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６月、花嫁のドレスをコーディネートする。
人生の門出の結婚式が、二人の一生の思い出に
なるように･･･。

ブライダルコレクション オズ（津田沼）

Part20場
事仕 の
現



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）

　　　 習志野市特定創業支援事業
「ならしの創業塾」を開催

開催

　当所では、将来の地域社会を担う創業者育成が、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
を入れています。この「ならしの創業塾」（全６回）の修
了者（一定要件有）は、法人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15日㈯、29日㈯、７月６日㈯、27日㈯、
　　　　８月３日㈯　※現場実習 ７月21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
参加費　3,000円（全６回、税込み） ※学生は無料
定　員　30人（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）

　　　 「スタートダッシュ簿記
セミナー」を開催
開催

　当所では、資格の大原と東京商工会議所との共催で、
簿記検定１・２級合格のための「スタートダッシュ簿記セミ
ナー」を開催します。当日は、６月検定の出題分析や今後
の出題傾向なども解説します。ぜひお申し込みください。
日　時　６月30日㈰
　　　　①簿記２級セミナー  13時～14時
　　　　　※簿記３級学習経験者対象
　　　　②簿記１級セミナー  14時30分～15時30分
　　　　　※簿記２級学習経験者対象
場　所　資格の大原  津田沼校（津田沼1-1-1）
講　師　資格の大原  専任講師
申込方法　HPよりお申込み下さい
　　　　https://tsudanuma.o-hara.sc
問合せ　資格の大原 津田沼校
　　　　TEL：047（472）7001

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　 女性会主催セミナー
「シニアの恋愛・結婚の現状と

婚活のあり方」を開催

開催

　女性会（田村 裕子 会長）では、パートナーや配偶者を
求めるシニア独身者を対象に、シニアの恋愛・結婚の現
状や、婚活のあり方等を学ぶセミナーを開催します。ぜ
ひお申込み下さい。

日　時　７月１日㈪ 14時～16時
場　所　習志野商工会議所３階
対　象　55歳以上の独身者、またはその家族
講　師　㈱日本ブライダル連盟
　　　　代表取締役  浅井 正輝 氏
費　用　1,000円
問合せ　女性会事務局

（※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「ビジネス情報交流会」を
開催します。地域と業種を超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11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）
参加費　4,000円（お一人様） ※１事業所２名まで
　　　　（軽食、飲み物あり）
締　切　６月28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）

　　　「ソーセージ＆ビール
フェスティバル」を開催
　 報告

　５月25日㈯・26日㈰の２日間、JR津田沼駅南口の津田
沼公園で「ソーセージ＆ビールフェスティバル」が開催
されました。
　今回は、谷津にお店を構える「むぎの家」や千葉県内の
地ビールが数多く出店したほか、新作「習志野ソーセー
ジ スモークウィンナー」の販売も行いました。
　両日とも天候にも恵まれどのテントにも長蛇の列が
でき、２日間で約１万本のソーセージが売り切れ、大変
賑わいました。

習志野ソーセージに並ぶ長蛇の列
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会員限定

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

　　　「第123回常議員会」を開催　 報告
　５月27日㈪、第123回常議員会が開催され、全７議案
が可決承認されました。（出席22名）

通常議員総会に向け全７議案が可決

　 お知らせ　　　　 「あじさい共済」加入
キャンペーンを実施中！
　当所では、６月末までの１か月間、「あじさい共済」の
加入キャンペーンを実施します。この共済は、会員企業の
経営安定と福利厚生の充実を目的に、少ない掛金で大企
業並みの福利厚生が受けられるメリットの多い制度です。

【特徴／おすすめのポイント】
①１年更新で医師の診査なし
②割安な掛金（月額800円～）で最高250万円（１口の
　場合）の保障
③剰余金があれば配当金として返金
④掛金は事業所の損金（経費）として経理処理が可能

