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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！

ルズをはじめとする地元スポーツチームを積極的に支
援し、地域に夢と誇りを持てるまちづくりに尽力してま
いります。
　また、2020年に開催される東京オリンピック・パラリ
ンピックにつきましては、その一部競技会場となる幕張
メッセ周辺の交通渋滞や物資輸送経路の変更等が心配
されることから、周辺の企業活動に影響のないように千
葉県に要望書を提出しておりますが、引き続き早期の情
報提供を求めてまいります。
　結びに、会員の皆さまの更なるご理解とご協力をお願
い申し上げますとともに、平成から新しい年号へと移り
変わる本年が、皆様にとりまして夢のある素晴らしい年
になりますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

「あしたのハーモニーが
響くまち 習志野」を全国に

習志野市長  宮本 泰介
　あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、希望に満
ちた輝かしい新年をお迎えのこと
とお喜び申し上げます。また、「平
成」として最後のお正月となり、例
年に増して感慨深さも感じられて
いることと存じます。
　昨年、貴会議所におかれまして
は、中小企業の活力強化はもとよ

り、WBSC世界女子ソフトボール選手権大会の市内開催に
合わせた訪日外国人向けの「文化交流夏祭りin習志野」
の開催や、市を代表するご当地グルメ「習志野ソーセー
ジ」の新作「スモークウインナー」の発表、学校給食にも取
り入れていただくなど、新しい取り組みを積極的に展開
され、地域経済の発展・振興に大きく御尽力をいただき
ました。深く感謝申し上げます。
　本市におきましては、谷津干潟のラムサール条約登録
25周年を契機とした市民参加による事業が活発に行わ
れ、学校音楽においてはマーチングの全国大会で大久保
小学校、第二中学校、第四中学校、習志野高校が４校同
時に２年連続金賞を受賞しました。習志野市出身の千
葉ロッテマリーンズ福浦選手は2000安打の偉業を達成し、
これら全ての機会において市内は大いに賑わいました。
　あわせて、多くの人に習志野市に関心を寄せていただ
くためのブランドメッセージ（キャッチフレーズ）とし
て、「あしたのハーモニーが響くまち 習志野」を打ち出

新しい年号へと変わる年、
地域唯一の総合経済団体として

習志野商工会議所  会頭  白鳥 豊
　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、すこや
かに新年をお迎えのことと、心か
らお喜び申し上げます。
　年頭にあたりまして、会員事業
所の皆さまにご挨拶を申し上げま
すとともに、旧年中に賜りました
習志野商工会議所への心温まるご
支援に、厚くお礼申し上げます。

　昨年の世界経済は、拡大傾向を維持しながらも、長期
化が予想される米中貿易関係の激化や、英国のEU離脱
交渉の行方などからユーロ圏の景気減速が懸念される
など、先行きについて油断できない状況でした。我が国
においても、比較的順調な成長を続けておりますが、財
政や社会保障制度に対する将来への不安からか、個人消
費の動きは依然として力強さを欠くほか、中小企業の人
手不足や経営者の高齢化が引き続き深刻な問題となり
ました。
　そのような中、地域唯一の総合経済団体である商工会
議所の一番の使命は、「商工業の活性化である」というこ
とを肝に銘じ、多くの人々の仕事と暮らしを支えている
地元の商店や中小企業の皆さまが、将来に希望を持っ
て取り組んでいける経営環境づくりに、地に足をつけて
しっかりと対応していくとともに、以下に重点をおい
て、これまでの実績やネットワークを最大限に活かした
商工会議所ならではの幅広い支援に努めてまいります。
　深刻化している人手不足に対する雇用対策や後継者
不足等の経営課題につきましては、「創業期」「成長期」

