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千葉市美術館／千葉市科学館

2016年6〜7月の動き

ドル建て取引の為替変動リスク

ちーバル2016

千葉商工会議所 女性会の活動

千葉商工会議所

今月の表紙

青年部通信

「函館朝市」
当商工会議所は、今月号の特集でご報告している
とおり、北海道視察研修を実施し、その行程で函館
朝市を視察しました。函館観光の玄関口でもある
JR函館駅からほど近いところに約２５０店舗が軒
を連ねています。函館朝市は観光客にも人気があり、
外国人観光客も多く訪れていて、とても賑わいのあ
る朝市です。

1

人材育成
コース

夢シティちば 2016年₈月号

編集者のひと言

８月５日よりいよいよブラジルのリオデジャネイロでオリンピック、
９月７日からはパラリンピックが始まります。オリンピックでは、７
人制ラグビーが本大会からの新種目・追加競技で採用され、ゴル
フは１９０４年のオリンピック以降、実に１１２年ぶりの競技種目
になるそうです。また、パラリンピックでは、カヌーとトライアスロ
ンが新種目となったことでも話題になりました。大会に向けて選手
の方々には不安やプレッシャーがあると思いますが、悔いのないよ
う競技に臨んでいただけることを期待しています。
（企画広報室 E.M）

Off-JT
OJT

■賃金助成 １人１時間当たり800円
（500円）
■経費助成 教材費、外部講師の謝金、施設・設備の借上料、受講料など
１人当たりOff-JTの訓練時間数による上限額
・100時間未満10万円
（7万円）
・100時間以上200時間未満20万円（15万円）
・200時間以上30万円
（20万円）
■実施助成

1人1時間当たり800円
（700円）

ジョブ・カードを活用したOff-JT（座学等）
とOJT（実習）
を
効果的に組み合わせた３カ月以上６カ月以内の職業訓練。有
能な人材を育成したい企業と正社員の経験が少ない求職者と
のマッチングを促進する国の制度です。訓練を実施する企業で
は、訓練期間を通じて訓練生の適性や職業能力などを判断し
たうえ、正社員として継続雇用できますので、採用時のミスマッ
チや早期離職のリスクを軽減できます。加えて、一定の条件を
満たしている場合は、訓練の終了後に、国から助成金が支給さ
れますので、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。

