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秋晴れのドイツフェア、普段は気のおけな
い仲間が集まる街のビストロが、こぼれる
微笑みと美味しい記憶を訪れたひとの心
に届けます。
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　 報告　　　臨時議員総会
会頭に白鳥豊氏（白鳥製薬㈱）
第13期役員体制決定
　11月１日㈮、役員議員改選に伴う臨時議員総会が開催
され、第13期の会頭、副会頭（３人）、専務理事、常議員（33
人）および監事（３人）を選任しました。
　会頭には白鳥 豊 氏（白鳥製薬㈱〔再任〕）、副会頭には内
田 正之 氏（東洋エンジニアリング㈱〔再任〕）、芦澤 直太郎 氏

（アシザワ・ファインテック㈱〔再任〕）、髙橋 勝 氏（㈲髙橋化粧
品店〔再任〕）が選任されたほか、専務理事に高野 次夫 氏

〔再任〕）、常議員33名、監事に渡辺 惇 氏（渡辺惇法律事務
所〔再任〕）、雨宮 幸雄 氏（雨宮幸雄税理士事務所〔再任〕）、
岩澤 良隆 氏（㈲スパックス・ヘルスプラン研究所〔新任〕）を選
任しました。任期は、令和４年10月31日までの３年間。
　白鳥会頭は就任にあたり、「地域づくりと中小企業振
興を大きな柱と位置づけ、習志野の風土が培ってきた歴
史や文化を継承しながら地域経済の発展に努めていき
たい」と挨拶しました。

（※議員名簿は、12月号で名簿一覧を掲載します）

第13期に向け挨拶する白鳥会頭

　　 「企業防衛セミナー」を開催開催
　当所では、企業経営を取巻く様々なリスクのなかでも、
近年、特に事業継続への影響度が高まっている「サプライ
チェーン」と「事業承継」に関するセミナーを開催します。
日　時　11月12日㈫  14時～16時
場　所　習志野商工会議所
内　容　第１部「ご存知ですか？取引先がなくなるリスク」
　　　　　　　㈱帝国データバンク千葉支店営業部
　　　　　　　副部長  矢萩 正輝 氏
　　　　第２部「未来をつなぐ事業承継」
　　　　　　　ミライWOつなぐ経営研究所
　　　　　　　魚路 剛司 氏
　　　　※希望者には当日個別相談を受付けます（16時～）
費　用　無料
問合せ　中小企業支援室

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 10,450円／月 （６か月未満 ※長期割引あり）　サイズ （５×8.6cm（縦×横）／１コマ）

　　　 個別金融相談会
「一日金融公庫」を開催

開催

　年末年始の資金、商品仕入、手形決済資金、車両や機械
の購入など、運転・設備資金が必要な方はぜひ「一日金融
公庫」へご参加ください。各種相談から制度案内、融資
申込まで、幅広い内容に、日本政策金融公庫担当者が個
別に対応させていただきます。
日　時　11月20日㈬  10時～16時（予約制）
場　所　習志野商工会議所
内　容　事業資金の借入可能性を知りたい 等
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）

　　　 「習志野映画祭」を開催開催
　青年部（冨 昭浩 会長）では、地域のにぎわい創出と地
域経済の循環を目的とした習志野映画祭を開催します。
映画への親しみと市内での消費を喚起する機会として、
次の映画を上映しますので、是非ご参加ください。
開催日　11月23日㈯・24日㈰
場　所　〔23日〕 習志野文化ホール（津田沼会場）
　　　　〔24日〕 習志野市民ホール（大久保会場）
上映作品　23日「きらきら眼鏡」 12時35分～
　　　　　　（入場料：1,300円／前売券：1,000円）
　　　　24日「つむぐもの」 13時30分～
　　　　　　（入場料：600円／前売券：500円）
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）

　　　 建設業部会
「視察研修会」参加者募集！

開催

　建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、市内建設事業
者の技術向上と知識の習得、事業運営の安定化を目的と
した視察研修会を開催します。多くの方のご参加お待
ちしています。
日　時　12月４日㈬  ８時出発
場　所　二瀬ダム 他
費　用　5,000円
定　員　25名
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）

