日現在）。無担保・無保証人］

日常に潜む「もしも」に備える！

習志野商工会議所 保険制度のご案内
　商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保（リスクの移転）および同会員の従業員な
どの福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入
いただける団体保険制度です。

※そのほか、経営者・従業員のための自助努力による医療保障、生活保障、財産形成などのニーズに
　お応えする各種プランもあります。詳しくはお問い合わせください。

⃝一年更新で医師の審査なし、余剰金があれば配当金があります
⃝医師の審査が必要なく、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

幅広い保障で、業務上・業務外問わず、役員・従業員の備えることができる
保険です。

おすすめポイント！

⃝掛金は、従業員一人につき月額１千円〜３万円まで設定可能
⃝事業主負担の掛け金は全額損金または必要経費
⃝新規加入する場合、以前から勤続している従業員の過去勤務期間の通算の取扱も可能

おすすめポイント！

独力では「従業員のための退職金制度」の整備が困難な中小企業を支援するための制度で、
従業員に支払う退職金を毎月定額の掛金を支払い、計画的に積み立てることができます。

おすすめポイント！

事業活動の様々なリスクに対する補償を一本化して加入できるので、補償内容の
重複や漏れを解消することができます。

⃝会員事業所を取り巻くリスクに対する補償を一本化して加入可能
⃝賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、施設、業務遂行等）のリスクを総合的に補償
⃝災害（火災、風災、水災、雪災、地震等）に遭った際の休業損失を補償

おすすめポイント！

外部からウイルスなどの攻撃や過失、委託先、内部犯罪などによる情報漏えい
による経済的損失に備えることができます。

⃝個人情報や企業秘密の生産方法等、公然と知られていない特定の事業者に関する情報も補償
⃝使用人等の犯罪リスクにより被る損害も補償　　⃝標的型メール訓練システムを提供

特定退職金共済制度

生命共済制度（あじさい共済）

ビジネス総合保険制度

情報漏えい賠償責任保険制度
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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！

　当所では９月～10月を振興月間と位置づけ、集中的に経営課題を解決する
お手伝いをしています。お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお申し込
みください。

※11月に日本政策金融公庫 融資担当者による「金融（融資）相談会」、税理士による「弥生会計セミ
　ナー（入門編）」を予定しています。詳しくは10月号会報にてお知らせします。

習志野商工会議所相談会＆セミナーを開催

★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

「労務セミナー」
助成金を活用してパート社員の満足度を

高め生産性を上げる方法

㈱帝国データバンク千葉支店
矢萩 正輝 氏
社会保険労務士
髙橋 良昌 氏

10月２日㈫
午後２時～４時30分 30名

「最新キャッシュレス入門セミナー」
”キャッシュレス”の可能性、

”現金しか使えない”の危険性

㈱NIPPON PAY
代表取締役  高木  純 氏

10月５日㈮
午後１時30分～３時 40名

「ハッピー福祉塾」
福祉分野で起業・活躍を目指す方

介護福祉士、医師、
社会保険労務士 他

10月14日㈰
※全７日間 30名

「合格するための商業簿記仕分け
チェックセミナー」

第150回 日商簿記検定３級受験者対象
※TAC津田沼校と共催で開催

TAC簿記検定講座担当
松本 維士 氏

10月21日㈰
午後１時30分～５時 50名

「飲食店繁盛セミナー」
売上・利益アップ手法イロイロ

（一社）フードアカウンティング協会
相談員  遠山 景子 氏

10月22日㈪
午後２時～４時 20名

★専門家による「無料経営相談会」（※一部有料） 秘密厳守

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

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

９月18日㈫
午前10時～午後４時

予約制

許認可・公文書
◎会社設立  ◎許認可申請

行政書士 9月21日㈮
午後１時～４時

技術・研究開発 大学教授 随時（事前予約）

店舗診断
◎店舗内外観  ◎商品構成、価格

中小企業診断士 随時（事前予約）
（※会員３千円／一般１万５千円）

頑張る経営を全力でサポート！
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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　珠算検定  １〜３級 段位  10月28日㈰　　簿記検定  １〜３級  11月18日㈰

　当所では、会員事業所で働く方々の健
康の維持増進を目的に秋の巡回健康診断
を実施します。事業主の方をはじめ従業
員の方も受診できますので、まだ受診が
済んでいない方はぜひご利用ください。

乳がん検査、前立腺がん検査、大腸がん検査、じん肺検査
※オプションのみの受診も可能

最大で2,000円割引（1口1,000円割引、2口以上2,000円
割引）となりますので、ぜひご利用ください。

❶胸部X線撮影、身長、体重、視力、聴力、内科診察、BMI、血圧、検尿（血糖、蛋白、ウロビリ、潜血）、腹囲（C、Dコースのみ）
❷貧血検査（赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット）
❸労働法令血液検査、肝機能（GOT、GPT、γ-GTP）、血中脂質（LDL、HDL、中性脂肪）、貧血（赤血球、白色素）、血糖検査
❹心電図検査（心疾患関係の検査）

