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

及や、オービックシーガルズをはじめとする地元スポーツ
チームへの積極的支援、音楽・歴史・文化活動との連携協働
を推進しながら、時代の要請に合った取り組みをしてまい
ります。
　折しも、商工会議所の創始者である渋沢栄一翁が、2021
年のNHK大河ドラマの主人公や、新１万円札の顔となるこ
とが決定しました。「企業は利益を上げなければならないと
同時に、公益についても考えなければならない。両者は高
い次元で両立する」という渋沢翁の理念は、商工会議所の活
動理念そのものであり、現代においてこそ広める価値があ
るものと考えます。
　結びに、会員の皆様の変わらぬご理解とご支援をお願い
申し上げますとともに、千葉県内でも一部競技が開催され
る「東京2020オリンピック・パラリンピック」での熱き感動
と経済効果を期待しつつ、皆様にとりまして夢のある年に
なりますようご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただ
きます。

新たな基本計画で目指す
持続可能なまちづくり　

習志野市長  宮本 泰介
　あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、令和の時
代、最初の年頭にあたり、謹んで御
挨拶を申し上げます。
　貴会議所におかれましては、地域
経済の発展のみならず、地域交流に
おいても多大なる御尽力を賜ってお
りますことに、深く感謝申し上げます。

　昨年は、５月に元号が「平成」から「令和」へ、10月には消
費税率が８％から10％へと変わるなど、大きな節目の年で
した。また、９月、10月には台風15号・19号による暴風雨と
21号による大雨という一連の自然災害が、本市を含む千葉
県に甚大な被害を及ぼしました。被災された皆様に、改め
まして心よりお見舞い申し上げます。

「中小企業の活力強化」と
「地域の活性化」に全力で取り組みます

習志野商工会議所  会頭  白鳥  豊
　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、すこやか
に新年をお迎えのことと、心からお
喜び申し上げます。
　年頭にあたりまして、会員事業所
の皆さまにご挨拶を申し上げますと
ともに、旧年中に賜りました習志野
商工会議所への心温まるご支援に、

厚くお礼申し上げます。
　私、昨年11月の議員総会におきまして、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、３人の副会頭をはじめ全役職員一
丸となりまして、「中小企業の活力強化」と「地域の活性化」
に全力で取り組んでまいります。
　さて、昨年を振り返りますと、「令和」時代の幕が開き、大
変な盛り上がりを見せたラグビーワールドカップ、５年ぶ
りの消費税率引き上げ等、変化に富んだ一年でした。一方、
台風等の自然災害による被害も広範囲かつ甚大なものとな
り、いまだ影響の残る被災地の皆様には、改めて心からお
見舞いを申し上げます。
　国内経済はと言いますと、年々深刻化する人手不足、経
営者の高齢化等による廃業の増加、地方の疲弊等が浮き彫
りとなる中、デジタル技術の進展は、中小企業や日本経済
が抱える構造的な経営課題を解決するための、強力な手段
を提供しています。
　こうした中、地域唯一の総合経済団体である商工会議所
では、中小企業の活力強化においては、「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
シュレス社会に乗り遅れることのないよう、会員事業所の
皆様にしっかりと寄り添いながら、現場の課題やニーズに
応じた支援策を展開してまいります。
　また、地域を元気にすること、地域の魅力を最大限に活
かすことも、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の習志野ソーセージのさらなる普

年頭所感
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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