「事業承継期」といった企業の成長や成熟度に合わせた
形でのサポート体制に力を入れるとともに、AIやキャッ
シュレス化など情報技術革新を活用した生産性の向上
策にも積極的に取り組んでまいります。
　本年10月に予定されている「消費税率の引き上げ」「軽
減税率制度の導入」につきましては、経済環境への配慮
や円滑な価格転嫁の実施などに万全を期してもらうよ
う、継続して国に働きかけるとともに、習志野市や関係
機関と連携して周知・広報支援を強化し、皆さまからの
ご相談にお応えしてまいります。
　地域活性化も商工会議所が果たすべき大切な役割で
すので、ご当地グルメとしての習志野ソーセージをこれ
まで以上に全国にPRしていくとともに、「スポーツで街
を元気に」をテーマに、阿武松部屋やオービックシーガ

年頭所感
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し、ロゴマークとともに発信しました。
　市民の皆様に愛着を持って住んでいただくとともに、
市外・県外の方々に「住んでみたい」と感じていただき、
さらなる成長を習志野市にもたらすべく、「習志野ブラ
ンド」とともに全国へ魅力を伝えています。
　現在、少子超高齢化が進展する中、本市においても総
人口の減少が目前に迫っております。このような時代
にこそ、あらゆる手立てで地域の活力を喚起し、経済循
環を活発にしていくことが必要であります。
　産業界に目を向ければ、中小企業を取り巻く全国的な
課題として、経営者の高齢化や人材不足などが課題と
なっており、市を挙げてこれらに対応していかなければ
なりません。事業者への情報発信、各種相談、経営支援
の強化が重要となってまいります。
　本年も貴会議所との強い連携、コラボレーションによ
り、中小企業の支援や地域産業の育成に取り組み、まち
の活性化に邁進してまいります。御支援、御協力を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
　結びに、貴会議所会員の皆様の御多幸と御健勝を心か
ら祈念いたしまして、新年の御挨拶といたします。

日本経済の持続的成長の実現に向けて
日本商工会議所  会頭  三村 明夫

　明けましておめでとうございます。
　平成31年の新春を迎え、謹んでお
喜び申しあげます。
　各地商工会議所の皆さまにおか
れましては、各地域の経済の発展、
また日本商工会議所の諸事業に対
して、日頃から一方ならぬご支援・
ご協力を賜り、年頭に当たり厚く御
礼申しあげます。

　世界経済は、IMFによれば、2018年の経済成長率はプラ
ス3.7％を維持するものの、2019年の見通しはプラス3.9％
からプラス3.7％に下方修正されました。これは、主に米
国の保護主義的な貿易政策が、米中貿易摩擦などの形で
徐々に具体化してきたことなどを反映したものであり、貿
易摩擦が今後さらに過激化すれば、さらなる下方修正リ
スクもないとは言い切れません。
　一方、わが国の国内情勢に目を転じれば、依然として個
人消費に力強さを欠くものの、経済が引き続き緩やかな拡
大傾向を続ける中で、需給ギャップも一昨年よりプラス
に転じ、賃金も上昇を続けており、もはやデフレではない
状況に達したといえます。今こそ、人手不足・少子高齢化・
低い生産性・地方の疲弊など、わが国の構造的課題の解決
に向け、生産性の向上などのサプライサイドの経済政策
を推し進めるとともに、社会保障の持続可能性の向上と
財政健全化にも取り組むべきであります。
　そうした中、われわれ商工会議所は、地域の経営者に寄
り添いながら、変化の波を新たな成長へとつなげていく動