☆基本コース

★オプション ☆あじさい加入者限定

日 時　10月29日㈪ ９時～11時　  問合せ　経営室  水見

会 場　習志野商工会議所　（※詳細は折込チラシをご参照ください）

あじさい共済加入者最大2,000円割引！

秋の巡回健康診断

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を９月18日～11月30日に実
施いたします。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。

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

【問合せ】  経営室  ☎047（452）6700
※「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。

秋季リーグ
オービックシーガルズ

初戦見事勝利！
　８月26日㈰、「オービックシーガルズ」のアメリカンフット
ボールXリーグ2018秋季リーグ開幕戦が第一カッターフィー
ルド（秋津）で開催され、BULLSフットボールクラブに見事90
対3で勝利し、白星発進となりました。この勢いのまま年末の

「JAPAN Ｘ BOWL」への出場を目指し、習志野市一丸となって
応援しましょう！

シールズ.EXE
地元習志野大会
 準  優  勝
　８月25日㈯、３人制プロバスケットリーグの公式戦

「3×3.EXE PREMIER」が、初めて習志野（新習志野駅前）
で開催されました。習志野に本拠地をおく「シールズ
.EXE」は地元の熱い声援を受け、北日本カンファレンス
Round.8で準優勝し、９月15日㈯・16日㈰（大森ベル
ポート会場）に行われるプレイオフ進出を決めました。
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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

みんなで囲碁入門参加者を募集中！
▶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　無料
▶定　員　各15名
▶対　象　これから囲碁を覚えたい方、
　　　　　少し知っている方
▶内　容　囲碁のルール、簡単な詰碁、
　　　　　九路盤で実際に対局してみる
▶日　時　９月29日㈯ 10時～11時30分
　　　　　９月30日㈰ 10時～11時30分
▶講　師　囲碁教室講師
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
先端設備等導入計画（生産性向上特別
措置法）の活用について
　国では、今後３年間を集中投資期間と
位置づけ、市区町村から「先端設備等導
入計画」の認定を受けた中小企業の設備
投資に対して、各種の支援措置を講じて
います。

【支援措置】
①新規取得設備の固定資産税を最大３年
　間ゼロ

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

＊中小企業基本法上の中小企業で、資本
　金１億円以下の法人等（大企業の子会
　社を除く）に限る
②各種補助金への優先採択
＊対象となる補助金：ものづくり・サー
　ビス補助金、持続化補助金、サポイン
　補助金、IT補助金
▶問合せ　関東経済産業局 中小企業課
　　　　　TEL：048（600）0321

平成30年度「千葉ものづくり認定製品」
の公募について
　県では、中小企業が開発・製造する優
れた製品や独創的な製品を「千葉ものづ
くり認定製品」として認定し、広く情報発
信するとともに、製品の販路開拓を支援
しています。この度、平成30年度の「千
葉ものづくり認定製品」の公募を行いま
すので、ご応募ください。
▶受付期間　８月１日㈬～９月28日㈮ 必着
▶応募資格　県内に本社又は事業所を有
　する中小企業であり、製造業又は情報
　通信業に該当する事業を営む者で、暴
　力団排除に関する欠格事由に該当せ
　ず、法令又は公序良俗に反する若しく
　はそのおそれのあることが認められ
　ないこと。
▶主な支援内容
　⑴「千葉ものづくり認定製品」の認定証交付
　⑵千葉県ホームページに認定製品を掲
　　載し、全国へ情報発信
　⑶認定製品を紹介するガイドブックの
　　作成・配布
　⑷県及び（公財）千葉県産業振興センタ
　　ーが行う展示会・商談会など販路開
　　拓のための様々な支援
▶問合せ　千葉県商工労働部 産業振興課
　　　　　TEL：043（223）2718

平成30年度 後期技能検定を開催
　技能検定は、労働者の有する技能を一
定の基準で検定し、これを公証する国家
検定制度です。技能者の技能習得意欲の
増進、技能の向上、産業の発展に寄与す
ることを目的として、職業能力開発促進
法に基づき、年２回実施されています。
▶試験日　12月３日㈪～平成31年２月
　　　　　17日㈰の間の指定する日
▶受付期間　10月１日㈪～12日㈮
▶職　種　建築大工、配管、和裁、
　　　　　菓子製造他（50職種65作業）
▶合格発表　平成31年３月15日㈮
▶問合せ　千葉県職業能力開発協会
　　　　　技能検定課
　　　　　TEL：043（296）1150

