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今年も一年間
お世話になりました



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）

第13期 新体制がスタート！
　11月１日㈮、習志野商工会議所では、臨時議員
総会を開催し、会頭、副会頭３名、専務理事、常議員
33名、監事３名が承認され、第13期新役員・議員体
制（任期 元年11月１日〜４年10月31日）がスター
トしました。（役員・議員の名簿一覧を同封しています）

就任あいさつ
　このたびの臨時議員総会に
おきまして、皆様方の温かいご
推挙により、引き続き、習志野
商工会議所会頭に再任いたし
ました。あらためて責任の重さ
を痛感するとともに、商工会議
所の使命をしっかりと果たすべ

く、今回同じく再任されました３人の副会頭はじめ役
職員と一丸となり、「中小企業の活力強化」と「地域
の活性化」を柱に掲げ、全力で取り組んでまいる所
存でございます。
　現在、頻発する大規模自然災害や環境問題など、
地球規模での課題が山積みする中、長期化が懸念
される米中対立など、世界は不確実性を増していま
す。また国内では、一人当たりの生産性・所得など
の指標で先進国に遅れをとり、人口減少や高齢化な
ど日本が抱える構造的な経営課題が多様化・複雑化
し、将来への不安が払拭しきれません。
　一方、デジタル技術の進展は、中小企業や日本経
済の抱える構造的な課題を解決する強力な手段を
提供しています。
　こうした中、当商工会議所では、中小企業の活力
強化につきましては、「生産性の向上」「事業承継の
加速」「人手不足の解消」をキーワードに、キャッシュレ
ス対応などのデジタル社会への適応をきっかけに、会
員事業所の皆様にしっかりと寄り添いながら、様々な
課題やニーズに応じた経営支援策を展開してまいり
ます。
　地域の活性化につきましては、地域を元気にする
こと、地域の魅力を最大限に活かすことが、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
メとして習志野ソーセージのさらなる普及、地元スポー
ツチームや音楽・歴史・文化活動との連携、JR津田
沼駅周辺の新たな街づくりへの支援などを積極的に
推進してまいります。
　結びに、行政や関係団体、市民の皆様とのコミュ
ニケーションをさらに強化し、会員事業所の皆様ととも
に、未来を切り拓く力強い商工会議所となるべく挑
み続けてまいりますので、変わらぬご支援とご理解を
お願い申し上げますとともに、商工会議所が実施す
る事業への積極的なご参加をお願い申し上げ、会頭
就任の挨拶とさせていただきます。

白鳥　豊 会 頭
白鳥製薬㈱
代表取締役会長

就任あいさつ
　東洋エンジニアリングの内田です。このた
び臨時議員総会におきまして、習志野商工会
議所副会頭にご再任いただいたこと、厚くお
礼申し上げます。白鳥会頭のリーダーシップの
もと、過去６年間にも増して、商工会議所なら
びに習志野市の商工業の発展に微力を尽く
していこうと決意を新たにしているところです。

　振り返れば、今年は新天皇が即位され、令和の時代が始まるという
慶事があった一方で、度重なる台風や大雨による重大な被害が各所
にもたらされました。ここ習志野市においても比較的軽微ではあったも
ののこうした災害への備えの大切さを再認識させられる事態でした。
　習志野商工会議所では、先のラグビーワールドカップの日本
チームのように、性別も年齢も体格も経験も違うひとりひとりが、
自分の持ち場でそれぞれの役割を果たしていくことで、ワンチー
ムとして習志野市の発展に貢献していきたいと考えていますの
で、宜しくご協力ご支援をお願い申し上げます。

内田 正之 副会頭
東洋エンジニアリング㈱

常任監査役

就任あいさつ
　このたび副会頭の職を再任させて頂
くことになりました髙橋勝と申します。
家業の化粧品専門店を経て、現在は
不動産賃貸業を営んでおります。商業
を取り巻く環境は、激変しております。
キャッシュレス決済やネット販売、サブ
スクリプション等々、中小零細小売店に

は厳しい環境の中、どうすれば生き残れるのかが問われて
います。二期目ということで、前期よりも一歩踏み込み、商
業者の立場から習志野の商業を見つめ直し、活性化の道を
模索していくつもりです。皆様方のご協力ご支援を頂きたく
宜しくお願い申し上げます。