　一方、本市の盛況としては、習志野高校野球部が春夏連
続で甲子園出場を果たし、春のセンバツ大会では準優勝と
いう快挙がありました。アルプススタンドから響き渡っ
た吹奏楽部の美爆音はたいへん話題になり、吹奏楽部と
バトン部は応援団賞優秀賞を受賞するなど、スポーツ、音
楽、それぞれの面から「習志野」の名を全国に轟かせまし
た。貴会議所におかれましては、会員の皆様からの御寄附
を募っていただくなど、野球部や応援団の全国での活躍を
強力に支えてくださいましたことを、心より御礼申し上げ
ます。
　昨年、貴会議所では、中小事業者等へ向けた、消費税率の
引き上げや軽減税率・複数税率への対応支援、キャッシュレ
ス決済への対応支援など、消費税にまつわる事業者への支
援を通して、地域経済の活性化に御尽力いただきました。
貴会議所の御貢献に、深く感謝申し上げます。
　今年、本市は４月から６年間にわたる「後期基本計画」に
よるまちづくりがスタートします。この間に、本市の人口
は増加から減少へと転じること、少子高齢化や公共施設の
老朽化への対応から財政状況が一層厳しくなることが予想
されております。これらを克服し、持続可能な発展のため
に、教育環境へのICTの積極的な導入、鷺沼地区市街化調
整区域の地権者が行う開発への支援、JR津田沼駅周辺の民
間が行う再開発への指導、国道14号以南の地区への若い世
代の定住促進策の検討など、具体的な施策を実行してまい
ります。
　東京オリンピック・パラリンピックが開催される本年、貴
会議所と本市の連携のもと、各産業の発展、支援、育成に取
り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い
申し上げます。
　結びに、貴会議所の更なる飛躍と皆様の御多幸を心から
祈念いたしまして、新年の御挨拶といたします。

630万県民の皆様とともに、
「がんばろう！千葉」を合言葉に　

千葉県知事  森田 健作
　謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　商工会議所及び会員事業所の皆様
には、日頃から本県経済の活性化や
地域振興に御理解、御協力をいただ
いておりますことに、厚く御礼申し
上げます。
　昨秋の台風及び大雨により、今な
お不自由な生活を余儀なくされてい

る方々がいらっしゃることと存じます。
　県では、速やかに支援、補助制度を立ち上げ、昨年11月に
策定した「千葉県災害復旧・復興に関する指針」により、被災
された方々の生活再建や産業の再生、市町村が実施する復
旧・復興の取組への支援を総合的に進めています。
　また、令和元年台風15号等災害対応検証会議の意見等を

踏まえ、防災対策の一層の充実や強化を図り、「災害に強い
千葉県づくり」を推進してまいります。
　さて、今夏はいよいよ、東京2020大会が開催されます。
　７月24日㈮から開催されるオリンピックでは、幕張メッ
セにおいてレスリング、テコンドー、フェンシングの３競
技が、釣ヶ崎海岸においてオリンピックでは初となるサー
フィン競技が実施されます。
　また、８月25日㈫から開催されるパラリンピックでは、
幕張メッセにおいて車いすフェンシング、ゴールボール、
シッティングバレーボール、テコンドーの４競技が開催さ
れます。
　開催効果を最大限に活用し、国内外から訪れる方々に「千
葉に来てよかった」、「また千葉に来たい」と思っていただけ
るよう、オール千葉でおもてなしの機運醸成に取り組むと
ともに、豊かな自然環境、魅力的な観光地をはじめとする
千葉の魅力を発信する等、積極的な観光プロモーションを
行います。
　本県の発展を支える社会基盤の整備も重要です。
　昨年、開港以来の旅客数が11億人を超えた成田空港は、我
が国の空の表玄関としての役割がますます増大しています。
　成長する国際航空需要を取り込み、日本の経済成長とと
もに、地域経済の活性化を図るため、第３滑走路の新設等、

「更なる機能強化策」の実施に向けた手続きが進められてい
ます。
　県としても、国、空港周辺市町、空港会社と連携して、空
港周辺の環境対策の実施と、地域と空港の発展が好循環す
る地域づくりの実現を目指してまいります。
　また、首都圏中央連絡自動車道の令和６年度の全線開通
や、北千葉道路の未事業化区間の早期事業化への取組と並
行し、これら幹線道路にアクセスする道路の整備を推進し
てまいります。
　湾岸地域における規格の高い新たな道路ネットワークに
ついては、国に協力し、計画の早期具体化に向け、積極的に
取り組んでまいります。
　県経済の活性化については、「第４次ちば中小企業元気戦
略」に基づき、前向きに挑戦する中小企業を応援するととも
に、充実する交通ネットワーク等の立地優位性を活かし、
企業誘致を推進するため、県、市町村、民間の役割分担によ
る新たな産業用地の確保策を活用しながら、産業用地の整
備に取り組んでまいります。
　さて、今年は５回目の大会となる「ちばアクアラインマラ
ソン2020」を10月18日㈰に開催いたします。
　大会当日までの様々なイベント等を通じ、国内外のラン
ナーや応援に駆け付けた方々を日本一のおもてなしの心で
お迎えいたします。
　630万県民の皆様とともに、「がんばろう！千葉」を合言葉
に千葉を元気づけ、次世代に誇れる光り輝く千葉県の実現
に向けて、全力で取り組んでまいります。
　結びに商工会議所及び会員事業所の皆様のますますの御
発展と会員の皆様の御健勝をお祈り申し上げまして、年頭
のあいさつといたします。
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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（12月31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！