きを後押しする使命があります。まさに、企業の発展が
地域経済社会の発展につながり、そして日本全体の発展
につながっていくべきであり、商工会議所創立から140年
を経た今こそ、渋沢 栄一翁が述べた「公益と私益の両立」
の原点に立ち返り、自覚も新たに活動すべきであります。
　私もまた、「中小企業に日本の課題が最も早く押し寄せ
る故に、中小企業の課題を解決することが日本経済の成
長に直結するものだ」との信念の下、本年、商工会議所が
取り組むべきものとして、以下の課題を掲げ、重点的に取
り組んでまいりたいと思います。
　１点目は、「人手不足への対応と生産性向上」に向けた
取り組みです。人手不足が中小企業の最大の経営課題と
なっている今、人材の確保・定着や生産性の向上に最優先
に取り組まなくてはなりません。女性・高齢者・外国人な
ど、多様な人材の活用とともに、業務運営の見直しも含め
た働き方改革の推進や、IT・loT、ロボット、AIなど革新的
技術の活用を通じて生産性の向上を図っていく必要があ
ります。商工会議所としても、経営者の「気づき」を促し、
身の丈に合った形でIT・loTやAIを身近な経営改善に活
用いただけるよう、すそ野の広い支援事業を積極的に展
開してまいります。
　２点目は、「中小企業の活力強化と地方創生」への取り組
みです。経営者の高齢化や後継者不足により、地域経済の
基盤である中小企業の廃業数は増加を続けています。昨
年、事業承継税制が抜本拡充されたことをテコに、円滑な
事業承継を支援し、価値ある事業の存続を図るとともに、
新たな創業も促していかなくてはなりません。地域にお
いて中核となる企業の存続と新たな創業は、そのまま地
域の活性化とわが国の成長につながる極めて重要な課題
です。商工会議所は、国の支援施策もフル活用させてい
ただき、地方銀行などの協力も得ながら、引き続き円滑な
事業承継、創業支援に取り組んでまいります。
　３点目は、2019年10月１日に予定されている「消費税率
引き上げ」への対応です。消費税率引き上げ前後の需要変
動に対する平準化対策に関しては、取引価格への円滑な
価格転嫁が大前提であり、そのためには中小事業者への
十分な配慮と支援が必要です。また軽減税率に関しては、
導入まで残り１年を切っている中で、昨年９月時点での日
商の調査によると、多くの事業者が未だ準備に取り掛かっ
ていない状況が明らかになりました。軽減税率は日本と
して初めての経験となりますので、一刻も早く準備を進
めることが必要であり、引き続き国との連携を密にし、広
報活動や事業者からの相談などに取り組み、事業者の円
滑な対応を支援してまいります。
　最後に、今春には天皇陛下がご譲位され、「平成」が終わ
り新しい時代の幕開けとなります。日本商工会議所は「未
来を拓く商工会議所」として、全国515商工会議所のみな
らず、青年部、女性会との連携も今まで以上に強化し、前
述の課題解決に尽力するとともに、企業、地域、ひいては
日本経済の持続的成長の実現に向けて全力で取り組んで
まいります。
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開催　　　 「働き方改革関連法
セミナー」を開催
　当所では、「働き方改革関連法セミナー」を開催しま
す。2019年４月１日から施行される働き方改革関連法の
正しい理解を深めるため、奮ってご参加ください。
日　時　１月21日㈪ 13時〜15時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　①働き方改革関連法の説明
　　　　②労働関係助成金の活用
　　　　③働き方改革推進支援センターの活用
　　　　④個別相談コーナーによるアドバイス
費　用　無料　　定　員　80名
問合せ　千葉労働局 雇用環境・均等室
　　　　TEL：043（306）1860

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 「日商簿記３級試験
直前対策セミナー」を開催
　当所では、TAC津田沼校と共催で、第151回日商簿記
３級試験に向けた直前対策セミナーを開催します。３級
独学者の試験対策として、またこれから簿記を学びたい
方はぜひご参加ください
日　時　２月３日㈰ 13時30分〜17時
場　所　TAC津田沼校（習志野市谷津1-16-1 11F）
内　容　「３級合格に向けた仕訳チェックセミナー」
費　用　無料
問合せ　TAC津田沼校
　　　　TEL：047（470）1831

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 ５商工会議所
「合同ビジネス交流会」を開催

　サービス業部会（布施 國雄 部会長）では、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。地域をこえた事業所同士
の交流や取引の推進、事業拡大の機会となりますので、
奮ってご参加ください。
日　時　２月５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／人  ※１事業所２名まで

締　切　１月16日㈬ まで
問合せ　中小企業支援室（村富）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 2019年 決済手段は
こう変わる！「キャッシュレス
視察研修会」を開催
　商業部会（鈴木 和弘 部会長）、地域・まちづくり委員会

