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日本画、油画、版画、デザイン、工芸、彫刻、建築…
若い個性と、それぞれの可能性に目を向け、
最大限に引き出そうとする真摯な想いが、
その空間に静謐さと熱を生み出しています。

千葉美術予備校 津田沼校（津田沼）
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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

　今年も恒例の「マスターズゴルフ大会」を開催します。
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、奮ってお申込みください。
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
※視察プレーをご希望の方には優待券がございます

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

伝統と格式のある名門コース

　　　「習志野ドイツフェア
2019」の出店者を募集！
　 募集

　ドイツビールやご当地グルメ、飲食店自慢のグルメが
集う秋の恒例イベント「習志野ドイツフェア」に出店す
る事業所を募集します。
開催日　10月12日㈯〜13日㈰
　　　　【予備日：10月19日㈯〜20日㈰】
場　所　津田沼公園（モリシア前）
募集期間　７月24日㈬〜８月20日㈫
応募方法　当所HPで出店要項等を確認後、メールまたは
　　　　FAXにて  ※申込多数の場合は選考あり
出店料　会員：32,000円　非会員：50,000円
問合せ　習志野ドイツフェア2019実行委員会
　　　　（習志野商工会議所内  ☎047-452-6700）

　　　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

　 報告

　７月１日㈪、女性会（田村 裕子 会長）では、㈱日本ブラ
イダル連盟 代表取締役 浅井 正輝 氏を招いてセミナー

「シニアの恋愛・結婚の現状と婚活のあり方」を開催し、

25名が参加しました。このセミナーでは、いまどきの婚
活事情や再婚シニアと初婚シニアの婚活の違いなどが
説明され、参加者は

「シニア婚活の現状
がわかってよかった。
自分の今後のパート
ナー探しについて再
考しようと思った」と
話していました。

　　　夏を彩る
「習志野きらっと2019」を開催

　 報告

　７月14日㈰、第26回市民まつり「習志野きらっと2019」
（習志野市民まつり実行委員会主催）が開催され、生憎の天
候にもかかわらず、約43,500人の来場者で賑わいました。
　また、本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。紙面を借り心からお礼を申し上げます。

挨拶をする実行委員長の白鳥会頭

　　　　 「100年企業顕彰」
白鳥製薬㈱、アシザワ･ファイ
ンテック㈱が表彰されました

　 お知らせ

　７月３日㈬、ホテルグランドパレス（東京都）で行われ
た、地域の発展にも貢献している優れた創業100年以上
の長寿企業を顕彰する「第４回 100年企業顕彰」（100年
経営の会主催、事務局 日刊工業新聞社）の贈賞式で、関
東１都10県の中から、白鳥製薬㈱が「100年経営の会会長
賞」を、アシザワ･ファインテック㈱が「中小企業庁長官
賞」を受賞されました。おめでとうございます。

熱心に話を聞く受講者

（左）芦澤社長、（右）白鳥社長
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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

　　　　 「建設事業関係功労者等
国土交通大臣表彰」京葉測量㈱
代表取締役 林正美氏が受賞されました

　 お知らせ

　７月10日㈬、国土交通省（東京都）で行われた表彰式で、
京葉測量㈱代表取締役 林正美氏が、多年にわたる測量
事業の振興と公共福祉の増進に貢献した功績で、「令和
元年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰」を受賞さ
れました。おめでとうございます。

表彰状を手にする林氏

（写真提供：公益社団法人千葉県測量設計業協会）

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

職務・執行者変更のお知らせ
１号議員

実籾コミュニティー・ロード商店会
　会長  渡邊 康行 氏

代表者変更により、
  ⬇

　　　会長  石原 耕一郎 氏

３号議員（常議員）
㈱京葉銀行  実籾支店
　支店長  水谷 友昭 氏

代表者変更により、
  ⬇

　　　支店長  務
む

臺
たい

 勝徳 氏

　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。

お盆休業のお知らせ

習志野高校野球部が高校野球千葉大会で見事優勝
～春夏連続の甲子園に挑みます～

　習志野高校野球部は、７月25日㈭、ZOZOマリンスタジアムで行われた高校野球千葉県大会決勝で
八千代松陰高校に８対１で見事勝利し、８年ぶり９回目となる第101回全国高校野球選手権大会（甲子園）
出場を果たしました。「春のあと一勝」の悔しさを乗り越えたチームには、多くの市民から1967年・75年
以来となる全国制覇の期待が寄せられています。