平成30年度後期
ビジネス・キャリア検定試験を開催
　ビジネス・キャリア検定試験は、厚生労
働省が定める職業能力評価基準に準拠
し、職務を執行する上で必要となる知識
の習得と実務能力の評価を行うことを目
的に、年２回実施されています。
▶試験日　平成31年２月17日㈰
▶受付期間　10月９日㈫～12月14日㈮
▶試験分野　人事・人材開発・労務管理、経
　　　　　理・財務管理 他（８分野43試験）
▶試験会場　千葉商科大学
▶問合せ　千葉県職業能力開発協会
　　　　　総務企画課
　　　　　TEL：043（296）1150

障害者手帳をお持ちの求職者へ
　障害者雇用の促進を図るため「障害者
雇用促進就職面接会」を開催しますので、
積極的にご参加ください。
▶日　時　10月18日㈭ 13時～16時
▶場　所　船橋市役所 11階 大会議室
▶問合せ　ハローワーク船橋専門援助部門
　　　　　TEL：047（431）8287

行政書士制度広報月間街頭キャンペーン
「行政書士による無料相談会」を開催
　千葉県行政書士会葛南支部では、本年
度も行政書士制度広報月間街頭キャン
ペーンとして、相続・遺言・各種許認可等
くらしの中の身近な手続きごとについ
て、無料相談会を開催します。
▶日　程　10月６日㈯
▶会　場
  ⃝JR津田沼駅 自由通路（13時～14時30分）
  ⃝JR船橋駅 北口デッキ広場、JR南口
  船橋フェイス連絡通路（13時～15時）
▶内　容　相続・遺言・各種許認可等に
　　　　　関する相談
▶問合せ　千葉県行政書士会 葛南支部
　　　　　TEL：047（339）6671

「木下大サーカス」柏公演開催のお知らせ
　この度、13年ぶりに「スーパーミラク
ルイリュージョン☆木下大サーカス」柏
公演を行います。たくさんのご来場お待
ちしております。
▶日　程　９月15日㈯～11月26日㈪
　　　　　（実公演60日）
 ※休演日：毎週木曜日、９月19日㈬、
 　　　　 10月17日㈬、11月14日㈬
▶場　所　セブンパークアリオ柏特設会場
▶問合せ　木下大サーカス柏公演事務局
　　　　　TEL：04（7162）0009
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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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　平成元年に開業した花店フローラ イズミヤは、
良品を廉価で提供することをテーマに、30年間地
域の皆様に支えられてきました。そして今年３月、
花店の隣に『プラス・イズミヤ不動産』を開業しまし
た。親切なスタッフが、皆さまに満足していただけ
る家や貸店舗をご紹介します。花店同様、皆さまに
愛され、共に歩み、楽しくオープンなお店を目指し
ますので、どうぞよろしくお願いします。

プラス・イズミヤ不動産

" 新たに不動産店を開業しました"

地図 QRコード

ラ・シェットM

住所：谷津 4-5-18　代表者：平山 純子さん
TEL・FAX：047（453）8739　営業時間：10時〜17時
定休日：水曜日、第１・３木曜日

住所：谷津 7-8-7 AOYAGIビル１階　代表者：三木 久明さん
TEL：047（476）6619　営業時間：【ランチ】（日・祝）12時〜15時
ラストオーダー 13時30分　【ディナー】（火〜土）18時〜24時
ラストオーダー 23時　（日・祝）18時〜23時 ラストオーダー 22時
定休日：月曜日、第１・３火曜日（祝日の場合営業、翌日代休）
HP：http://lassiette-m.com/

　『ラ・シェットM』では、和伝統的なフランス料理
から現代的な創作フレンチまで絶品料理をご堪能
いただけます。３種類のフルコースと50種類のア
ラカルトをご用意しているので、お一人様からデー
ト、大切な接待まで幅広くお使いいただけます。ウ
ォークインセラーに用意した約250種類の厳選した
国産ボトルワインと共にお楽しみください。
姉妹店：プティ・ラ・シェット（谷津 1-13-10）

"旬の食材を使用した
絶品フレンチをご堪能ください"

　『エル・マジェスタ』では、和楽器と洋楽器がコラ
ボした「和奏女子楽団ウーマンオーケストラ」を筆頭
に、イベントや企業パーティーなどで年間100本以
上の生演奏を行います。「会いに来るアーティスト」
として、最大20名の音楽家がご希望の楽器・衣装で
お好みの曲を演奏しにお客様のもとへ伺います。
メディア実績：テレビ神奈川「NEWS 930」、
　　　　　　 週刊AREA、週刊ホテルレストラン他

" 完全オーダーメイドの演出で、
一期一会の音楽を届けます "

㈱エル・マジェスタ

住所：港区西麻布 4-4-3　代表者：阿部 志織さん
TEL・FAX：03（6427）9542　営業時間：９時〜17時
定休日：不定休　HP：http://el-majesta.com

HP QRコード

HP QRコード