（金子 正 委員長）では、東京オリパラ、増税対策、個店・
商店会運営等の視点から、国内で急速に広がるキャッ
シュレスの情報収集を目的に、先進事例地への視察研修
会を実施します。
日　時　２月21日㈪ ※日帰り
内　容　①「キャッシュレスTech」展示会（東京ビッグサイト）
　　　　②LINE Pay株式会社（本社／新宿）
　　　　③都内商店街（中井商工会／早稲田商店会）
費　用　8,000円程度
定　員　15〜20名程度（貸切バス）
問合せ　中小企業支援室（村富）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 事業承継
「会社のバトンタッチ」個別相談会
を開催
　当所では、「事業承継個別相談会」を開催します。事業承
継についてお悩みの皆様は是非この機会をご利用下さい。
日　時　２月27日㈬ 10時〜16時20分 ※要事前予約
場　所　習志野商工会議所
内　容　事業承継に関する個別相談会
相談員　千葉県事業引継ぎ支援センター 専門相談員
問合せ　中小企業支援室（野手）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

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
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【ご持参いただく書類】
○平成30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 等）
○各種控除証明書（国民年金・健康保険・生命保険・地震
　保険・介護医療保険・小規模企業共済 等）
○印鑑  等  ※配偶者・合計所得金額の資料
相談員　千葉県税理士会 千葉西支部所属税理士
問合せ　中小企業支援室

　　　建設業部会
「視察研修会」を開催

　 報告

　建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、住宅・ビル建築
に必要な建材、住宅設備、管理ソリューションから、次世代
の都市インフラに必要なICTソリューション等が出展する日
本初の総合展『住宅・ビル・施設Week』への視察研修会を
開催しました（参加者11名）。多くの参加者がICTやAIなど
次世代の分野に興味を抱き、熱心に説明を聞いていました。

先端技術を活用した新しいライフスタイルを視察

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  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

お詫びと訂正
　商工習志野12月号に掲載の「田中 重己 氏（小林
刷毛製造所）旭日双光章を受章」の記事に誤りがご
ざいました。心から深くお詫び申し上げるととも
に、下記の通り訂正させていただきます。
ｰ写真下 説明書きｰ

（誤）旭日双光章を受章した小林氏　
（正）旭日双光章を受章した田中氏

開催　　　 習志野商工会議所
「会員交流会」を開催

　当所では、全会員事業所を対象とした「会員交流会」を
下記のとおり開催します。当日は、ライブ演奏会をはじめ
豪華景品のあたる抽選会もお楽しみいただけます。地域
の様々な業種や規模、法人や個人事業者の方が集まる年
に一度の機会ですので、お誘い合わせのうえ、多くの皆様
のご参加をお待ちしています。
日　時　３月５日㈫
　　　　18時〜19時45分（予定）
場　所　ホテル ザ・マンハッタン
定　員　150名
問合せ　経営室（掘）

（※詳細は、同封のチラシをご参照
ください）

　 お知らせ　　　　 平成31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18日㈪

習　志　野
商工会議所

10時〜16時
（昼１時間

休憩あり）

② 2月21日㈭
③ 2月26日㈫
④ 3月 4日㈪
⑤ 3月 5日㈫
⑥ 3月 8日㈮
⑦ 3月12日㈫
⑧ 3月14日㈭

※対象者は事業者に限らせていただきます。

年に一度のお楽しみと
ビジネスネットワークを
広げるためにご活用ください！

◦会議所の役員議員と交流したい
◦経営者仲間の幅を広げたい
◦新しい取引先と出会いたい  など

あのサザンオール
スターズのトリビュート
バンドが返ってくる！
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大相撲観戦チケット（３事業所）