　 報告　　　「第31回マスターズゴル
フ大会」を開催
　10月４日㈮、佐倉カントリー倶楽部（佐倉市）で、第31回
マスターズゴルフ大会が開催され、過去最多の126名がプ
レーを楽しみました。見事優勝に輝いたのは齋藤 陽子
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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

さん（千葉県税理士会千葉西支部）、２位は三橋好文さん（㈱
丸繁）、３位は岩井優さん（㈱サクラ設備）でした。おめで
とうございます。
【賞品提供企業一覧】（50音順・敬称略）
アクサ生命保険㈱／アシザワ・ファインテック㈱／イズミヤ
企画㈲／㈱オーエンス／オービックシーガルズ／キリン住宅㈱
／京葉観光バス㈱／㈲京葉警備保障／京葉フォークリフト㈲
／サービス電機㈱／佐倉カントリー倶楽部／㈱サクラ設備
／三興ベンディング㈱／三成産業㈱／㈲サントク／㈱シー
ルズ／白鳥製薬㈱／新京成電鉄㈱／㈱新生電機製作所／
㈲住宅問題／㈱ジオ・アカマツモリシア津田沼マネジメン
トセンター／スマイルテック㈱／セイスイ工業㈱／大平洋
機工㈱／㈲髙橋化粧品店／大和商事㈱／千葉県税理士
会千葉西支部／㈲東習保険事務所／東洋熱工業㈱関東
支店／東和製罐㈱／㈲トップサービス／（公社）習志野青年
会議所／㈲習志野葬祭／ネステック㈱／花島電業㈱／
㈱ビッグアイ／㈱ビーズ／㈱福葉水道／㈱フロイデ／豊栄
工業㈱／増田運輸㈱／松樹印刷㈲／三ツ矢エミタスタク
シー㈱／㈱三代川運送／㈱メッセエレクトリックサービス
／㈲森登志夫畳店／柳澤運送㈲／㈱ラフォーレ／㈱レカム
サービス（ドコモショップ津田沼店・津田沼北口店）／㈲ロック・
ブレイブ

優勝した齋藤さん（右）と白鳥会頭（左）

　 報告　　　「健康経営セミナー」を開催
　当所では、10月16日㈬にアクサ生命保険㈱船橋営業所
との共催で「経営者のための健康経営セミナー」を開催
し、15事業所が参加しました。セミナーでは、講師の沖
倉 功能 氏（㈲ピージェイハーベスト 代表取締役）より、健
康経営は単に医療経費の節減だけでなく企業の生産性
や企業イメージの向上、リスクマネジメントとしても有
効だと実践的な事例とともに説明され、参加者は取組み
への理解を深めていました。

　 報告　　　「簿記３級仕訳チェック
セミナー」を開催
　当所では、10月20日㈰、TAC津田沼校と共催で「第153
回日商簿記検定３級試験直前対策 仕訳チェックセミナー」
を開催し、13名が参加しました。セミナーでは、仕訳の
方法とあわせ出題ポイントを中心に解説され、参加者か
らは「今後の学習の参考になった」「２級も受けてみた
い」と感想が寄せられました。

　 お知らせ　　　　　 2020年版
「ビジネスノート」を配布します

　ダイアリーや年齢早見表、郵便料金表、経営情報、商工
会議所活用ガイドなどが掲載された「2020年版ビジネス
ノート」（会員限定）を無料で配布します。
　ご希望の方は、同封のチラシをご記入のうえFAXま
たは郵送にてお申込みください。
※１事業所１冊に限ります（無くなり次第終了）
※後日、職員がお届けにあがります
問合せ　中小企業支援室

昨年のビジネスノート

　　　　 「台風15号・19号
災害義援金」のお願い
　 お知らせ

　この度の台風15号及び19号では、千葉県内をはじめ国
内の広範にわたり甚大な被害がもたらされました。
被災された方々に心からお見舞
い申し上げますとともに、県内被
災地の一日も早い復旧・復興に役
立てていただくため、当所では、
窓口に募金箱を設置し、義援金の
募集をすることとしました。会
員の皆さまにおかれましては、義
援金へのご協力を賜りますよう、
宜しくお願いします。健康経営の取組みが企業を活性化させると説明されました

窓口に募金箱を
設置しました
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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（10月31日現在）。無担保・無保証人］

