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桜餅、水羊羹、葛きり、月見団子 ･･･ 
日本の四季の移ろいを連想させる和菓子が、
ひとつひとつ丁寧にその手から生み出されます。

菓匠 あかね家（谷津）
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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）

　　 建設業部会
「行政との研修会・懇談会」を開催

開催

　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。この研
修会では、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、習志野市の関連部署担当者を
講師に招き、下記のテーマに関する研修会を行います。
日　時　８月１日㈭
会　場　銀座アスター津田沼賓館（モリシア津田沼 11F）
内　容　第１部  研修会 16時～
　　　　『習志野市の公共施設再生の今』
　　　　『建築基準法改正について』 
　　　　第２部  懇談会 17時～
定　員　50名
費　用　5,000円  ※研修会のみの方は無料
問合せ　中小企業支援室

　　　 「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、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。
日　時　10月４日㈮ ８時30分  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　新ペリア方式・ローカルルール
締　切　９月２日㈪まで  ※先着130名
問合せ　経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）
※視察プレーをご希望の方には優待券がございます

　　　「消費税軽減税率対策
セミナー」を開催
　 報告

　６月18日㈫、当所では中小企業診断士の秋島 一雄 氏
を招いて「消費税軽減税率対策セミナー」を開催し、32名
が参加しました。このセミナーでは、消費税の仕組みや
軽減税率の概要、消費者への対応方法が説明されたほか、
現在、国で進めているキャッシュレス対策についても、事
業者と消費者双方のメリットと課題が紹介されました。

熱心に話を聞く受講者

　当所１階にキャッシュレス機器展示コーナーを設置
しています。キャッシュレス機器の導入をご検討の方
はぜひお越しください。

展示コーナー（右）

　　　「第65回通常議員総会」を開催　 報告
　６月25日㈫、第65回通常議員総会を開催し、平成30年
度事業報告や収支決算など、全６議案が承認されまし
た。報告事項では、令和元年度補正予算や第13期役員
議員改選日程などについて事務局より報告されました。
また、総会終了後には、地域経済及び地域活力の再生、魅
力ある街づくりの発展に向け取り纏めた「要望・提言書」
が、白鳥会頭から宮本市長へ手渡されました。

昨年度の様子

開会の挨拶をする白鳥会頭伝統と格式のある名門コース
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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

　 受賞　　　（一社）オービックシーガルズ
習志野スポーツクラブ
関東商工会議所連合会ベスト・アクション表彰

　このたび、（一社）オービックシーガルズ 習志野スポー
ツクラブ（代表理事  渡部 滋之 氏）が、当所が数年前から
取り組んでいる「スポーツで街を元気に！」をテーマに
した、地元スポーツチームとの連携によるまちづくり事
業に積極的に参画し、地域の一体感づくりや賑わいづく
りに貢献している活動が評価され、関東商工会議所連合
会ベスト・アクション表彰を受賞しました。

　　　　　 プレミアム付商品券
の取扱店募集中！
　 お知らせ

　消費税の引き上げによる影響を緩和し、地域における
消費を喚起、下支えをするために、所得の少ない方、子育
て世帯に対しプレミアム付商品券の販売が行われます。
　このプレミアム付商品券の取扱店を７月１日㈪より
募集しています。詳細は、同封のチラシ及び習志野市商
店会連合会または習志野市のホームページをご覧くだ
さい。
対　象　市内に店舗、事業所を有する飲食・小売・
　　　　サービス等事業者
申込期間　７月31日㈬までに申し込んだ方は、商品券購入
　　　　対象者へ配布予定の取扱店一覧表に掲載します。
　　　　（８月１日㈭以降、12月27日㈮まで随時募集をし、
　　　　 ホームページのみ掲載）
申込先　習志野市商店会連合会 TEL：047（455）1955
問合せ　習志野市産業振興課　 TEL：047（455）3385

お盆休業のお知らせ
　当所では、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。

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

※６月に実施した「あじさい共済キャンペーン」では、新たに多くの方にご加入いただき、心から感謝申し上げます。

あじさい共済 加入者限定

渡辺 雄一 理事（右）と白鳥会頭

　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、ぜひこの機会にご
検討ください。

▪当選数　20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  TEL：047（452）6700
　（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

「 厳 選 夏のプレゼント」を実施！
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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（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！