 トリミングサロン ラム／三幸工業㈱／㈲高山写真館

高級国産黒毛和牛（５事業所）

ジョリエブロカント／㈱習志野技工／㈲斉藤空調工業／シナリーER㈱／本田土木工業㈱

ビストロ・ポトフお食事券（４事業所）

 ㈱三橋商店／エス・アール・エス㈲／河合青果／㈱サギヌマ運輸　

習志野ソーセージプレミアム（８事業所）

 ㈲けいようランチ／㈲丸靴店／フラワーショップ花仙／東和製罐㈱／髙橋シューズ
　　／ダンディエンタープライズ㈲／リバティーハウス ガロ／美装清掃管理サービス

※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

クリスマスプレゼント
当 選 者 発 表

　年末に実施した『あじさい共済加入事業所様限定 クリスマスプレゼント』には、多くの
ご応募をいただきありがとうございました。申込総数114事業所の中から、厳正な抽選の
結果、次の方々が当選されました。おめでとうございます。（順不同・敬称略）

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）

習志野商工会議所  会員限定

　当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証を受けられます。

『あじさい共済制度』にご加入ください！

【問合せ】  経営室  ☎047（452）6700

※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㈱

●月額800円〜の掛金で幅広い保障！
●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！

ポ イ ン ト
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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

睦月囲碁大会参加者募集中！
▶日　時　１月27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）
▶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です）
▶　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
▶定　員　80名
▶費　用　2,000円（昼食なし）
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
平成30年度 習志野市危機管理講演会

「備えよう！命を守る防災対策」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

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

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。今年度は防災・震災対策に精通
し、数々の講演実績がある江原 信之氏を
講師にお迎えし、“命を守る”ために必要
な防災対策について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　１月19日㈯ 
　　　　　13時〜14時50分
　　　　　（12時15分開場）
▶場　所　市民会館
▶講　師　（一社）防災機器検査協会
　　　　　会長  江原 信之 氏
▶費　用　無料
▶問合せ　習志野市 総務部 危機管理課
　　　　　TEL：047（453）9211

「中小企業退職金共済制度説明会・個別
相談会」開催のお知らせ
　しっかりとした退職金制度を持つこと
は、優秀な人材の確保や従業員の労働意
欲を高めるためにも重要であり、事業主
と従業員の間の信頼関係の確立にもつな
がります。加入を検討中の方や、退職金
制度の新規導入または見直しをご検討中
の方はぜひご参加ください。
▶日　時　２月18日㈪
　　　　　14時〜16時30分
▶場　所　千葉商工会議所 第２ホール
▶募集人員　50名（新規加入を検討されて
　　　　　いる事業主、企業の人事・労務
　　　　　担当者、社労士、その他関係
　　　　　機関担当者）
▶費　用　無料
▶問合せ　中小企業退職金共済事業本部
　　　　　TEL：03（6907）1234

得するまちのゼミナール
「第３回 ならしのまちゼミ」開催のお知らせ
　「まちゼミ」とは、お店の人が講師とな
り、プロのコツや使い方などを無料で教
えてくれる少人数制のミニ講座です。ぜ
ひご参加ください。
▶受付開始　１月26日㈯〜
▶実施期間　２月１日㈮〜28日㈭
　　　　　※各講座の開催日時をご確認
　　　　　　ください。
▶費　用　無料
　　　　　※講習によって材料費が
　　　　　　かかる講座もあります。
▶開催場所　習志野市内
　　　　　（谷津、津田沼、袖ヶ浦）
▶申込方法　受講希望講座の連絡先に電話
　　　　　にて申込

▶詳　細　https://www.shopland
　　　　　-n.com/
　　　　　◀HP QRコード

▶問合せ　習志野市商店会連合会
　　　　　TEL：047（455）1955

平成30年度 第３回千葉県プロフェッシ
ョナル人材戦略拠点セミナー「経営者の
ための人材活用対策セミナー～離職抑
止と女性活用術～」開催のお知らせ
　千葉県産業振興センターでは、離職抑
止と女性活用に着目し、中小企業の経営
上の不安要素として年々大きくなってい
る、人手不足を解消するための実践的な
対応手法を学ぶセミナーを開催します。
▶日　時　１月24日㈭
　　　　　14時〜16時
▶場　所　㈱ちばぎん総合研究所
　　　　　稲毛分室・セミナールーム
▶対　象　県内の中堅・中小企業経営者
▶募集人員　30名（先着順）
▶費　用　無料
▶詳　細　www.ccjc-net.or.jp/
　　　　　contents_detail/php?
　　　　　co=new&frmld=2472
　　　　　◀HP QRコード
▶問合せ　千葉県産業振興センター
　　　　　TEL：043（299）2903