髙橋　勝 副会頭
㈲髙橋化粧品店
代表取締役

就任あいさつ
　このたび副会頭に再任を頂きました
芦澤です。事業は粉砕機などの機械
メーカーで、江東区から移転して30年
を迎えます。習志野にはモノづくりに
必要な人材・取引先・交通インフラなど
の条件が揃っています。一方で、工業
に限らず事業を経営する環境は厳しさ

を増しています。平成と共に30年の歳月を歩んだ当会議所
の諸先輩への感謝と敬意の念を胸に、令和の幕開けを機に
誰もが働きやすく暮らしやすい新しい習志野を実現したい
と張り切っております。一層のご指導ご協力をお願い申し上
げます。

芦澤 直太郎 副会頭
アシザワ・ファインテック㈱
代表取締役社長
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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

　11月25日㈪に開催された常議員会で、第13期の部会（商業／工業／サービス業／建設業）役員が選任されました。各部会
では、関係業種の改善発達に向け、広く部会員からの意見聴取、政策提言、業界内部の意思統一、情報交換を行い、また部会
員の啓発、親睦を図るための、講習会、講演会、見学会、親睦会等を開催しています。会員の皆様はいずれかの部会に所属し
ていますので、積極的な事業へのご参加をお待ちしています。 （任期 元年11月１日〜４年10月31日）

地域経済の舵取りを担う新たな部会役員が決定しました

部　会　長　織戸 克久
　　　　　㈲織戸自動車整備工場
副部会長　村 昭寛  ㈱千葉銀行　
津田沼支店／町塚 栄介  ㈱ジェイ
コム千葉ＹＹ船橋習志野局／
庄司 和正  房総メンテナンス㈱

幹　　事　務臺 勝徳  ㈱京葉銀行 実籾支店／
村社 宏剛  ㈱千葉興業銀行 習志野支店／森 英樹  
森英樹税理士事務所／関口 勝裕  三ツ矢エミタスタク
シー㈱／浅野 公夫  千葉信用金庫 津田沼支店／吉野 
綾子  ㈱津田沼運輸サービス／川村 浩司  川村中小
企業診断士事務所／吉田 昌之  ㈲ＹＳサービス／
花澤 剛  ㈲花澤運送／布施 貴宣  ㈱レカムサービス
／羽生 昌弘  ㈲ロック・ブレイヴ／冨 昭浩  ㈱フロイデ
相　談　役　佐々木 秀夫  ダンデイエンタープライズ㈲
／岩澤 良隆  ㈲スパックス・ヘルスプラン研究所
（金融業分科会）
分科会長　村 昭寛
　　　　　㈱千葉銀行
　　　　　津田沼支店
幹　　事　務臺 勝 徳　
㈱京葉銀行 実籾支店／
村社 宏剛  ㈱千葉興業銀
行 習志野支店／
浅野 公夫  千葉信用金庫
津田沼支店

サービス業部会

織戸 克久 部会長

商業部会
部　会　長　鈴木 和弘
　　　　　㈱ミツワ堂
副部会長　池田 博  ㈱スマイル／
杉林 昇  津田沼一丁目商店会／
金子 正  ㈱茶茶／
小林 泰弘  ㈱ミキ・プランナーズジリオーラ

幹　　事　時田 清信  ㈲時田／和田 一利  ㈲大和屋
書店／佐々木 雅彦  ㈱イトーヨーカ堂津田沼店／
三橋 正文  ㈲習志野スポーツ／金子 恵伍  鳥料理味味
／髙橋 れい子  ㈱サカエヤ／萩原 康孝  松葉寿し／
岡田 浩一  ㈱ジオ・アカマツモリシア津田沼マネジメン
トセンター／池田 郁  銀座アスター食品㈱津田沼賓館／
石原 耕一郎  実籾コミュニティーロード商店会／
青木 成魂  あかね家／風見 一輝  谷津商店街協同組合
／髙橋 正英  三興ベンディング㈱／司茂 晃史  ㈱司茂
商店／柏木 成則  ㈲大久保園
相　談　役　髙橋 賢  三興ベンディング㈱／
髙橋 勝  ㈲髙橋化粧品店
（食品業分科会）
分科会長　池田 博 ㈱スマイル
幹　　事　金子 恵伍
鳥料理味味／萩原 康孝
松葉寿し／池田 郁  銀座ア
スター食品㈱津田沼賓館
／青木 成魂  あかね家／
小林 泰弘  ㈱ミキ・プランナーズ