　当所職員がお伺いした際には、是非ご加入を検討いた
だきますようお願い申し上げます。
問合せ　経営室

　　　　　 特別企画
求人情報サイト「ちばキャリ」の
無料利用企業を募集します！

　 お知らせ

　当所では、会員事業所における優秀な人材確保を支援
するため、千葉県に特化した求人サイトを運営する『ち
ばキャリ』と連携し、会員事業所が無料で利用できる掲
載プランを公開します。是非この機会に利用ください。
多くの皆様のご利用をお待ちしています。
問合せ　支援室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　　　 商工会議所の
マル経融資をご利用ください
　 お知らせ

　 限度額　2,000万円
　 利　率　年1.21%（５月30日現在）
　 返　済　運転資金７年以内、設備資金10年以内
　 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）

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

ご来場ありがとうございました

ご関心をお寄せいただきましたら、「ちばキャリ」で検索!!
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.21％で2,000万円まで（5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！

消費税特集
第二弾

  キャッシュレス決済に対しての
ポイント還元事業実施 まであと少し！

ポイント還元事業とは？

導入のメリット

本制度は、中小・小規模事業者に対して、消費税引上げ後の消費喚起等の理由から
①決済手数料の補助　②キャッシュレス決済端末の導入に係る費用の補助をするものです。

　国では、10月に予定される消費税引上げ後の９ヶ月間、消費者がキャッシュレス決算手段を用いて中小企業
・小規模事業者の店舗（小売店、サービス店、飲食店等）で支払いを行った場合、消費者に対してポイントを還
元する「キャッシュレス・消費者還元事業」（以下、ポイント還元事業）を実施します。正しい知識を身につけ、事
前の準備を行ないましょう。

クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど一般的な購買に
繰り返し利用できる電子的決済手段

～きちんとした知識は
　ありますか？～

実施期間

ポイント還元事業の対象となる主なキャッシュレス決済手段

2019年10月１日㈫～2020年６月30日㈫

中小企業・小規模事業者向け

消費税率改正に係る制度活用の流れ

※５月号会報でご確認ください

※本制度に参加する各決済事業者が提供するもの
※補助期間終了後も契約を継続する場合は、決済端末等も引き続き利用可能

どちらの補助制度を
活用するかを選択

《軽減税率対策補助金》 《ポイント還元事業》
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詳細は、一般社団法人キャッシュレス推進協議会（ポイント還元事業窓口 中小・小規模事業者向け）まで

【Ｈ　Ｐ】https://cashless.go.jp/
【問合せ】☎0570-000655　（IP電話等用）☎042-303-4203
【受付時間】平日10：00～18：00（土・日・祝日除く）

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、６・７月を振興強化月間と位置づけ、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がんばる経営を応援します！〜

★専門家による「無料個別相談会」 秘密厳守

★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

軽減税率対策セミナー 第１弾
「消費税率引上げ、お店の準備は大丈夫？」

中小企業診断士
秋島 一雄氏　ほか

６月18日㈫
午後１時30分～３時30分 30名

軽減税率対策セミナー 第２弾
「直前チェック、各種支援策について」

中小企業診断士
秋島 一雄氏

７月24日㈬
午後７時～８時30分 30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

７月２日㈫
午後１時～４時30分 10名

ご相談の内容 ご相談担当者 実 施 日 予 約
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18日㈫
午前10時～午後４時

予約制

許認可・公文書
◎許認可申請 行政書士 ６月21日㈮

午後１時～４時

金融（融資） 日本政策金融公庫
融資担当

６月24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

お気軽にお問合せ下さい　中小企業支援室　☎047（452）6700

対象店舗となるには事前の登録が必要です！

＊1：本制度の登録時に全加盟店に割り当てられる13桁の番号です。
＊2：複数社と契約している場合は、いずれか１社を選んで加盟店IDの

発行を依頼してください。
＊3：事務局での登録審査完了後、決済事業者を通じて『加盟店登録』と

『消費者還元の開始日』が通知されます。

「ポイント還元事業」の加盟店として登録完了！
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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  ６月23日㈰　　簿記検定  １〜３級  11月17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
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津田沼一丁目商店会
ふれあい夏祭り