千葉商工会議所 千葉県地域ジョブ・カードセンター

☎043-227-2660
〒260 -0013 千葉市中央区中央2 - 5 - 1 ツインビル２号館10階 FAX043-227-5551

経営

財界でも活躍し、千葉県経済同友会幹事・千葉県経営者協会参
与・元千葉青年会議所理事長などの公職に就いている。

千葉窯業株式会社
代表取締役社長

池田喜美夫

り、これが「千葉窯業」の社

場面ごとの経営判断を重ねて、
土木分野へ進出
特に養蚕関連に力を入れて

千葉県の旭市飯岡に工場があ
ったのですが、米軍が東京大
空襲の帰り際に残った爆弾を
落としていったために工場も

創業にあたります。佐久から

てもかなわない。そこで、コ

けれどもブランド瓦にはと

全焼し、祖父は長野に戻ったん

蚕の卵を関東圏まで売りに来

ンクリート製の瓦をつくって、 といち早く千葉に戻ってきた。

名の由来となりました。

当社は私の祖父が１９２１

ていて、馴染みがあった千葉

によって国に貢献しようと決

ョックを受けた祖父は、産業

種合格しなかったんです。シ

珍しい肥満で兵役検査では甲

坊ちゃんで、明治生まれには

てきたんです。そこで土に関

維の台頭で生糸産業が衰退し

いたんですが、戦後、合成繊

てる土壌改良なども手掛けて

として蚕のえさとなる桑を育

その頃、片倉工業の孫請け

わけではありません。当初は

けれども決して順調だった

業を拡大していきました。

ることができて土木分野で事

度成長期には時代の流れに乗

製品をつくるようになり、高

です。これを機に、セメント

ぐと漠然と思っていたし、

歳の時に 年後に社長を譲る

30

握している。ところが社内に
は私よりも製品を売る人間や
うまくモノづくりをする人間

いうことで、私は経済界のデ

でどんどん他流試合に出ろと

になった時でした。父の方針

（平成 ）年で、
ちょうど 歳

長に就任したのは１９９９

代目だと言っていました。祖

社と一緒に育ってきた１・５

のことを２代目ではなく、会

ウン型でした。特に父は自身

業者でしたし、父もトップダ

祖父はカリスマ性が強い創

はかりました。また父が間口

業部制にして責任の明確化を

針でもあった製販分離から事

組織変更も実施し、父の方

経営がしたいと思いました。

秀な人間の知恵や力を集めた

責任は社長がとるものの、優

がいる。だから私は、最後の

ビューも早かったんです。自

父と父は社内のことを全部把

えができていました。

ことを予告され、自然と心構

10
身も学生時代から父の後を継

11

40

はそうしたビッグプロジェク

役割を果たしています。当社

まで社会基盤の整備に大きな

防災、水路・河川、環境保全

コンクリート製品は、道路、

を果たすコンクリート製品

社会基盤整備に大きな役割

げていくと思います。

げられた時には再び間口を広

うか。これがある程度成し遂

とすれば私は「深く」でしょ

集約しました。父が「広く」

を広げてきた各事業を整理し、

ました。

第に都市土木へシフトしてき

品をつくっていましたが、次

農業に関するコンクリート製

また、同じ土木でも最初は

切りが良かったと言えます。

た場面ごとの決断が早く、
思い

経営者としての祖父はそうし

「これからは国土復興の時代だ」

です。けれども、戦後になって、

年（大正 ）年、長野県の佐

いて、「蚕種池田館」の創設が

～高度な技術と開発力で社会基盤整備をサポート～

戦後の復興時に売りだしたん

養蚕業から
コンクリート製造業へ

コンクリート製品で
安心・安全な都市環境をつくる

に進出しました。

意したそうです。祖父の座右

連した瓦を製造するようにな

歳で社長に就任し
経営方針を改革

ビッグプロジェクトを支えるコンクリート製品を開発

の銘は「産業報国」でした。

久で創業しました。庄屋のお

10

２代目は父が継ぎ、私が社

40
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3

広義ではギリシャ神殿もコンクリート製だったと言われるほど、長きにそして多岐にわ
たって活用されているコンクリート。千葉窯業では、高耐久・高寿命という特色を生かして、
様々な製品を開発し続けています。その意外な歴史をはじめ、創業から一貫した社風まで、
３代目代表取締役社長の池田喜美夫氏にお話を伺いました。

年より代表取締役専務を歴任し、1999年より現職。千葉県の

千葉市中央区市場町3-1
☎043-221-7001
事業内容：ボックスカルバート、ヒューム管、共同溝、Ｌ型
擁壁、水路用品などプレキャストコンクリート製
品の製造販売ならびに設計施工
学部経営学科卒業後、千葉窯業に入社。85年より取締役、87

＜DATA＞
いけだきみお／1958年、
千葉市出身。1982年に明治大学経営

談話室
Vol.153
「祖父の代から私で３代目。その時代や経営者によって経営手法や方針は変化していますが、
『真面目に頑張る』
『額
に汗する』『集中力がある』――皆が一丸となって一生懸命努力する社風は、うちの会社の根底に脈々と流れてい
ます」と池田社長は熱く語ります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
掲載無料 ■ ■■ ■■■■
■■ ■■■■■■ ■
■
■■■■■
■ ■■ ■■
■■■■■■
■
■■■■■■■
貴社のニュースやPR（宣伝）にご利用ください。
■■■ ■
■
■■ ■ ■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

会員情報プラザ

古民家調リフォーム承ります !