開催　　　 「日商簿記３級試験
直前対策セミナー」を開催
　当所では、TAC津田沼校と共催で、「第154回日商簿記
３級試験に向けた直前対策セミナー」を開催します。３
級独学者の試験対策として、またこれから簿記を学びた
い方はぜひご参加ください。
日　時　１月26日㈰ 13時30分～17時
場　所　TAC津田沼校
　　　　（習志野市谷津1-16-1 11F）
内　容　３級合格に向けた仕訳チェックセミナー
費　用　無料
問合せ　TAC津田沼校  ☎︎047（470）1831

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　５商工会議所
「合同ビジネス交流会」を開催

　習志野・船橋・八千代・浦安・千葉の５商工会議所による
「合同ビジネス交流会」を開催します。地域を超えた事
業所同士の交流や取引の推進、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　２月13日㈭
　　　　13時～（受付）  13時30分～（事業所PR）
場　所　千葉商工会議所14階
　　　　15時10分～（交流会）
費　用　1,500円（お一人様）
　　　　※１事業所２名まで
締　切　１月24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）

開催　　　 建設業部会
「働き方改革関連法セミナー」を開催

　建設業部会（田久保 浩一 部会長）では、市内建設事業
者が抱える人手不足を乗り越えるためのマネジメント
や多様な働き手が最大限能力を発揮できる職場づくり
などに関する事業運営の安定化を目的に、「働き方改革
関連法セミナー」を開催します。
日　時　２月18日㈫ 14時～
場　所　習志野商工会議所
内　容　①働き方改革関連法の概要
　　　　②中小企業における働き方改革の対応方法
　　　　　その“現実とリスク”を理解する
　　　　③働き方改革関連法と人材の定着・離職率の低下
費　用　無料
定　員　30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）

開催　　　商業部会、地域・街づくり委員会
「岡崎視察研修会」参加者募集！

　商業部会（鈴木 和弘 部会長）、地域・街づくり委員会
（金子 正 委員長）では、合同で岡崎市（愛知県）への視察研
修会を実施します。岡崎市では、現在、岡崎城を中心に
様々な「社会実験」や「公共施設整備」「まちぜみ」などの
公民連携事業を実施することで人の回遊性と活性化を
生み出し、地域全体の価値を向上させるまちづくりに取
組んでいます（平成30年度 国の地方再生モデル都市に選
定）。ぜひ多くの方のご参加をお待ちしています。
日　時　２月26日㈬～27日㈭ ※１泊２日
場　所　岡崎市　　費　用　37,000円／人程度
定　員　20名　　　申　込　経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 習志野商工会議所
「会員交流会2020」を開催

　当所では、会員事業所を対象とした「会員交流会2020」
を開催します。当日は、ライブ演奏会や豪華景品のあた
る抽選会などお楽しみがいっぱいです。地域の様々な
業種の企業や個人事業者の方々が多数参加する年に一
度の機会です。お誘い合わせのうえ、皆様のご参加をお
待ちしています。
日　時　３月16日㈪ 18時～19時45分
場　所　ホテル ザ・マンハッタン
定　員　180名
対　象　会員事業所（役員、従業員、そのご家族）
問合せ　経営室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　 報告　　　建設業部会
「視察研修会」を開催

　12月４日㈬、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を目的とした視
察研修会を実施しました（参加者23名）。視察先は、二瀬
ダム（埼玉県秩父市）で、今年の台風等被害時の状況や安
全に関する管理体制等を中心に説明を受け、多くの参加
者が興味を持って熱心に聞いていました。