2 どんな「共済制度」があるの？

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！

特集

習志野商工会議所  ☎047（452） 6700 まで、お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

会議所活用事例（共済制度編）  経営を取り巻くリスクから会社を守る経営者の皆さまへ

中小企業経営を支える共済制度
　国内経済の先行き不透明感や予測できない自然災害の脅威など、企業を取り巻く経営リスクは複雑多岐にわ
たります。習志野商工会議所では、会員の皆さまが団体メリットを活かしながら、企業のニーズやステージに応
じて適切な保障が受けられる各種共済制度を用意しています。

　当所では、国の制度の活用や多くの保険会社と連携し、中小企業に必要な保障をとりいれながら、
長期にわたり安定・安心をご提供します。

❶小規模企業共済制度 ～安全・確実な事業主・役員のための退職金制度～
将来、事業主が事業をやめたり、役員が退職した場合など、第一線を退いた時の生活安定をはかるために
つくられた国の制度です。

退職金への備えとして

●安心、確実な国の制度で約160万人が加入　●事業資金等の貸付制度も充実
●掛金（月1千円～7万円）は全額所得控除で、共済金にも税制上のメリット
●ライフプランにあわせた共済金の3つの受取方法（一括／分割／一括・分割）

制度の
特色

1 会社にとっての必要な備えは？
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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31,500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！

習志野商工会議所  ☎047（452） 6700 まで、お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

❸経営セーフティー共済制度 ～連鎖倒産を未然に防ぐために～
取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難になったとき、連鎖倒産を未然に防ぐため、あらかじめ積み立てた
掛金に応じて無担保・無保証人で貸付けを受けることができる国の制度です。

万が一の連鎖倒産リスクへの備えとして

●月額掛金は5千円～20万円まで（税法上、損金または必要経費扱い）
●貸付限度額は掛金の10倍（最高8千万円）に相当する額か被害額のいずれか少ない額

制度の
特色

ご利用会員の声
Category：生命共済

❷特定退職金共済制度 ～福利厚生の充実は従業員の退職金制度から～
従業員の確保と定着を図るために自社で退職金制度を整備したいがどうすればいいか分からない…
そのような中小企業の悩みを解決するための退職金制度です。

※この制度は当所が国の承認を得て実施しており、制度の運営は保険会社に委託しています

●将来の退職金を計画的に準備出来ます　●国の制度（中退共）との重複加入が可能
●掛金（1人月額1千円～3万円まで）は全額損金または必要経費として計上できます
●法律で定められた退職金支払いのための保存措置が講ぜられます

制度の
特色

❹習志野商工会議所の生命共済制度（災害保障特約付団体定期保険）
習志野商工会議所独自の給付制度と福祉団体定期保険（アクサ生命保険㈱引受）をあわせた『あじさい共済』は、
会員（役員・従業員）の皆様の福利厚生にご活用いただけます。

「もしも」「まさか」の病気やケガへの備えとして

●病気、災害による死亡、事故による入院を365日24時間保障
●掛金は損金または必要経費として計上できます　●医師の診査なしでお申込みが可能
●商工会議所独自の給付制度（祝金、見舞金）もあります

制度の
特色

※「小規模企業共済制度」「経営セーフティ共済制度」に関する詳細は、
　 独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP（https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/）でご確認下さい。

「共済制度を利用して従業員が働きやすい職場づくりを」

杉山建設工業㈱　常務取締役  杉山 雅崇氏

　これから10年・20年先に向かって事業を継続していくためには、
従業員が安心して業務に取組める職場環境の整備が重要だと感じ
ています。そのためにも共済制度をはじめとした福利厚生の充実
を一層進めていければと考えています。掛金の安さと24時間保障
など内容のバランスを考えると、習志野商工会議所の生命共済はメ
リットがあると思います。
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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㈬

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

習志野ドイツフェア

2019'秋 ２大イベントが開催されました！
津田沼ハロウィンパーティー

ビールを片手にソーセージを頬張る姿が多く見られました 多くの方がハロウィンパレードに参加しました

　10月19日㈯・20日㈰、津田沼公園にて「習志野ドイ
ツフェア2019」が開催され、２日間で約85,000人の
方が来場しました。来場された方々はドイツ民謡を聞
きながら習志野市のご当地グルメ「習志野ソーセージ」
を片手にビールを飲み、大変盛り上がりました。