■ 青年部とは？

　次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互

研鑽の場として、また青年経済人として資質の向上

と会員相互の交流を通じて、 企業の発展と豊かな地

域経済を築くことを目的に、日々活動しています。

主 な 活 動 実 績

■ 映画祭事業（新規）

　地域のにぎわい創出、地域経済の循環を目的に11月

23日（土）〜24日（日）の日程で開催します。家族で楽しん

でいただけるような内容で企画しています。

■ 習志野ソーセージ普及活動

　地域ブランド「習志野ソーセージ」

の普及を目的に、様々なイベントに出店

するなど積極的に活動を行っています。

■ 部員交流事業

　部員間の交流・親睦を深めるために

ＢＢＱ大会を開催しています。

■ セミナーの開催

　経営者として必要な知識等を身に付けるためのセミナー

を開催しています。

創立：1987年　 会員数：33名

青　年　部

■ 女性会とは？

　商工会議所の女性経営者等が集まる組織として、

経営に関する知識や教養を身につけ、市内商工業の

改善発展に寄与するとともに、地域社会の福祉の増

進に取組んでいます。

主 な 活 動 実 績

■ セミナー開催

　福祉活動の一環として、介護やシニア婚活等、会員の

皆様のお役に立てるセミナーを開催しています。

■ 市民まつり（パレード）参加

　毎年市民まつりのパレードに参加

し、地域振興と女性会のＰＲに励んで

います。

■ 近隣商工会議所女性会交流事業

　近隣商工会議所女性会（八千代・

佐倉）と交流事業を開催し、情報交換

をしたり、親睦を深めています。

■ 広報誌「ウーマンズ・アイ」の発行

　女性会活動のＰＲのため、年に１回広報誌

を発行しています。

創立：1987年　 会員数：23名

女　性　会

会員
募集中！

特 集

　習志野商工会議所には、青年経営者や後継者等で構成される「青年部」と、女性経営者や従業員が

集まる「女性会」が設置されており、会員事業所同士の交流をはじめ、自己研鑽、地域貢献を目的に、

日々活動を行っています。

習 志 野 商 工 会 議 所
「青年部」「女性会」をご紹介します！

　青年部、女性会では一緒に楽しく活動ができる会員を募集しています。

入会を希望される方は、事務局担当にご連絡下さい。

青年部：浅利 ／ 女性会：柴崎　☎ 047（452）6700

青年部会長　
冨  昭浩

（㈱フロイデ）

「地域経済を支える青年経済人と

して地域の活性化、自らの夢の

実現を目指し日々、活動していま

す。」

女性会会長  
田村 裕子

（サービス電機㈱）

「『親睦・自己研鑽・地域交流・福祉

活動』をテーマに、個性溢れるメ

ンバーが活発的な意見交換を行い

ながら活動しています。」

4



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！
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開催日時  7月14日㈰9時〜21時 ※小雨決行

開催場所  市役所敷地内・消防庁舎駐車場・市役所通り

問合せ  習志野市民まつり実行委員会事務局　☎047（453）9289

開催！

場　所 主なイベント

きらっと広場（市役所前広場）周辺 ⃝グルメ・バザーコーナー　 ⃝大道芸（不定期）
⃝産学官・都市間交流コーナー　 ⃝子ども広場　　他

消防庁舎裏駐車場
⃝ステージイベント（きらっとステージ）
・こどもきらっこワールド　 ・演奏　 ・ダンス　　他
⃝ミニ電車コーナー

消防庁舎前 ⃝はしご車乗車体験（抽選）

たぶのきステージ ⃝ステージイベント
・よさこいソーラン　 ・歌唱　 ・大道芸　　他

市役所通りパレード会場
（千葉銀行津田沼支店脇～市役所入口）

⃝オープニングパレード　 ⃝山車・神輿パレード　 ⃝音頭パレード
⃝子どもサンバパレード　 ⃝きらっとサンバパレード

市役所通り（千葉銀行前付近） ⃝創作ダンスきらおどりコンテスト

市役所通り（市役所前道路） ⃝パン食い競争

※駐車場はありませんので公共交通機関をご利用下さい。　※会場周辺店舗等への駐車は絶対にしないで下さい。
※帽子、水分補給など、暑さ対策には十分注意してください。

内　容

　夏の風物詩、市民まつり「習志野きらっと2019」が、７月14日㈰に
開催されます。今年もきらっと広場を中心にダンスやパレード、大
道芸など楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひご来場ください。