年に一度のお楽しみ！
ビジネスネットワークを広げる
ためにご活用ください！

◦会議所の役員議員と交流したい
◦市内の経営者仲間の幅を広げたい
◦新しい取引先と出会いたい など

昨年度の様子
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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！

　 報告　　　工業部会
「視察研修会」を開催

　12月６日㈮、工業部会（吉田 茂雄 部会長）では、会員
事業所の技術振興並びに人材育成等を目的とした視察
研修会を開催しました（参加者10名）。当日は、茨城県日
立市にある「㈱三友製作所」「㈱新和製作所」「茨城電気
工業㈱」のモノづくり企
業３社を視察し、学びの
ポイントが異なる経営者
や現場管理者、若手従業
員等の参加者それぞれに
とって大変有意義な機会
となりました。

　 お知らせ　　　　 田中電子㈱が「経営
革新推進賞」を受賞されました
　このたび、当所会員事業所（２号
議員）の田中電子㈱が、（公財）日本
生産性本部の2019年度日本経営品
質賞における「経営革新推進賞」を
受賞されました。当社は、千葉県
を中心に携帯ショップを現在24店
舗展開し、日本一の運営品質を志

向して独自の創意工夫から改革や人材育成に積極的に
取組むなかで、近隣エリアでトップレベルの顧客評価を
獲得していることが認められました。おめでとうござ
います。

　 お知らせ　　　　 令和元年分「決算・
確定申告相談会」を開催します

相　談　日 場　　所 時　　間
① 2月14日㈮

習　志　野
商工会議所

10時〜16時
（昼１時間
休憩あり）

② 2月20日㈭
③ 2月28日㈮
④ 3月 4日㈬
⑤ 3月 5日㈭
⑥ 3月 9日㈪
⑦ 3月10日㈫
⑧ 3月12日㈭

※対象者は個人事業者に限らせていただきます。
【ご持参いただく書類】
○令和元年分  決算書・確定申告書用紙
○前年分  決算書・確定申告書控え
○関係帳簿類（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳等）
○各種控除証明書（国民年金・健康保険・生命保険・地震
　保険・介護医療保険・小規模企業共済 等）
○印鑑等 ※配偶者・合計所得金額の資料
相談員　千葉県税理士会 千葉西支部所属税理士
問合せ　中小企業支援室

　 お知らせ　　　　 「台風15・19号 災害
義援金活動」のお礼について
　習志野商工会議所では、令和元年台風15・19号により
千葉県内で甚大な被害が発生したことを受け、被災地支
援の一助となるよう会員事業所の皆さまに募金活動へ
のご協力をお願いしたところ多くの義援金が寄せられ
ました。このたびのたくさんの温かいご支援に厚く御
礼申し上げます。

㈱三友製作所を視察

田中電子㈱代表取締役
社長  田中 秀司 氏

二瀬ダム視察
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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　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

あじさい共済
還 元 事 業 新春お年玉プレゼント当選者発表

Ａ賞　大相撲一月場所観戦チケット（３事業所）

Ｂ賞　菜々の湯 ペア入湯券（５事業所）

Ｃ賞　『和食瀧もと』お食事券5,000円分券（５事業所）

Ｄ賞　日本酒『獺祭45』（７事業所）

※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。

　年末に実施した『あじさい共済加入事業所様限定 新春お年玉プレゼント』には、多くのご応募をいただき
ありがとうございました。申込総数134事業所の中から、厳正な抽選の結果、次の方々が当選されました。
おめでとうございます。（順不同・敬称略）