日 時▶︎７月21日㈰
場 所▶︎津田沼一丁目公園

習志野市役所習志野市役所

京成津田沼
京成津田沼

日 時▶︎９月７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▶︎８月24日㈯
場 所▶︎学園おおくぼ商店街

学園おおくぼ商店街
大久保夏まつり

日 時▶︎７月27日㈯、28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31日㈯
場 所▶︎谷津遊路商店街

谷津遊路商店街
星まつり

日 時▶︎７月６日㈯、７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

習志野の夏の風物詩 商店街夏祭り情報 2019
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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募集中！
▶日　時　６月29日㈯10時〜11時30分
　　　　　６月30日㈰10時〜11時30分
▶会　場　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶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
▶費　用　無料
▶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
企業の産業保健活動を支援します
　千葉産業保健総合支援センターでは、
働く人の健康を確保するために、事業主
及び労務・安全衛生担当者や産業保健ス

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

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

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

タッフ向けに各種セミナーを開催し、個
別のご相談には専門相談員が対応してい
ます。また、50人未満の事業所には、産
業保健サービスを提供しています。
▶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（代表）

「千葉県採用力向上サポートプロジェクト」
受講生募集のお知らせ
　千葉県商工会議所連合会では、「千葉県
採用力向上サポートプロジェクト（県補
助事業）」として、採用・定着・育成をテー
マに３つの講座を行います。各講座はコ
ンテンツと課題が連動しており、組織活
性の相乗効果が期待できます。ぜひご参
加ください。
 講座１ リクルーター養成ゼミ
▶開　講　６月から１月まで月一回
　　　　　（全８日間）
▶開催時間　９時30分〜16時30分
▶会　場　千葉商工会議所または
　　　　　浦安商工会議所
▶定　員　20名
▶対　象　採用業務を担当させている方、
　　　　　責任者の方
▶内　容　生徒・学生、求職者に伝わる
　　　　　“自社の魅力”についてのコン
　　　　　テンツ作成のほか、リクルー
　　　　　ター（採用業務担当者）として
　　　　　のスキルや姿勢を学ぶ
▶講　師　㈱トリムタブ 代表取締役
　　　　　岸守 明彦 氏
 講座２ 若手社員リーダー化プログラム
▶開　講　７月から12月まで月一回
　　　　　（全６日間）
▶開催時間　９時30分〜16時30分
▶会　場　千葉商工会議所
▶定　員　20名
▶対　象　入社３年以内の若手社員
▶内　容　職場のリーダーとなることを
　　　　　意識し、成長するため、「提案
　　　　　力」「主体性」「コミュニケーシ
　　　　　ョン技術」の習得を目指す
▶講　師　人材採用サポートグル―プ
　　　　　中村 由起 氏
 講座３ 次世代リーダー社員マネジメント力

強化研修
▶開　講　７月から11月まで月一回
　　　　　（全５日間）
▶開催時間　９時30分〜16時30分
▶会　場　千葉商工会議所

▶定　員　20名
▶対　象　管理者候補社員及び管理者
▶内　容　率先して業務改善を行い、新
　　　　　しい価値を生み出す役割を担
　　　　　える人材の育成を図ることを
　　　　　目的に、管理者側の視点で自
　　　　　社の魅力を再認識し、人材育
　　　　　成の手法を学ぶ
▶講　師　人材採用サポートグル―プ
　　　　　㈱トリムタブ 代表取締役
　　　　　岸守 明彦 氏
▶問合せ　千葉県商工会議所連合会
　　　　　中小企業人材採用サポート
　　　　　グループ

http://www.cfcci.or.jp/
wordpress/wp-content/
uploads/2019/04/96f8e
189e35fec2d65d38cf046
599ca5.pdf