初心者の方から楽しめ、
家族や団体のレクレーションにも最高のスポーツです。

被害を受けた目那川排水路

最近では、東日本大震災で

クリートに比べてさらに高耐

「ハイグレコン」
は通常のコン

メント技術大会で発表した

っています。

な仕事の一つではないかと思

見つけていくことが私の大き

されるかもしれない。それを

生産地だったので、極めて農

たのは「工農一体」
。早場米の

した。その時に父が言ってい

とに都市部ではなく農村部で

ットがあります。

また、平成 年度第 回セ

28

トを支える多彩なコンクリー

（千葉県旭市）
の復旧工事とし

久・長寿命で塩の被害に強い

ト製品を開発製造しています。

て逆Ｔ字型擁壁の製品を手掛

地域の雇用にも
貢献できる企業に

という大きな特徴があります。

閑期が長い。我々の携わる公

共事業は冬場が忙しく、農家

の人々は冬場の現金収入が必

要になり、お互いのニーズが

け、防災・減災関連製品とし

千葉という地域で生きる企

海中や河口などで使用するに

合致するため、その場所を選

ては、
「ハットリング」
（地盤

業として重視していきたいの

用を守るというもう一つの目

は非常に有効です。

当社では極めて多岐にわた

人の会社で１億の利益

10

んだそうです。その地域の雇

がるのを防止するブロック）

る製品を生み出し、常に新製

10

は「雇用」です。

や大規模浸透貯留施設などに

的があったわけです。そうし

043-222-7231

をあげることも素晴らしいの

TEL

品の開発をしています。社員

夢シティちば 2016年₈月号

〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14 シンテイ千葉ビル4F

有効な「遊水池」を製造して

FAX 043-202-5445
URL: www.misonosj.com

たＤＮＡは私にもしっかりと

5

043-202-5400

Kudoカンパニー株式会社

ですが、私は同じ１億なら

千葉市中央区中央2-7-1 吉田興業第二ビル（商工会議所ビル隣）

にも、「うちの製品は床の間の

み その

御園 富士夫

います。

特定社会保険労務士

３６５日、２４時間一緒で、朝飯の食
卓での会話も重要事項ばかりでした。
家で議論になると、時にエキサイトし
てしまう。親子だから互いに遠慮がな
いんですよ。でも、晩に捨て台詞を
言っても、翌朝、仏頂面しながら一
緒に食卓につく。それが親子のいい
ところだし、今は懐かしいですね。

受け継がれています。社会基

御園社労士事務所
TEL

佐倉市城３４３－３
管理室 ☎043-481-0281

その

１００人で利益を上げる方法

労使協定

Ｑ 先代社長との思い出は？
Ａ 父の存命中は完全同居だったので、

床柱だからもっと磨いていこ

み

プチモンドさくら

またボックスカルバートの

出産・育児・介護

ペット可居室あります。

盤に、そして地域に貢献でき

セクハラ・パワハラ

を選択します。経営効率的に

労基署臨検

う」とよく話しています。技

就業規則

特殊工法としては、東京外環

解雇・懲戒

る企業として今後も発展して

未払残業代

いきたいと考えています。

助成金

ネクタイを締めるのが私のスイッチに
なっているので、クールビズの期間
も朝だけはネクタイを締めます。休日
は何か気付くと社員に電話したくなり
ますが、そこをぐっと我慢します（笑）

は 分の１ですが、１００人

これからの日程です

Ｑ 心掛けていることは？
Ａ オンオフのけじめをきちんとつけます。

術を磨いて新製品をどんどん

17日
15日
15日
17日
17日
18日
18日
（土） （土） （火） （土） （火） （土） （土）
20日
18日
19日
20日
21日
21日
21日
（火） （火） （土） （火） （土） （火） （火）

自動車道・市川ＪＣＴや圏央

3月

の雇用を生み出すことが重要

2月

出していきたい。時代を読み

1月

道・大栄ＪＣＴなどでは多分

12月

だと考えています。

11月

人間は等しく歳を重ね老いを向えます。佐倉市にあるプチモンド
さくらは「哀れむより自立を！
！施しより仕事を」コンセプトにしている
高齢者用長屋住宅です。
そこに住む人達が仕事と役割を持ち、社会から必要とされる暮ら
しをしています。もちろん安心して暮らすために同じ長屋の中に、
認知症予防の脳神経内科、泌尿器科、歯科の診療所が併設されて
おり、往診も可能です。調剤薬局・イタリアンレストランもあります。
隣接地に農園・ヤギ
牧場があり、楽しく
働けます。