　夏の風物詩、市民まつり「習志野きらっと2019」が、７月14日㈰に
開催されます。今年もきらっと広場を中心にダンスやパレード、大
道芸など楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひご来場ください。

2019

第26回
 市民まつり

ご
当
地
キ
ャ
ラ

ナ
ラ
シ
ド
♪

祭祭 祭祭

きらっと君
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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　販売士検定 １〜３級  ７月13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

3×3 バ
スケットボ

ール
アメリカン

フットボー
ル

SEALS.EXEオービックシーガルズ

　2020年 東京オリンピックの正式種目で、日本代
表も出場する３人制バスケットボール「3×3（スリー
バイスリー）」。その国内トップリーグ「3×3.EXE 
PREMIER」が５月に開幕し、現在、習志野市に本拠地
を置く「シールズ（SEALS.EXE）」（2018年設立）が、
熱い戦いを繰り広げています。

【試合日程等詳細】
（3×3.EXE公式HP）https://www.3x3exe.com/
（SEALS.EXE公式HP）http://sealsexe.jp/

　社会人アメリカンフットボールチーム「オービック
シーガルズ」（習志野市）は、６月17日㈪、東京ドーム
で開催された「第41回パールボール」（東日本社会人
選手権決勝）で、見事３年連続８度目の優勝を飾りま
した。この勢いを駆って、８月から始まる秋季リーグ
戦（X1 Super）にのぞみます。

【今後の予定】秋季リーグ戦（X1 Super）地元開催試合
９月22日㈰ 第一カッターフィールド（11時～）

vs 東京ガスクリエイターズ

　今年４月、「習志野からJリーグへ」を合言葉に、新たに「習志野シティ
フットボールクラブ」が設立されました。チームの前身は1984年に
設立された千葉県社会人リーグ１部所属の「習志野クラブ」。習志野で
育ったサッカー選手が習志野に戻ってきたときに活躍する舞台を提供
するというコンセプトのもと、現在、より上のステージを目指して奮戦
しています。

（習志野シティFC公式facebook）https://www.facebook.com/narashinocityfootballclub/

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

〜ワクワクする
フットボールを！〜

〜習志野からJリーグへ〜

ス ポ ー ツ で ま ち を 元 気 に！
〜皆様の熱いご声援をお願いします〜

ス ポ ー ツ で ま ち を 元 気 に！
〜皆様の熱いご声援をお願いします〜

サッカー

習志野シティＦＣ 
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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　７月29日㈪10時〜11時30分
　　　　　７月29日㈪18時30分〜20時
　　　　　７月30日㈫10時〜11時30分
　　　　　７月31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
日本の新たな未来を創る「人・発想・
技術」を探しています
　総務省が2014年度より開始したICT

（情報通信技術）分野において破壊的な

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
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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

地球規模の価値創造を生み出すために、
大いなる可能性がある奇想天外でアン
ビシャスな技術課題への挑戦を支援す
る「異能（inno）vation」プログラム。今
年度も多くの皆様のご応募お待ちして
います。
▶「破壊的な挑戦部門」
 ・応募期間　７月31日㈬ 18時まで
 ・対象者　日本国籍を持つ者（居住地問
 　　　　　わず）、もしくは、終了まで日
 　　　　　本国内で技術課題への挑戦や
 　　　　　対応が可能な者（国籍問わず）
 ・支援額　300万円まで（１年間）
 ・技術開発期間
 　最終選考終了後から最長で１年間
 　（2020年10月末頃まで）
 ※受賞者に対し協力協賛企業との
 　マッチングイベント開催
▶「ジェネレーションアワード部門」
 ・応募期間　７月31日㈬ 18時まで
 ・対象者　年齢制限なし、国籍不問
 ※受賞者に対し協力協賛企業やベンチャ
 　ーキャピタル等とのマッチングイベ
 　ントを開催
▶問合せ　㈱角川アスキー総合研究所内
　　　　　異能vation事務局
　　　　　TEL：03（5840）7629
　　　　　（平日10時〜18時）
　　　　　https://www.inno.go.jp/

「仕事休もっ化計画」始動！
暑い夏、メリハリを付けた働き方で
人生を充実させませんか？
　土日休日制の会社で、８月13日㈫〜
15日㈭が夏季休暇（お盆休み）の場合に
は、12日㈪が山の日の振替休日となるこ
とから６連休となります。16日㈮を年次
有給休暇の計画的付与制度を用いて会
社全休で休みとしたり、個々の労働者が
年次有給休暇を「プラスワン」とするこ
とで９連休となります。暑い夏、メリハ
リを付けた働き方で、人生を充実させま
しょう。
▶問合せ　千葉労働局雇用環境・均等室
　　　　　TEL：043 （221）2307