鈴木 和弘 部会長

▲６商工会議所と合同でビジネス
　情報交流会を開催

▲キャッシュレス決済に向けた視察研修を実施

（順不同 敬称略）

部　会　長　吉田 茂雄
　　　　　広栄化学工業㈱
副部会長　小出 明治  ㈱小出ロール
鐵工所／由川 久子  コメット工業㈱
／嶋崎 利行  島崎熱処理㈱／
日下 敏昭  ㈱日下製作所

幹　　事　水野 清一  佐藤金属㈱湾岸センター／
細井 良則  東葛工業㈱／飯島 松樹  松樹印刷㈲／
横田 耕太郎  日本クロイド工業㈱／小俣 茂之  ㈱小俣
製作所／安藤 道利  ㈲アンドウカンパニー／
西牧 英樹  ㈱ニシマキ／
石橋 純治  ㈱イシバシ／
木村 雅道  三幸工業㈱
相　談　役　樋口 恵己
　　　　　㈱樋口製作所

工業部会 建設業部会
部　会　長　田久保 浩一
　　　　　田久保建設㈱
副部会長　横打 研  ㈱横打／伊藤 達也
藤建㈱／秋山 奈穂子  秋山木材産業㈱
幹　　事　田村 茂  サービス電機㈱
／竹谷 嘉夫  総栄建設㈱／林 正美

京葉測量㈱／鈴木 千博  鈴木水道㈱／高山 貴子  本
田土木工業㈱／鈴木 工仁  福葉水道㈱／三代川 寿朗
三代川不動産㈱／清水 晴好  ㈱ビッグアイ／久保木 慎一
㈲久保木畳店／岩井 健  ㈱サクラ設備／佐藤 正幸
藤木園緑化土木㈱／
畠山 和弘  畠山建設㈱／
福田 和洋  ㈱和洋建築／
久永 誠  キリン住宅㈱／
安西 繁行  ㈱ナラデン
相　談　役　鯨井 徹
㈲鯨井測量建築事務所

田久保 浩一 部会長

▲販路開拓支援として各種展示会に出展 ▲行政との研修会や意見交換を実施

吉田 茂雄 部会長
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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（11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！

　　　　 臨時議員総会で
感謝状が贈呈されました
　 お知らせ

　11月１日㈮、臨時議員総会で、議員として長きにわた
り当所の事業活動を通して地域の発展に多大な功労を
された方々に対して感謝状が贈呈されました。
【日本商工会議所役員議員表彰】

白鳥製粉㈱ 代表取締役／白鳥 理一郎氏
㈱小出ロール鐵工所 取締役会長／小出 惠勇氏
㈱レカムサービス 代表取締役会長／布施 國雄氏
鳥料理味味 代表者／金子 恵伍氏
㈲鈴木塗装 代表取締役／鈴木  理氏
㈱丸山工務店 取締役会長／山本 泰三氏

【習志野商工会議所会頭表彰】
㈱緑川製作所 取締役社長／横井  伸氏
㈱ビー・ピー施設 企画室課長／岩垂 史晃氏

山本 泰三氏（左）、白鳥会頭、小出 明治氏（右※代理）

　　　　 令和元年秋の叙勲
細井良則氏（東葛工業㈱代表取締役
会長）が旭日単光章を受章されました

　 お知らせ

　細井 良則 氏（東葛工業㈱代表取締役会長 当所２号常
議員）が、令和元年秋の叙勲において、旭日単光章を受章
されました。旭日単光章は、各分野
で顕著な功績のあった者に贈られる
勲章で、幅広い産業で利用される工
業用ホース製造の特殊技術を活かし、
地域経済の発展・活性化に貢献したこ
とが認められ授与されました。おめ
でとうございます。

　　　　 都築建一氏（都築綿
布団店）が全国技能士会連合会
より表彰されました

　 お知らせ

　当所会員事業所の都築 建一 氏（都築綿布団店）が、多年
にわたる技能士の社会的地位の向上と技能士会の発展
に尽力された功績から、一般社団法人全国技能士会連合

会より表彰状が授与されました。同時に、特に円型座布
団製作技術について極めて優秀な製作技術を有してい
ることが認められ、東京都より東京マイスターに認定さ
れました。おめでとうございます。

全国技能士会連合会から授与された表彰状を持つ都築氏 

　　　「企業防衛セミナー」を開催　 報告
　11月12日㈫、当所では、経営安定化対策事業として『企
業防衛セミナー』を開催しました。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）ではデータに基づいた自社
を防衛するためのヒントが、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）では
ハードルが高く敬遠され
がちな事業承継の方法が
わかりやすく説明され、熱
心に聞き入る参加者の姿
が見られました。