すが、互いにゴルフが一向に上達し
ないのでスコアはあきらめて、ゴルフ
場漫遊をしています。井上誠一さん
という日本を代表するゴルフ場設計
の第一人者が手掛けたコースを回る
ことをライフワークのようにしています。

割にした製品を工場でつくり、 ながら、ニーズに合ったモノ

毎月第三 火・土曜日【９：００～１２：００】
秘密厳守します。

（サービス付高齢者向賃貸住宅）

Ｑ 休みの日は？
Ａ 千葉市内の先輩経営者がいるんで

父が社長時代に初めて千葉

無料相談！（人に関するコンサルタント）

“プチモンドさくら”見学にお越しください。

Q &A

づくりを進めていますが、将

身近な相談相手“社会保険労務士”
の

池田社長

現地で組み立てています。工

交通アクセス：圏央道松尾横芝ICより、 車で約２０分
千葉県立蓮沼海浜公園内の施設です。

県外に進出して、茨城に工場

千葉市中央区浜野町194-1

TEL：043-268-1221

来的には現在では考えられな

蓮沼海浜公園パークゴルフ場

近藤商事㈱ 髙島ハウジング

10月

1,500円
1,000円
1,000円
300円

〒 289-1803 山武市蓮沼ホ２０３ ☎・ 0475－78－3555
営業時間 8：00～16：00
プレー時間（半日）午前8：00～12：00 午後12：00～16：00
年中無休（天候状況により臨時休園あり）

千葉県知事免許(8)第8235号

９月

１日券
半日券
36H1回券
レンタル

事前にお申し込みください。
団体
小中学生 （大人のみ）
割引がございます。
900円 1,200 円
団体料金は、20名様以上からの
600円
800 円
適用です。レンタルは、クラブ１本、
600円
800 円 ボール１個です。運動靴の、レン
300円
300 円 タルも準備しています。

場で製品化することは品質保

営業時間 １０：００～１７：００

千葉市緑区古市場町６１８－１ ☎０４３-312-9106
水曜定休／ランチタイム １１時～１５時

大人

を出したんですが、意外なこ

蔵の家

古民家カフェ

料金表

いコンクリートの使われ方が

ほっ♪とする「くつろぎの空間」で
美味しい珈琲・ランチ・デザートはいかがですか？

液状化でマンホールが浮き上

圏央道（首都圏中央連絡自動車道）大栄ＪＣＴでもボックスカルバートの特殊工法が使われている

全や工期の短縮といったメリ

お部屋の中に『古材』を利用すると、現代の暮らしにマッチした趣の
ある『和モダン』な仕上がりになります。弊社は各種『古材』を所有
しております。お部屋のアクセントとして取り入れてみたい！という
ご要望も承っております。お気軽にご相談ください！