京新工業㈱ ／ ㈲川口メカニック ／ 東和製罐㈱

そば処 更科 ／ ㈱石原商店 ／ ㈱ロードメタル ／ ㈱ベルローネ ／ ㈲寿々本

京葉観光サービス㈱ ／ ㈱オールワークサポート ／ ㈱花島電業 ／ ㈱千葉キャリ ／
㈲織戸自動車整備工場

㈱ワークロボティクス ／ ㈱和洋建築 ／ ㈱ナラデン ／ フラワーハウス メリー ／
秀文堂 ／ ㈲けいようランチ ／ ㈲八千代通信設備

定期保険（団体型）
（入院給付金災害割増特約・
がん重点保障型生活習慣病

一時金特約付）

習志野商工会議所
独自の給付制度

（各種お見舞金・お祝い金）

習志野商工会議所   会員限定

　当所では会員事業所限定でご加入頂ける『あじさい共済』を扱って
おります。お手頃な掛金で充実した保証を受けられます。

『あじさい共済制度』にご加入ください！

【問合せ】  経営室  ☎ 047（452）6700

※記載の内容はあじさい共済制度の一部を記載したものです。
　ご加入に当たってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・
　注意喚起情報）を必ずご覧ください。
※引受保険会社：アクサ生命保険㈱

●月額800円〜の掛金で幅広い保障！
●１年更新で医師の審査なし、

余剰金があれば配当金も！
●業務上・業務外を問わず24時間保障
●商工会議所独自の給付制度が充実！

ポ イ ン ト
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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
「テレワークマネージャー派遣事業」のご案内
　総務省では、働き方改革推進の一環と
して【テレワーク】の普及促進を目的と
する、「令和元年度 総務省テレワークマ
ネージャー派遣事業」を実施しています。
　この事業では、働き方改革の導入実績
を持つ専門家（テレワークマネージャー）
を無料で派遣し、働き方改革導入の効果
や、それを促進するICTツール、セキュリ
ティ等に関する情報提供を行います。
▶支援期間　３月６日㈮まで
▶応募期限　２月28日㈮まで
▶支援回数　３回（１回あたり最大６時間）
▶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

「ちばの地域資源活用商品ロゴマーク」
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（R1.8.1現在）指定し

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

ています。東京2020オリンピックの開
催も間近に迫り、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

ダイバーシティ推進セミナー
～経営に活かそう、男性の育児休業～
　男性の育児参画は、「育児をしたい」と
いう男性の希望の実現に加え、企業に
とっても、女性の活躍推進や働き方の見
直しにつながるなどのメリットがありま
す。そこで、企業における男性の育休や
育児目的休暇の取得を進めるため、育休
取得のメリットや地域の企業の取組事例
などを紹介するセミナーを実施します。
▶日　時　１月23日㈭
　　　　　第１部／14時～15時40分
　　　　　第２部／15時40分～16時
▶場　所　千葉市文化センター会議室
　　　　　Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（千葉市中央区中央
　　　　　2-5-1 千葉中央ツインビル
　　　　　２号館９階）
▶費　用　無料
▶定　員　先着100名
▶問合せ　男性の育児休業取得促進セミ
　　　　　ナー事務局
　　　　　TEL：03（5288）6583
　　　　　http://www.tokiorisk.co.
　　　　　jp/seminar/2019/ikumen
　　　　　2019.html

結婚支援事業へのご協力について
　この度、千葉県内商工会議所会員企業
の役職員・ご家族の方等に対して出会い
の場を提供し、結婚の支援と少子化対策
や地域活性化等を目的に、結婚支援事業
を下記のとおり開催することといたし
ました。
▶日　時　２月８日㈯
　　　　　10時30分～14時45分（予定）
▶場　所　ホテルスプリングス幕張
　　　　　ゲストハウス
▶対　象　千葉県内商工会議所会員企業
　　　　　の役職員・ご家族の方等
　　　　　25歳～45歳までの独身男女
　　　　　各30名

▶内　容　「家族になろうよ婚活」
　　　　　①グループトークタイム＆
　　　　　　１対１のトークタイム
　　　　　②フリートークタイム
▶参加費　男性 5,000円／女性 3,000円

令和元年度 習志野市危機管理講演会
　習志野市では、震災や台風をはじめと
する多種多様な災害や危機に対し、地域・
企業・行政が一体となって立ち向かうと
ともに、総合的な危機管理対策を継続し
て進めていくため、「習志野市危機管理講
演会」を開催しております。昨年９月、
10月に発生した３度の台風では、市内に
おいても大きな被害を受け、災害対策本
部は避難所を開設し、約1,000人の避難
者を受け入れました。
▶日　時　２月15日㈯
　　　　　14時～16時（13時開場）
▶演　題　誰のために避難所はあるのか
　　　　～東日本大震災での３カ月間の
　　　　　避難所生活より～
▶場　所　プラッツ習志野 市民ホール
▶講　師　防災プロデューサー、防災士
　　　　　佐藤一男 氏
▶費　用　無料
▶問合せ　習志野市 総務部 危機管理課
　　　　　TEL：047（453）9211