IoTワンストップ窓口を開設のお知らせ
　IoTの導入を通じたものづくり中小企
業の生産性向上を図るため、県内に事務
所、事業所を有する中小企業の皆様から
のIoT等に関する各種相談に対応する窓
口を開設しました。また、各企業の製造

現場等におけるIoT導入に向けた専門家
派遣による支援も行っています。お気軽
にお問い合わせください。
▶問合せ　千葉県情報サービス産業協会
　　　　　TEL：043 （212）2755
　　　　　https://1503282671.jimd
　　　　　o.com/千葉県iot推進ラボ-
　　　　　iot相談窓口/

令和２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、理解増進等で顕著な成果を収め
た方を表彰しており、県はその推薦機関
となります。令和２年度表彰の募集が始
まりましたので、候補者のご応募・ご推薦
をお待ちしています。
▶募集期間　・「科学技術賞・若手科学者賞」
　　　　　　７月11日㈭まで
　　　　　・「創意工夫功労者賞」
　　　　　　８月26日㈪まで
▶問合せ　千葉県商工労働部産業振興課
　　　　　産業技術班
　　　　　TEL：043（223）2718
　　　　　https://www.pref.chiba.
　　　　　lg.jp/sanshin/monka/r2
　　　　　bosyu.html

「過激派アジト発見にご協力を」
 あれ？変だな…と思ったら

【習志野警察署】
TEL：047（474）0110

【千葉県警察本部】
110番または
TEL：043（201）0110
http:/www.police.pref.chiba.jp/
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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！

　京成津田沼駅からほど近い『麻雀ダブリー』は、
お客様を大切にする地域密着型の麻雀店です。紙
タバコ禁止のためタバコの匂いも気にならなく、他
店にはない清潔感を大切にしながら、お客様の大切
な時間を夢中で寛げる趣味の場所になることを目
指して日々営業しています。当店はセット麻雀・フ
リー麻雀を提供しており、特に麻雀がお好きな方・
麻雀を始めたい方に繰り返しご来店いただいてい
ます。皆様のご来店お待ちしています。

麻雀ダブリー
" 麻雀はお好きですか？"

　かつて子ども達は、放課後には子どもだけのコ
ミュニティで育ち、地域の大人たちが、それを温か
く遠巻きに見守っていました。このような子どもを
介した地域の関りが、多世代交流や絆、支え合いの
心、ひいては地域教育力を生み出していたと考えま
す。学童保育『キッズコミュニティ凛堂舎』は、この
ような「昭和の放課後」を再現することで、次の時代
を支えうる「生きる力」を、子ども達が、自身で自然
に獲得できる環境の提供を目指しています。

キッズコミュニティ凛堂舎
" 凛 し々い子どもを育成するために "

住所：津田沼 3-1-6 ２階　代表者：小池 修さん　TEL：047（779）0311
営業時間：平日14時～23時、土日13時～23時　定休日：月
HP：http://mahjong.doubly.shop/

HP QRコード

住所：千葉市花見川区幕張本郷 2-20-7 影澤ビル２階
代表者：吉岡 秀記さん　TEL：047（274）9776
MAIL：rindows.jp@gmail.com　受付時間：７時30分～21時
定休日：なし　HP：http://rindows.jp/

クラウドファンディング
（ファンクラブ型）実施中

TV取材映像
QRコード

地図 QRコード

　京成津田沼駅から徒歩10分の『めんどいねん屋』
は、大阪弁の店主が元気に、そして陽気に営む居酒
屋＆おしゃべりBarです。習志野高校野球部OBの
店主によって、カウンターと座敷の店内は習高野球
部グッズが所狭しと飾られており、ファンの心を掴
みます。人気のKANZUME BERの他に、大阪フー
ドや各種ドリンクも揃っており、楽しく飲みたいお
客様におススメです。 店情報はinstagram『#めん
どいねん屋、#MENDOINENYA』で検索！

" 大阪弁の店主と楽しく飲みましょう！"

めんどいねん屋

住所：津田沼 7-1-15 １階　代表者：常増 昇さん
TEL：090（3864）2399　受付時間：18時～23時　定休日：木
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