パークゴルフをやってみよう！

70
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4

いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

古谷乳業株式会社

良質な乳製品・食品を
提供する老舗

〜最初は牛乳の量り売りも〜

たゆみない企業努力で商品を開発し、
食の安全・安心とともにおいしさを届けたい

成東町で創業し、
昭和 年代に千葉市に進出

）年に起こした事業が牛乳処理販売で

に兄弟と力を合わせて１９４５（昭和

後、復員してきた祖父が食べていくため

家が農家で酪農も手掛けていました。戦

祖父であり、初代社長の古谷良作の生

40

たと聞いています。そして、 （昭和 ）
67

ており、事業を拡大するために、 （昭

した。最初は千葉県の成東町を拠点にし
く変化したのは量販店が台頭してきた昭

当社を含めて、牛乳の販売形態が大き

モノづくりに大切なのは
現場主義

て、本格的に進出しました。

年に千葉市に本社を置き、工場も新設し

42

和 ）年に銚子市にも工場を建てました。 和 年代です。量販マーケットの方に売り

49

当時、銚子市は千葉市の次と言っていい
上げがシフトし、宅配は業界全体で一度

牛乳は高級食品でした。昔はお客さんが

祖父が商売を始めた頃は栄養価の高い
そうした中で私が （平成５）年に入

るなどして、宅配事業を盛り返しました。

乳が見直され、当社も大きい瓶を導入す

低迷しましたが、平成に入って、宅配牛

持ってきた容器に牛乳を入れる量り売り

ほど栄えていたんです。

50

して戸配するスタイルで事業がどんどん

もしていたそうです。そのほか、瓶詰に

（平成７）年に戻りました。製造の現場

社し、一度同業他社で修行をして、

93

て、千葉市に食品コンビナートの土地を

地元のお客様に商売を育てていただい

父や父から受け継いだ精神です。意欲的

身に着けました。この「現場主義」は祖

経験して、約 年、モノづくりの基本を

から始め、工場を一通り見た後、物流も

購入したのが、 （昭和 ）年です。食品

大きくなっていきました。

95

コンビナートでは草分け的な存在で、幾

備も強化しなければならないと考えてい
ます。

千葉県産の良質な素材を
生かした商品開発
あまり知られてはいませんが、実は酪
産量は全国５位を誇っています。ですか
ら非常に優秀な酪農家も多く、先代は最
後に千葉県産の新鮮で良質な乳ならで
はの製品「房の恵み」
「牛乳のおいしさ」

に事業を進めていた２代目社長だった父

10

度 秒のＨＴＳＴという殺菌製法だと

「たゆまざる者、必ず勝つ」
の精神を受け継ぐ
宅配マーケットも拡大していますので、

しぼりたてに近い風味が実現できるんで

おいしいものを集めたこだわりのグルメ

に、千葉県産の名産品をはじめ、全国の

私どものブランドは販売店とともに、

宅配カタログも手掛けています。
また、開発に２年かけて昨年発売を開

お客様の信頼関係を築いてきました。そ

古谷乳業株式会社

で勝負する商品をつくりたいと考えまし

品がわりと多いので、当社ではあえて味

がプロデュースするカップ飲料などを手

ンビニのＰＢブランドや有名コーヒー店

また、製造受託も行っていて、大手コ

います。

れを裏切らないようにと商品も厳選して

必要がある。牛乳だけに大きく頼らない
メーカーとして、商品をつくる技術や衛

た。千葉県産生乳を ％使用し、甘さは

ザインも千葉県内のデザイン会社に発注

むヨーグルトです。味だけではなく、デ

三温糖でつけたリッチ感、コクのある飲

我が社の社訓で私も幼少から祖父や父に

「たゆまざる者、
必ず勝つ」というのが

掛けています。

野にも力を入れており、その頃から飲む

選んでくださる商品を提供していきたい

神で支え、これからもお客様が納得され、
で、まさに 年の思いが実った商品です。 と思います。

ヨーグルトをつくりたいと思っていたの

日の健康」
。
この会社の方向性を社訓の精

ステイトメントは「今日のおいしさ、明

聞いて育ちました。当社のコーポレート
実は当社は 年ほど前からデザート分

こだわりました。

し、濃厚な食感を吸うストローの太さにも

50

生面での技術を上げ、それに合わせて設

会社DATA

けるのは小容量で機能性にこだわった商

始したのが「千葉生乳仕立てのむヨーグ

の努力あってこその製品です。

す。これは千葉県内の酪農家や酪農組合

牛乳をはじめとした乳製品の宅配のほか

１３０度２秒間のＵＨＴ殺菌製法ですが、 長年当社も宅配事業に力を入れています。

を開発しました。通常の牛乳は１２０～

２年の開発期間を経て完成した
千葉生乳仕立て のむヨーグルトプレーン

39

３現とは現実・現場・現金のことですが、 農の発祥の地は千葉県で、今でも乳の生
現場をしっかり見ることを重視していま
した。
私が社長に就任したのは２０１４（平
成 ）年末で、先代社長の父からは「時
代によって変えるべきところと守らねば
ならないところが必ずある」と言われて
おり、「企業は環境適応業」だと教わった。
環境の変化に柔軟に対応しなければなら
ないということです。
業界全体で牛乳そのものの消費は少し