　 報告　　　「第27回習志野市内
事業所従業員表彰式」を開催
　11月13日㈬、モリシアホールにおいて『習志野市内事
業所従業員表彰式』を開催し、日本商工会議所会頭賞で
40年以上勤続の友保 浩史 氏（白鳥製薬㈱）、首藤 道愛 氏、
西須 陽一 氏（ネステック㈱）、35年以上勤続の山口 茂 氏、
松田 浩史 氏（ネステック㈱）をはじめ、市長賞、商工会議所
会頭賞など、14事業所42名が名誉ある賞を受賞されまし
た。受賞された皆様には、今後のご活躍をご祈念すると
ともに、心からお祝いを申し上げます。

細井 良則 氏

事業承継の手法などを
説明する魚路氏

総勢42名の方々が表彰状を授与されました

4

2019.12.10　習志野商工会議所　



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！

　 報告　　　青年部主催
「習志野映画祭」を開催

　11月23日㈯・24日㈰、青年部（冨 昭浩 会長）では、習志野
文化ホール・習志野市民ホールで「第１回習志野映画祭」
を開催し、多くの来場者が映画を楽しみました。当日は、

「きらきら眼鏡」「つむぐもの」（犬童 一利 監督）の２作品
が上映されたほか、監督のトークショーが行われ、参加者
からは「作品の裏話が聞けてより親近感が湧いて良かっ
た」などの感想が寄せられました。

犬童監督（中央）と当日スタッフ一同

　 募集　　　　あじさい共済加入者限定
豪華景品が当たる「2020新春
お年玉プレゼント」を実施！
　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のプレゼント企
画「2020新春お年玉プレゼント」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
にご加入のうえ、ご応募ください。
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　令和元年12月20日㈮ 必着
発　表　当選事業所は、商工習志野１月号（１月10日発行）
　　　　で発表します。
問合せ　経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　 募集　　　　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

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　　 令和２年
新春賀詞交歓会のお知らせ
　 お知らせ

　令和２年１月９日㈭、習志野市、習志野商工会議所、習
志野市社会福祉協議会の共催による新春賀詞交歓会が
開催されます。新年の挨拶の場としてご自由に参加い
ただけますので、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。
日　時　令和２年１月９日㈭ 11時30分〜（受付：11時〜）
会　場　習志野文化ホールホワイエ
費　用　4,000円（当日会場で）
主　催　習志野市新春賀詞交歓会実行委員会
　　　　（習志野市、習志野商工会議所、習志野市社会福祉協議会）
問合せ　習志野市総務部 総務課 管理係
　　　　☎︎047（453）9246
※ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さいますよう
　お願いいたします。

　　　　 JR津田沼駅南口に
イルミネーションが点灯しました
　 お知らせ

　11月１日㈯、冬の恒例となったJR津田沼駅南口のイ
ルミネーション点灯式（津田沼南口商店会主催）が津田沼公
園で行われました。今年は約10万個のLEDに加え、「よ
うこそ津田沼へ」の文字が新設され、習志野の玄関口で
のおもてなしと、年の瀬に向かう季節に彩りを加えてい
ます。点灯は来年の２月16日㈰まで。

イルミネーションの点灯スイッチを押す白鳥会頭（左）

年末年始休業のお知らせ
弊所では、誠に勝手ながら12月28日㈯～１月５日
㈰を年末年始休業とさせて頂きます。期間中はご
不便をお掛け致しますが、何卒ご寛容くださいま
す様お願い申し上げます。

5

　習志野商工会議所　2019.12.10



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　リテールマーケティング（販売士）検定 １〜３級 ２月19日㈬　 簿記検定 ２・３級 ２月23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

会員限定サービス無料 「商工習志野」でお店をPRしませんか？
　習志野商工会議所会報紙「商工習
志野」（毎月10日、約2,000部発行）
の会員紹介ページ「あの店・この工
場」（８面カラーページ）に掲載を希
望する事業所を募集しています。業
種は問わず会員事業所であれば無料
ですので、ぜひお問合せください！