習志野高校の甲子園出場に係る寄付金のお願い
　同校野球部の検討を祈り、特段のご協力を賜りたくお願い
申し上げます。 （※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

第101回 全国高校野球選手権大会
　８月６日㈫から16日間（雨天順延。準々決勝、準決勝
各翌日の休養日２日を含む）、阪神甲子園球場で開催
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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（7月31日現在）。無担保・無保証人］

軽減税率対策補助金（レジ補助）１

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
第三弾

消費税率10％引き上げまで２ヶ月！
～レジ・ポイント事業の直前申込にご注意ください～

①キャッシュレス決済を利用したポイント還元制度への対応について
　「申込を行う予定」は34.1％、うち端末設置済み企業は19.1％ （日本商工会議所調べ ※４月時点）

②全国30万件でレジの改修が必要と見込まれるなか、補助申請件数は約11万件（４割弱）にとどまっています

　今年10月の消費税率10％への改正が近づくなか、外食チェーンや小売り大手が着々と
準備を進める一方、個人事業主など中小では制度への対応で遅れが目立っています。

　10月から「軽減税率制度」が導入され、自社の
対応や業務効率化以外に、お客様にとっても仕入
税額控除を行う場合に税率ごとに合計金額が記
載されたレシートの保存が必要となります。

レジ１台あたり20万円を上限に、
かかった費用の原則４分の３が補助されます

助成金の詳細は以下のURLをご覧ください。

http://kzt-hojo.jp/

お問合せ・ご相談は　中小企業支援室 ☎ 047（452）6700 へ

※制度開始が近づくと申込みの急増が予想され、10月1日からの制度参加に間に合わない
　可能性がありますのでご注意ください。

キャッシュレス・ポイント還元事業２
　10月から９ヵ月間、中小規模の小売店で、キャ
ッシュレス決済で購入した消費者に５％分のポ
イントが付与される制度。原則、原資や端末の設
置費用は全て国とカード会社などが負担します。

消費税10％に向けた２つの経済対策の柱あらためて
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部会総会を開催します

１号議員（定数50人）

　会員の中から投票によって
選任される議員。会員の代表
者として、集約した意見を会
議所事業に反映させます。

２号議員（定数35人）

　部会ごとに、部会員の中か
ら選任する議員。職能代表的
性格をもち、各業界の意見を反
映させる役割を担っています。

３号議員（定数15人）

　選考委員会において会員の
中から選任する議員。会議所
運営に必要な議員を総合的な
見地から選任します。

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！

今年は、習志野商工会議所の
「議員改選」が行われます

　習志野商工会議所の議員（定数100名）は、令和元年10月31日をもって、３年の任期が満了し
改選となります。このため、今年は、新たな議員の選出に係わる各種会合や作業が行われます。
　会員の皆様には、選挙・選任が円滑に行われますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

　商業、工業、サービス業、建設業の４部会では、２号議員選任に係る部会総会を開催します。
会員の皆様には、所属部会の総会へご参加下さいますようご案内申し上げます。

・臨時議員総会（第13期議員就任／正副会頭、専務理事、常議員等の選任）：11月１日

・部　会　総　会（部会役員の選任）：11月中旬
・常　議　員　会（部会役員の承認、委員会委員長の選任）：11月25日

⃝商　業　部　会：９月３日㈫ 14時～　 ⃝建　設　業　部　会：９月10日㈫ 10時30分～
⃝サービス業部会：９月５日㈭ 14時～　 ⃝工　業　部　会：９月12日㈭ 11時～
※会場は、いずれも商工会議所会館で開催します

主 な 第 1 3 議 員 選 挙 ・ 選 任 の 流 れ

１号議員（定数50人） ２号議員（定数35人） ３号議員（定数15人）

（※現議員の任期終了：10月31日）

 選挙告示（名簿縦覧）

▽９月20日～
 立候補届出締切
▽10月１日
 選挙・開票
▽10月11日
 当選人告示
▽10月15日

 部会総会
▽※下記日程で開催
 確定告示
▽９月19日

 選任期限
▽９月６日
 確定告示
▽９月11日
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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
直近の試験日　簿記検定 １〜３級  11月17日㈰　  リテールマーケティング（販売士）検定 １〜３級  ２月19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

 あじさい共済還元事業「厳選夏のプレゼント」当選者発表
　『あじさい共済加入事業所様限定 厳選 夏のプレゼント』への多くのご応募、誠にありがとうございました。
ご応募いただいた総数119事業所の中から厳正な抽選の結果、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創菓旬彩 新月「新月セット」（5事業所）