15

商品構成にしていかねばならない。また、 ルトプレーン」です。最近で店頭で見か

落ちているので、牛乳以外の商品開発の

つかの企業しかなく、辺りは真っ暗だっ

昭和 年に創業した古谷乳業は、量り売り、戸配、量販など提供の仕方は時代とともに
変わっても、新鮮でおいしい乳製品を届けたいという精神は代々受け継がれています。
３代目社長の古谷裕彦さんにお話を伺いました。
20

も、「３現主義」とよく口にしていました。

20
24

75

26

Ⓒフルヤ乳業

64

10

10
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新成東工場の落成式
（昭和33年）
代表取締役社長／古谷 裕彦
所／千葉市中央区千葉港7－1
電 話／043-241-0331
住

千葉販売所
（昭和50年）
量り売り時代に使用していた器具

当所職員を熊本商工会議所へ派遣

後の事業再開に向けて深刻な影響を及ぼ

そうした中で、顧客や販路の喪失が今

工会議所職員。主な業務として「熊本地

１５０人にものぼる相談者が訪れていた。
相談内容をみると、震災直後は、漠然と
した不安や、補助金制度、り災証明の取
得等の相談が多かったようであるが、時
間の経過とともに、資金繰り、売上確保、
雇用問題など事業再開に向けた具体的な

当所では、依然として被災地での厳し
い状況をふまえ、引き続き日商の取組に
積極的に参加していく。
また、現在では、熊本地震で直接的な
被害が少なかった地域においても、風評
被害による二次災害
（観光客の減少など）
が問題視されている。その問題に対して、
今我々が出来ることは九州に実際に訪れ
ることではないだろうか。当所としても、
現地の視察を含め、訪れる機会を増やそ
うと考えている。会員の皆様も是非、九
州へ訪れ、一緒に九州を元気にしていた
だきたい。

～千葉県警察サイバー犯罪対策課～

相談に移っている」とのこと。

するサイバー空間の脅威

【九州を訪れ 九州を元気に】

していることが浮き彫りになっている。

カ月経過しているにも関わらず、連日

砂金主任主査の報告では、「震災から約

【現地で行った支援業務】

業」の窓口相談を担った。

震復旧等予備予算 被災地域販路支援事

岡（福岡県）
、久留米（福岡県）の４商

４月に発生した熊本地震で、被災地の地元経済は大きな影響を受けた。このため、日本商工会議所を中心として、
全国の商工会議所職員等を熊本商工会議所へ応援派遣することにより、地元中小企業の復旧・復興の支援を行って
いる。この度、千葉商工会議所としてもその一員として職員を派遣した。

【全国の商工会議所の力を熊本へ】
日商では、日頃各地で中小企業の経営
相談に携わっている職員を、特に被害の
大きかった熊本商工会議所へ応援派遣を
している。 月 日から交替制で行われ
ており、これまで 商工会議所から延べ
名の職員が派遣された。千葉商工会議
い さご

所からも、砂金康弘主任主査が、 月
現地事業者の相談に応じる当所職員

インターネットの利用者が増えるにつれて、イ

最近では、報道で伝えられているように、特定の企業を狙い撃

ました。利便性が高まる一方で、利用者のＩＤ・

ＮＳなど様々なサービスが提供されるようになり

ンターネット上では、ショッピング、ゲーム、Ｓ

ちする標的型攻撃が流行しています。仕事の関係者などを装って、

ターネットの利用が求められています。

様々な問題が発生しておりますので、適切なイン

パスワードが盗まれ、不正にログインされるなど、

を開かせようとするのです。

皆様の職場が、いつ何時でも標的型メール攻撃の対象となる可

★ウイルス対策ソフトは必須
標的型攻撃メールの添付ファイルに仕掛けられた不正プログラムが既知のウイル
スであるならば、ウイルス対策ソフトで検知可能です。
パソコンには、ウイルス対策ソフトを入れて怪しいWebサイトや不審なメール
から、パソコンを守るための対策を実施することをお勧めします。
さらに、ウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイルを自動更新するなどのよう
に、常に最新のウイルス定義ファイルにすることをお勧めします。
★ファイル偽装の見破り方法
メールに添付されたファイルは安易に開いては危険です。
一番手っ取り早い方法は、送信者に確認することです。送信者が知り合いであれ
ば、何らかの手段(電話等)で、メールを送信したか、添付ファイルを付けたかなど
の確認を行いましよう。