　その他に、商工習志野掲載記
事を１か月間、当所ホームペー
ジで掲載しています。※お申
込み後、当所担当者が取材等に
お伺いさせていただきます。

HPページでもご紹介！！

習志野商工会議所  経営室  古澤
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744問合せ

♪ ♫
♪

　当所では、習志野市にふさわしい製品を「ふ
るさと産品」として認定することで、習志野市
の地場産業の振興と市民のふるさと意識の高
揚を図っています。
　認定品には、認定証（無料）・認定表示ラベル
（有料）を交付するほか、パンフレットやHPで、
市内外へのPRを推奨しています。市内で該
当産品を生産している事業者の方はぜひ認定
申請ください。

認定申請受付期間

中 小 企 業 支 援 室
☎ 047（452）6700

※対象・認定基準など、詳細は当所ホームページもしくは
　お電話にてご確認ください。

令和元年12月15日㈰～
令和２年1月31日㈮

の認定申請を受付しま
す

習志野市ふるさと産品
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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

お知らせ
令和元年８月13日から９月24日までの
間の暴風雨及び豪雨、令和元年台風第
19号関連情報（中小企業庁）
　国では、令和元年８月13日から９月24
日までの間の暴風雨及び豪雨、令和元年
台風第19号に対する中小企業・小規模事
業者向け支援策をまとめた「被災中小企
業者等支援策ガイドブック」を取りまと
めています。
▶問合せ　中小企業庁
　　　　　TEL：03（3501）1511
　　　　　https://www.chusho.me
　　　　　ti.go.jp/2019saigai/inde
　　　　　x.html

「マネジメントメンター登録制度」のご案内
～仕事で得た経験を中小企業支援に活
かしてみませんか？～
　マネジメントメンターとは、豊富な実務
経験・専門知識・人的ネットワーク等を活
かし、中小企業の支援を通じてその活性

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

化に貢献するため、関東経済産業局のマ
ネジメントメンターデータベースにご登録
いただいた企業OB（新現役）の方です。
　企業などを退職された方や近く退職を
予定している方で、地域・中小企業等の支
援を通じてその活性化に貢献するため、関
東経済産業局に御登録してみませんか。
▶問合せ　関東経済産業局 産業部
　　　　　中小企業課
　　　　　TEL：048（600）0322
　　　　　https://www.kanto.meti.g
　　　　　o.jp/seisaku/chushokigyo/
　　　　　management_mentor.html

「生産性向上のためのIoT・RPA導入
セミナー」の参加者募集中！（千葉銀行）
　千葉県と千葉銀行は、人手不足等によ
る生産性向上に課題を抱えた事業者の皆
様へ、IoT・RPAといったITを活用したソ
リューションについて、事例を交えてご
紹介するセミナーを開催いたします。是
非ご参加をご検討ください。
▶日　程　12月18日㈬
　　　　　13時30分～16時50分
▶場　所　ホテルポートプラザちば
▶費　用　無料
▶定　員　100名
▶対　象　IoT・RPA導入による生産性向
　　　　　上を志向する経営者や生産管
　　　　　理者（製造業、サービス業、情報
　　　　　通信業、士業者など）
▶問合せ　千葉銀行 法人営業部
　　　　　成長ビジネスサポート室
　　　　　新事業支援担当
　　　　　TEL：043（301）8248

「ちばの地域資源活用商品のロゴマーク」
について
　本県は、豊富な農林水産物や観光資源
などに恵まれており、中小企業が活用で
きる県の特産品や観光名所を、「地域資
源」として474品目指定しています。東
京2020オリンピック・パラリンピックの開
催も来年に迫り、県内中小企業では、各
地の地域資源を活用した新たな土産品の
開発に取り組んでいるところです。
　この度、県では、「ちばのキラリと光る
優れもの」である地域資源を活用した商
品のPRに役立ててもらうよう、チーバく
んを活用したロゴマークを作成しまし
た。中小企業者の皆さまからの積極的な
使用申込みをお待ちしています。
▶問合せ　商工労働部 産業振興課
　　　　　ベンチャー・地域産業振興班
　　　　　TEL：043（223）2798

12月10日から16日までは「北朝鮮人権
侵害問題啓発週間」です！
　北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは、平
成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当
局による人権侵害問題への対処に関する
法律」が施行され、毎年12月10日から16
日までの１週間を「北朝鮮人権侵害問題
啓発週間」とすることとされました。拉
致問題を始めとする北朝鮮当局による人
権侵害問題は、国際社会を挙げて取り組
むべき課題とされています。解決のため
には、この問題について、関心と認識を
深めていくことが大切です。
▶問合せ　習志野警察署
　　　　　TEL：047（474）0110