東葛テクノプラザ貸室入居者募集
　東葛テクノプラザは、研究開発等を行
う中小企業・ベンチャー企業等に対して、
賃貸型の研究開発室等を提供しています。
▶募集期間　令和元年12月16日㈪～
　　　　　令和２年２月７日㈮
▶問合せ　公益財団法人千葉県産業振興セン
　　　　　ター東葛テクノプラザ事業推進課
　　　　　TEL：04（7133）0139

千葉県におけるパラリンピック
聖火ランナーの公募について
　千葉県では、令和２年８月19日㈬にパ
ラリンピック聖火リレーが実施されま
す。県内を走行する聖火ランナーは、本
県のほか、パートナー企業や組織委員会
等が選考することとなっていますが、こ
の度、県が選考するパラリンピック聖火
ランナーについて、以下のとおり公募を
実施しますので、お知らせします。
▶募集期間　令和元年12月16日㈪～
　　　　　令和２年２月15日㈯
▶公募主体　千葉県　 ▶公募人数　29人
▶問合せ　千葉県環境生活部オリンピック・
　　　　　パラリンピック推進局開催準備課
　　　　　TEL：043（223）3485
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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！

　『習志野パソコンクラブ』では、「初心者・中高年にやさし
い。楽しく、しっかり、永く学べる」をモットーに、皆さんで和
気あいあいと楽しく学べる環境を提供しています。集団指導
で皆さんの理解度に合わせたスピードの講義を行い、パソコ
ンに関連した最新の話題や裏話なども紹介しています。また、
パソコンの操作だけでなく、手作り団扇の作成や親睦を兼
ねた校外学習でお花見や紅葉狩り、忘年会、展示会（作品発
表等）も不定期に開催しています。ぜひ一度お越しください。

習志野パソコンクラブ

住所：谷津6-7-1-212　代表者：宮澤 敬子さん
TEL：047（476）9389　営業時間：月曜日（13時～16時）
HP：https://www.narashinopcc.com

HP QRコード

"初心者でも安心のパソコンクラブです"

　JR津田沼駅北口から徒歩１分のところにある『京
成不動産株式会社 津田沼センター』では、習志野市・
船橋市・千葉市（花見川区、美浜区、稲毛区）を中心に、
マンション、一戸建、土地、収益・事業用不動産のご
売却・ご購入・お買換えはもちろん、相続や借地、不
動産関連の税金や法律等、不動産のあらゆるご相談
を経験豊富なスタッフが承っています。ぜひ、お気
軽にお問合せ下さい。

京成不動産㈱津田沼センター

住所：津田沼1-2-13 OKビル6F　代表者：【センター長】寺島 信基さん
TEL：047（407）0671　営業時間：９時30分～19時　定休日：水曜日
HP：http://www.keisei-land.co.jp

HP QRコード

"地域に根付く不動産屋です"

株式会社レガシア

　『株式会社レガシア』では、様々な医療機関、一般企業の業態
に合わせた会計処理、給与計算に加え、財務など運営に関する
経営の助言や支援も行っています。給与計算・年末調整・繁忙
期のみなど、お客様のご要望に合わせて代行業務の範囲や期間
をカスタマイズできることも強みです。経営や会計業務にお悩
みを抱えている方はもちろん、会社を設立したいが何を準備す
ればいいのか分からないというお客様や、業務委託先をご検討
中の税理士事務所様からのお問合せも是非お待ちしています。

"記帳代行と給与計算なら
経験豊富な我々にお任せ下さい"

住所：津田沼5-8-21 ウッディ津田沼102　代表者：小宮路 淳さん
TEL：047（452）9191　営業時間：９時30分～17時30分
定休日：土曜日・日曜日・祝日　HP：http://regaxia.jp

HP QRコード
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