冶療と仕事の両立支援にかかわる
相談や研修を無料で実施します
　日本人の２人に１人が生涯のうちにが
んになると言われ、実際にがんと診断さ
れた患者のうち約３人に１人が働く世代
です。がんは不治の病から長く付き合う
病気になりました。治療と仕事の両立支
援は事業者にとっても重要です。熟練労
働者を継続的に確保できるほか、働く人
のモチベージョンの向上や職場の環境改
善につながり生産性の向上をもたらしま
す。千葉産業保健総合支援センターでは
労働者・事業者・医療機関の連携を無料
でお手伝いしています。
▶日　時　平日９時〜16時
▶場　所　千葉市中央区中央3-3-8
　　　　　日進センタービル８F
▶対象者　がん・脳卒中・心疾患・糖尿病
　　　　　・肝炎・その他難病を抱える
　　　　　労働者を雇用する企業、 その
　　　　　ような場合の体制を整備して
　　　　　おきたいと考える企業
▶費　用　無料
▶問合せ　千葉産業保健総合支援センター
　　　　　TEL：043（202）3639
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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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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！

　中古物件の売却・買取、リノベーションを行う
『free's Life』は、他社とは違うデザインと施工で新
築以上の付加価値を付けお引渡しをすることで、お
客様に喜んでいただいています。ご自宅の購入を検
討中でしたらぜひご連絡下さい。また、併設のセレ
クトショップでは暮らしを楽しくする雑貨やアパ
レル用品を販売しています。併せてお越しください。
※ショップ  定休日：水曜日、営業時間：10時～16時

" 当社で住まいの選択肢を
広げませんか？"

㈱グリーンランド free’s Life

住所：奏の杜 1-2-6　責任者：小野 勝也さん　TEL：047（479）7030
営業時間：８時時30分～17時30分　定休日：水曜日
HP：https://www.frees-life.com/

HP QRコード

　『ダンケシェーン』はドイツの航空会社で26年間務
めたマスターが営むドイツ居酒屋です。ビアホール
ミュージックが流れる店内では、人気のドイツソー
セージや豚すね肉の塩漬けなどのドイツ料理が並び
ます。ビフトブルガーやトゥーハーといったドイツ
ビール、冬季限定ホットワインと一緒にお召し上が
りください。A／B／C の３種類からお選びいただ
けるランチも人気です。ご来店お待ちしています。

ダンケ・シェーン
"ドイツの雰囲気を感じる

店内でお食事をどうぞ "

住所：船橋市本町 5-1-8 ２階　代表者：大河原 克洋さん
TEL：047（456）8666　FAX：047（456）8666
営業時間：【夜】18時～23時  【昼】10時～16時　定休日：月曜日

地図 QRコード

　新京成電鉄（本社 鎌ヶ谷市）では、11月26日から、映画「ドラゴン
ボール超 ブロリー」（大ヒット上映中）とのコラボレーション企画とし
てフルラッピング電車「ドラゴンボール超（スーパー）ブロリー電車（ト
レイン）」を運行しています。また「ドラゴンボール超 ブロリー公開記
念乗車券」を、新京成24駅中７駅で限定5,000部販売中です（無くな
り次第終了）。チケットには、映画に登場するキャラクターと７種類
のドラゴンボールがデザインされていて、全種類集めると何か願いが
かなうかも★
問合せ▶▶▶ 新京成電鉄 お客さま案内番号　 TEL：047（389）1249
Ｈ　Ｐ▶▶▶ https:www.shinkeisei.co.jp/

五
ご

香
こう

駅

四星球
孫悟空ver

映画「ドラゴンボール超
スーパー

ブロリー」コラボ企画

「ドラゴンボール超
スーパー

ブロリー列
トレ

車
イン

」
運行＆記念切符販売中！

新京成電鉄

HP QRコード

©バードスタジオ／集英社　©「2018 ドラゴンボール超」 製作委員会