人生100年！新たなスタートパーティー
～あの頃のときめきをもう一度～
　近年、晩婚化や離婚率の上昇の影響に
より、パートナーや配偶者を求めるシニ
ア層が増加しています。そこで習志野商
工会議所女性会ではシニア層向けに素敵
な場所でお料理とお酒を楽しみながら新
たな出会いの場をご提供いたします。
ぜひお気軽にご参加ください。
▶日　時　令和２年２月８日㈯
　　　　　14時～16時30分
　　　　　（受付13時30分～）
▶場　所　ホテルザ・マンハッタン
　　　　　（千葉市美浜区ひび野2-10-1）
▶費　用　男性6,000円
　　　　　女性4,000円
▶対　象　市内及び近郊在住、
　　　　　在勤の未婚者で40代～70代
▶締　切　令和２年１月８日㈬
▶問合せ　習志野商工会議所
　　　　　女性会事務局

谷津遊路商店街歳末福引きセール開催
　期間中、遊路スタンプを毎日発行いたし
ます。 お買上げ3,000円毎に本券一枚、
500円毎に補助券１枚を差し上げます（補助
券６枚で１回抽選可能）。また、今年度はクリ
スマスをイルミネーションで飾るペットライ
ト・プロジェクトとして駅前広場にてペットボ
トルツリーを１月６日㈪まで公開しています。
▶期　間　12月１日㈰～12月24日㈫
▶場　所　谷津遊路商店街
▶抽選日時　12月22日㈰～24日㈫12時～18時
▶抽選会場　組合事務所
▶景品内容　大型テーマパークペアチケット他
▶問合せ　谷津商店街協同組合
　　　　　TEL：047（451）3744
　　　　　（平日13時～17時）
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【発行所】習志野商工会議所　  【発行人】専務理事  高野 次夫　〒275-0016 習志野市津田沼４-11-14
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744　HP：https://www.narashino-cci.or.jp　Ｅメール：key21＠narashino-cci.or.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！

㈳恩賜財団 済生会 千葉県済生会習志野病院 健診センター

　『欧風食堂タブリエ』は、おいしい料理と居心地の
良さを提供したいとの思いから、昨年11月に津田沼に
オープンしました。研究熱心な店主自らイタリアやフ
ランス、スペインなどのヨーロッパ各国に直接足を運
び、素材を生かしたシンプルな料理と季節の食材を使
用した料理を追求しています。珍しいクラフトビール
や安くておいしいワインなども一緒に楽しめて気軽に
利用できるお店です。皆様のご来店お待ちしています。

欧風食堂 タブリエ

　今年の６月に開業した『オートハウス カワノ』で
は、中古車販売・自動車整備・修理・パーツ取付け等
を行っています。店長が欧州車ディーラーメカニッ
ク歴10年の経験を生かしてメンテナンスをしっか
り行い、販売しています。大手オークションへの出
入りも可能なため、注文・購入にも対応できます。
　その他、タイヤ交換やオイル交換等、車のことな
ら何でもお気軽にご相談ください。

オートハウス カワノ

住所：千葉市若葉区愛生町50-3　代表者：河野 龍気さん
TEL：043（215）7716　営業時間：10時～19時　定休日：水曜日
HP：https://www.goo-net.com/ipn/usedcar_shop/0520276/detail.html

住所：習志野市津田沼2-6-34　代表者：中島 康敬さん
TEL：047（409）0716　営業時間：11時～15時／17時～22時
定休日：日曜日　店情報は食べログ「欧風食堂 タブリエ」で検索

HP QRコード

地図 QRコード

　『千葉県済生会習志野病院健診センター』では、病
気の早期発見と病院へのスムーズな橋渡しをモッ
トーとして運営しています。また、保健・医療・福祉
のトータルケアシステムの確立に取り組み、健康維
持、診療など多くにわたって地域住民の生活を支え
ていく活動を行い、地域の保健・医療・福祉の増進に
貢献しています。ぜひ、お気軽にご利用ください。

（習志野商工会議所の会員事業所の方には、人間ドックの割引適用あり）

"地域住民の健康増進を目指して"

"夫婦で営む隠れ家欧風食堂"

"安心・安全をモットーに"

住所：習志野市泉町1-1-1
代表者：【院長】小林  智さん  【健診センター長】山本  豊さん
TEL：047（411）7316〈直通〉　営業（受付）時間：８時30分～17時
定休日：土曜日・日曜日・祝日　HP：http://www.chiba-saiseikai.com

 HP QRコード
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