　　　　　TEL：043（222）8170

企業説明会「企業がやってくるDAY！」
のお知らせ
　ジョブカフェちばに求人を登録してい
る企業が、会社や採用情報について若年
求職者にPRできる説明会です。
　企業は若年求職者に対し自社の魅力を
アピールでき、若年求職者は企業担当者
との触れ合いを通じて企業の魅力、現場
の実態を理解することができ、相互理解
が促進されミスマッチの少ない採用が期
待できます。
▶開催日　６月14日㈮、７月26日㈮、
　　　　　８月２日㈮、８月28日㈬、
　　　　　９月12日㈭
▶会　場　ジョブカフェちば内
　　　　　セミナースペース
▶定　員　若年求職者 10名程度
▶内　容　①企業の本音（自社の魅力や
　　　　　　雰囲気、やりがい、採用した
　　　　　　い人物像や募集内容の説明）
　　　　　②個別相談会（１人10分程度）
▶メリット　・採用を希望する時期に合わ
　　　　　　せて説明会を開催できる。
　　　　　・自社のアピールを直接若年
　　　　　　求職者にすることができる。
　　　　　・ミスマッチの少ない採用を
　　　　　　見込る。
▶費　用　無料
▶問合せ　ジョブカフェちば企業窓口
　　　　　（オフィス）
　　　　　TEL：047（460）5500
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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！

　JR津田沼駅から徒歩２分の『三井のリハウス津田沼
センター』では地元密着を第一に、お客様のお住み替え
のお手伝いをしています。当センターは戸建・マンショ
ンに限らず一棟ビルや事業用土地など、あらゆる不動
産の売買・賃貸をしており、様々なお客様のご要望にお
応えできる不動産業者です。習志野市・船橋市・市川市・
千葉市・八千代市と幅広い地域に対応し、それぞれス
タッフが誠心誠意ご対応します。ぜひお問合せ下さい。

三井のリハウス津田沼センター
" あらゆる不動産のお問合せは

三井のリハウス津田沼センターへ！"

住所：谷津 7-7-1 Loharu津田沼１F　所長：園部 真一さん
フリーコール：0120（993）026　MAIL：tsudanuma@rehouse.co.jp
営業時間：10時～18時　定休日：火・水
HP：https://www.rehouse.co.jp/store/tsudanuma/

　『習志野調理師専門学校』では、卒業と同時に調理
師免許が取得できる調理師科と製菓衛生師の資格
取得を目指す製菓衛生師科の２つの専門科に分か
れており、調理実習と座学を通して、それぞれの専
門分野を少人数クラスでしっかり学習しています。
まずは毎週火・金曜日に開催の調理実習の授業風景
をご見学ください。経験豊富な講師陣と頑張る生徒
をとことん応援しサポートするスタッフがいる当
校で、ぜひ夢を叶えましょう。

習志野調理師専門学校
" 習志野で調理師の夢を叶えましょう"

住所：津田沼 3-6-38　代表者：山﨑  憲さん　TEL：047（475）3839
営業時間：８時30分～17時　定休日：土・日・祝日
HP：https://narashino-chorishi.ac.jp

HP QRコード

HP QRコード

HP QRコード

　『Lulu Kuku』では、巻き爪補正／タコ・うおのめ
／角質ケア／変形爪の再生などの施術で、足や爪の
お悩みを解決します。当店では丁寧なカウンセリン
グとお客様に合わせたケアで、生涯自分の足で歩け
る事のお手伝いをしています。また、ケアだけでな
くソフトジェルやピールオフジェルなどを使用し
たジェルネイルもおススメです。丁寧な施術でモチ
ベーションもアップします。詳しいメニューはHP
をご覧ください。

" さまざまな爪のお悩みを解決します "

フットケアサロン Lulu Kuku

住所：千葉市花見川区幕張本郷 2-7-4-202　代表者：美山 美穂さん
TEL：090（3400）6699　MAIL：nail@lulukuku.jp
受付時間：10時～18時（時間外相談可）　定休日：不定休
HP：http://lulukuku.jp/

クッキングスクール（オープンキャンパス）開催！
【開催日】第２・第４日曜日  【対象】高校生・一般の方
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