　10月26日㈯・27日㈰、津田沼駅周辺の商店会、大型
店、大学、鉄道会社などによる大型連携イベント「津田沼
ハロウィンパーティー2019」が開催されました。ハロウィ
ンパレードには232人、お菓子ラリーには1,200人を超
えるお子様達が参加し、各会場では仮装姿で「Trick or 
Treat!!」と叫ぶ、嬉しそうな顔がたくさん見られました。
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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：31,500円
　　　　　印刷依頼：36,700円
　　　　　（※１通約 15.7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　11月29日㈮10時〜11時30分
　　　　　11月30日㈯10時〜11時30分
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶定　員　各５名
▶費　用　１回 1,000円
▶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
▶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
「テレワークマネージャー派遣事業」のお知らせ
　国では、テレワーク（ICT（情報通信技術
を活用し、時間や場所を有効できる柔軟な働
き方））の普及・促進のため、総務省委託事
業「令和元年度テレワークマネージャー
派遣事業」を実施し、テレワークに関する
ICTの専門家を派遣しております。
▶応募期限　令和２年度２月28日㈮まで
▶問合せ　令和元年度総務省テレワーク
　　　　　マネージャー派遣事業事務局
　　　　　TEL：03（5213）4032
　　　　　（平日10時〜18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

「勤務間インターバル」の導入に助成金
を活用できます！
　2019年4月から制度の導入が努力義
務となった「勤務間インターバル」は勤務
終了後、次の勤務までに一定時間以上の

「休息時間」を設けることで働く方の生活
時間や睡眠時間を確保するものです。「時
間外労働等改善助成金（勤務間インター
バル導入コース）」では生産性向上等を図
ることで勤務間インターバル導入に取り
組む企業をサポートするため、新規導入
であれば、最大100万円の助成金がご活
用頂けます。
▶申込締切　11月15日㈮
▶問合せ　厚生労働省 労働基準局
　　　　　労働条件政策課
　　　　　TEL：03（5253）1111
　　　　　http://mail.mirasapo.jp/
　　　　　c/bAnEaf8uwu8c7kac

2019年度後期ビジネス・キャリア検定試験
　厚生労働省が定める職業能力評価基準
に準拠し、職務を遂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
とを目的とした試験です。人事・経理・営
業・生産管理など、企業実務に即した専門
的知識・能力を客観的に評価します。
▶試験日　令和２年２月16日㈰
▶試験会場　千葉商科大学
　　　　　（市川市国府台1-3-1）
▶受付期間　10月７日㈪〜12月13日㈮
▶等　級　２級・３級・BASIC級
▶試験分野　人事・人材開発・労務管理、
　　　　　経理・財務管理、営業・マーケ
　　　　　ティング、生産管理、企業法
　　　　　務・総務、ロジスティックス、
　　　　　経営情報システム、経営戦略
▶受験資格　特になし
▶受験料　２級  7,700円
　　　　　３級  6,200円
　　　　　BASIC級  3,300円
▶問合せ　ビジネス・キャリア検定試験
　　　　　運営事務局
　　　　　TEL：03（3233）6810

「千葉県地域しごとNAVI」
　千葉県では、「千葉県地域しごとNAVI」
に求人情報を掲載する企業を募集してい
ます。写真やメッセージ等で、貴社の魅
力を効果的に発信できます。まずはお気
軽に、地域しごと支援センターちばまで
お問い合わせください。
▶問合せ　地域しごと支援センターちば
　　　　　TEL：043（245）0171

千葉県内中小企業向け「ビジネス交流会」
の開催について（ご案内）
▶日　程　11月20日㈬10時〜16時30分
▶場　所　エム・ベイポイント幕張
　　　　　（旧NTT幕張ビル、
　　　　　 千葉市美浜区中瀬1-6）
▶定　員　なし（当日受付可）
▶費　用　無料
▶対　象　県内の中小企業経営者、
　　　　　情報システム担当者
▶問合せ　千葉県商工労働部産業振興課
　　　　　成長産業振興班
　　　　　TEL：043（223）2778