⃝松井興業㈱　 ⃝㈱京葉都市イマジン　 ⃝京新工業㈱
⃝㈲スパックス・ヘルスプラン研究所　 ⃝㈱アイシン

2本格そば処手打ちそば くにじ「食事券2,500円分」（5事業所）

⃝ベルトリー　 ⃝㈱ミツワ堂
⃝㈱ZUCI　 ⃝㈱セイド―　 ⃝たかなし工芸

3菜々の湯「ペア入湯券」（5事業所）

⃝和料理  蜻蛉　 ⃝ナビスタ
⃝合CROP　 ⃝㈲森登志夫畳店　 ⃝㈱蔵トレ

4習志野ソーセージ＆新作ウィンナー詰め合わせ（5事業所）

⃝杉山建設工業㈱　 ⃝㈲芝勝商事
⃝㈲いろは文房具　 ⃝㈱電通設備　 ⃝㈲花衛門

※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。

『軽減税率・キャッシュレス対応推進フェアin習志野』を開催します！

　本年10月に予定される消費税率10％改正や軽減税率制度の導入に伴い、中小・小規模事業者の方々にも、帳簿等の
税率ごとの区分記載や軽減税率に対応したレジの導入、国のキャッシュレス・消費者還元事業への準備などが求めら
れています。
　当所では、レジメーカーやキャッシュレス決済事業者によるブースの出展などによる「軽減税率・キャッシュレス
対応推進フェアin習志野」（習志野市、習志野市商店会連合会後援）を開催し、制度への対応やキャッシュレスサービ
スの導入を検討されている方々をサポートします。

　日　時　 ８月28日㈬、29日㈭　両日とも10時～16時
　会　場　 習志野市役所  新庁舎１階展示スペース
　内　容　 レジメーカー、キャッシュレス決済事業者のブース出展

　　　　　 ㈱クレディセゾン、綜合警備保障㈱、PAYPAY㈱、㈱USEN

　　　　　 ㈱三井住友銀行、楽天カード㈱ （※予定）

　問合せ 　習志野商工会議所 中小企業支援室
　　　　　 ☎ 047（452）6700

　　　　 『あじさい共済』
H30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。
送金予定日：令和元年８月中

配当率：23.34％
※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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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　８月29日㈭10時〜11時30分
　　　　　８月30日㈮10時〜11時30分
　　　　　８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
「表計算ソフト活用講座」を開講
　ポリテクセンター千葉（千葉職業能力
開発促進センター）では、Excelの基本操
作から関数・グラフ等、業務上使用される
機能の習得を目指す講座を開講します。
▶日　時　８月24日㈯ 10時〜17時

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

▶場　所　大原簿記津田沼校
　　　　　（習志野市津田沼1-1-1）
▶内　容　関数の応用、実務活用ほか
▶受講料　2,160円（税込）
▶問合せ　ポリテクセンター千葉
　　　　　TEL：043（422）4631

女性活躍に積極的な企業が利用できる
「えるぼし」マークを取得しましょう！
　認定を受けた企業は、厚生労働大臣が
定める認定マーク「えるぼし」を商品など
に付すことができます。この認定マーク
を活用することにより、女性の活躍が進
んでいる企業として、企業イメージの向
上や優秀な人材の確保につながります。
　女性活躍推進に関する取組の支援をご
希望の方には、個別にサポートします。
お気軽にご相談ください。
▶実施期間　４月〜2020年３月
▶対象者　労働者数300人以下の中小企業
　　　　　の経営者・人事労務担当者の方
▶費　用　無料（電話相談・メール相談・
　　　　　　　 個別訪問）
▶問合せ　（一財）女性労働協会女性活躍
　　　　　推進センター東京事務局
　　　　　TEL：03（3456）4412
　　　　　http://www.josei-suishin.
　　　　　mhlw.go.jp/

「障がい者就労施設展示販売会2019」開催
　企業から障がい者就労施設への発注を
増やしていただくことを目的とした展示
販売会です。各施設の職員が直接サービ
スや商品をご案内します。業務効率化、
商品PR、働き方改革への対応など活用方
法は様々です。ぜひ、この機会にご来場
ください。

【展示販売会】
▶日　時　９月４日㈬ 11時〜14時
▶場　所　習志野市役所１階展示スペース
▶対　象　企業関係者を中心にどなたでも
▶内　容　市内や近隣の障がい者就労　
　　　　　施設が出展
　　　　　①受注業務のご案内
　　　　　②独自商品の販売

【説　明　会】
企業向け説明会を同時開催（当日参加可）
▶日　時　９月４日㈬13時〜13時30分
▶場　所　習志野市役所１階会議室
▶講　師　障害福祉サービス事業所
　・あかね園　施設長  松尾 公平 氏
　・ぶろっさむ　施設長  武井 　剛 氏

▶問合せ　習志野市障がい福祉課
　　　　　TEL：047（453）9206
　　　　　https://www.city.narashino.
　　　　　lg.jp/cgi-bin/formmail/form
　　　　　mail.cgi?d=2019syogaisyuro

第36回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～公募開始のご案内
　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。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。
▶募集期間　７月１日㈪〜８月30日㈮（必着）
▶表　彰　①ベンチャークラブちば大賞
　　　　　　（１社）
　　　　　②ベンチャークラブちば準大賞
　　　　　　（１社）
　　　　　③優秀賞（３社）
　　　　　④ベンチャースピリッツ賞
▶審査方法　１次審査（書類）後、２次審査
　　　　　（プレゼン）で選考

【発　表　会】
▶日　程　2020年２月５日㈬
▶会　場　ホテルグリーンタワー幕張
▶問合せ　（公財）千葉県産業振興センター
　　　　　新事業支援部ベンチャークラ
　　　　　ブちば（事務局）
　　　　　TEL：047（426）9200
　　　　　http://www.ccjc-net.or.jp
　　　　　/link/businessplan36.html

学園おおくぼ商店街「大久保夏まつり」
を開催
▶日　時　８月24日㈯
▶場　所　学園おおくぼ商店街
▶内　容　お囃子、出店  等
▶問合せ　学園おおくぼ商店街
　　　　　TEL：047（476）6055

「第15回 星まつり」を開催
▶日　時　８月31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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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！

　ワイガヤ通りと国道14号の交差点から袖ヶ浦方
面に歩いてすぐのところにある『居酒屋 歩』では、
和食中心のお店ながら洋食や中華なども取り入れ
た豊富なメニューとドリンクをご用意しています。
野球好きの店主は、地元の習志野高校や少年野球
チームを熱烈に応援する地域愛に溢れた方で、お一
人様から団体まで気兼ねなく楽しめるお店です。皆
様のご来店をお待ちしています。

居酒屋  歩

"地元に愛されるお店です"

　今年４月に開店した、京成大久保駅近くの『ぱんや
Passo』。店名の「Passo」は、イタリア語で「一歩」や

「スキップ」などの意味があり、少しずつでも前に、よ
り美味しい「ぱん」を作りたいとの店主の想いからつ
けられました。店内には、食パン・フランスパン、菓
子パンなど約40種類が並び、特に夢むすび食パンや
具だくさんで奥久慈卵を使用したクリームパン、健
康志向の全粒粉ブレッド（曜日限定）がおすすめです。
ぜひ、自分だけのお気に入りを見つけてください。

ぱんやPasso
"お子様からご年配までファンがいっぱい！"

住所：津田沼 7-1-15　代表者：三橋 雅人さん
TEL：047（453）2040　営業時間：17時30分～23時　定休日：月曜日
※Free Wi-Fi あります

　JR津田沼駅南口より徒歩６分のところにある『奏
の杜耳鼻咽喉科クリニック』。新生児から小児、成人、
ご年配の患者様まで、主に蓄膿症（副鼻腔炎）、アレ
ルギー性鼻炎・花粉症、めまい・耳鳴り、中耳炎、睡
眠時無呼吸症候群の診断・治療など、耳・鼻・のどに
おける疾患を診療しています。他にダニ舌下免疫療
法・スギ舌下免疫法の治療や補聴器のご相談にも応
じていますので、お気軽にご利用ください。

"地域を支えるクリニック"

奏の杜耳鼻咽喉科クリニック

住所：習志野市奏の杜 3-3-17　代表者：山本 耕司さん
TEL：047（403）2226　受付時間：９時30分～12時30分・
14時30分～18時 ※土曜日は13時まで　定休日：水曜日・日曜日・祝日

住所：鷺沼台 3-13-6　代表者：杵渕 真一さん
TEL：047（778）1453　営業時間：９時～18時
定休日：火曜日・第２・４水曜日  店情報はinstagram『#panyapasso』で検索

地図 QRコード

地図 QRコード

地図 QRコード

8

2019.8.10　習志野商工会議所