赤い羽根共同募金運動が始まりました！
　令和元年度（第73回）の共同募金運動
が、10月１日㈫から全国一斉にスタート
しました。来年３月31日までの６か月
の運動期間を通じて、各地域の福祉団体、
ボランティア団体からの申請を基にした
助成計画を達成するために、全国で193
億2,933万円を目標額として、募金運動
を展開します。
▶実施期間　令和元年10月１日㈫〜
　　　　　令和２年３月31日㈫
▶問合せ　社会福祉法人千葉県共同募金会
　　　　　TEL：043（245）1721

企業の人材確保を応援します
（ジョブカフェちば）
　企業における人材確保について課題の
解決を図るため、常時採用に役立つノウハ
ウの提供や企業の魅力を発信するイベン
トの開催など、様々な企業向けサービスを
実施しております。若者の採用をお考え
の企業はお気軽にお問い合わせください。
▶問合せ　ジョブカフェちば企業窓口
　　　　　TEL：047（460）5500

2019年度下期「助成金・家賃補助金」
公募のご案内（ひまわりベンチャー育成募金）
　ベンチャー企業（個人事業主を含む）を
対象に、助成金および家賃補助金の公募
を行っています。新規性を有し、事業化
を見据えたプロジェクトの応募をお待ち
しています。
▶応募期間　11月１日㈮〜12月２日㈪
▶助成金額　１先あたり通常300万円
　　　　　（上限500万円）
▶家賃補助金額　１先あたり月額上限
　５万円を１年間（年間上限60万円）
▶問合せ　公益財団法人 ひまわりベン
　　　　　チャー育成基金
　　　　　TEL：043（242）5523
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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！

月辰会 活法整体院

　オーガニック野菜をメインに生パスタやピザなど手作
りにこだわった料理を提供している『きむらさん家』は、
実籾駅から徒歩２分、おいしいものをたくさんの人に食べ
てもらいたいと考え、10月からリニューアルオープンし、
事業所向けのデリバリーサービスも開始。料理・ドリンク
メニューはそれぞれ280円・300円からと非常にリーズナ
ブルです。おいしいイタリアン酒場としてより親しみや
すいお店を目指しています。ぜひ一度お越しください。

きむらさん家

　『花 伊東』では、展示会・スタジオ等の装飾に加え、
ブライダルや造園、その他空間デザイン装飾等多岐
にわたった依頼を受けています。また、祝花、スタ
ンド花、楽屋花も随時承っています。常に新しいも
のを作るためのご提案もしていますので、空間装飾
やお花に関するお悩みがありましたらぜひ一度、お
問い合わせください。

"大きなことから小さなことまで
何でもお任せください！"

花 伊東

住所：谷津 3-1-45-101　代表者：伊東 富之さん
TEL：090（6156）2214　営業時間：９時～20時　定休日：なし
Instagram：@hanaito87110（花 伊東）　MAIL：hanaito87110@gmail.com

住所：実籾 5-8-8　代表者：木村 浩章さん
TEL：047（409）8486　HP：http://kimurasanti.favy.jp/　
営業時間：11時30分～14時、17時～23時　定休日：火曜日

HP QRコード

HP QRコード

　京成津田沼駅から徒歩７分、『月辰会 活法整体院』
は、国家資格者が行う整体院です。体の筋肉を揉ん
だり骨をボキボキ鳴らさない施術法の「妙見活法」
を使い、筋肉・内臓・頭蓋骨（自律神経）を調整し、保険
治療ではできない症状の根本改善を行います。ボ
ディビルの大会で優勝経験もある院長が正しい体
づくりや食生活についてのアドバイスもしていま
す。皆様のご来院お待ちしています。

"日本古来の治療術を駆使"

"食材にこだわった駅近イタリアン酒場"

住所：津田沼 4-1-25 ダイワティアラ津田沼Ⅶ C号棟
代表者：栴檀芳之妙乗（せんだんよしゆきみょうじょう）さん
TEL：047（454）0001　HP：https://sendan-urayasu.com/　定休日：日曜日
営業時間：〔月・火・木〕９時30分～12時30分、15時30分～20時
　　　　〔水〕９時30分～14時  〔金〕14時～23時  〔土・祝〕12時～17時

 HP QRコード

8

2019.11.10　習志野商工会議所