能性はありますので、協力し合って普段から注意しておくことが

特定されるなど様々な問題が顕在化しています。

慎な発言から炎上し、過去の発言から個人情報が

から企業情報が流出してしまったり、暴言や不謹

ＳＮＳはとても便利ですが、うっかりした発言

◆ＳＮＳの利用

拡大するインターネット利用のリスク

に入力し不正アクセスを敢行しているのです。

用いて、それらの情報を異なるウェブサイトなど

ドのリストを取得し、連続自動入力プログラムを

すが、悪意ある者は不正に他人のＩＤ・パスワー

じＩＤ・パスワードを使い回す人も多いと思いま

ネットショッピングやオークションなどで、同

◆リスト型攻撃

匿名であるからといって、言いたい放題・
書き放題はしない方が得策

➡
パスワードは使い回さない

➡

※

有効な対策

※

コンピュータウイルス付きの電子メールを送り付け、添付フィル

◆身に覚えのないメールの添付ファイルに注意

インターネットが皆様の生活に必要不可欠となっている現代社会において、企業の機密情報を奪おうとするサイ
バー攻撃や、インターネットバンキングにおける不正送金事案などが多発し、サイバー空間の脅威はますます深刻
化しております。そこで、サイバー空間をめぐる様々な問題点や注意点などについて、一部をご紹介いたします。

深刻化

か、三島（静岡県）
、四日市（三重県）
、福

今回同時に派遣されたのは、千葉のほ

駆け付けた。

日から 日までの 日間、熊本へ応援に

7

今回の応援派遣に参加した各地商工会議所職員
（右から2番目が当所職員）

本年 月 日、千葉県警察・中小企業
28

パートナーシップ協定を締結いたしまし

脅威の低減を目指すため、産学官による

支援機関・学術機関は、サイバー空間の

₇

た。今後、各種広報啓発活動を実施して
いきます。
（左記イメージ図参照）
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9

52

5

大切です。心がけ一つで、企業の大切な情報が流出するという大

このたび「サイバーセキュリティパートナーシップ協定」を締結しました

5

きな被害が防げるのです。

砂金 康弘

中小企業振興部
特命主任主査

3

15

11

62

増加する標的型攻撃メール

若葉区

ワコー技研㈱

【代 表】 山本 保和 ☎043-441-3473
【所在地】 若葉区みつわ台
一般住宅のリフォーム、工場等の営繕。

緑区

琉水工業

配管工事

☎080-5436-8037

㈱ACSインターナショナル

【代 表】 ミアエムディ アリフザマン
【所在地】 四街道市大日 ☎043-312-9996
車等の輸出

新車から中古車等々を輸出します。

若葉区

㈱コトブキダイニング 炭火焼 寿

【代 表】 菊池 寿人 ☎043-241-8166
【所在地】 若葉区小倉町

居酒屋、ラーメン店の経営。その他、催事等の出店。
備長炭火焼とりと銚子港直送鮮魚のこだわり居酒屋。座
敷個室有ります。

美浜区

纐纈工業㈱

屋根工事・外装工事

屋根工事や外壁の新築または、リフォームに困っている
方はどうぞご連絡してください。

㈱エブリィ

【代 表】 楠本 正宏
【所在地】 中央区末広

☎043-309-5100

リフォーム工事の提案営業及び解体工事を、お手頃価格
でご提供致します。

㈱マルトミ
☎043-244-4891

オーダー家具から修理、補修、木工製品のことであれば
何でも構いません。ご相談下さい。

㈱まちづくり設計舎

【代 表】 長澤 英樹 ☎043-310-7953
【所在地】 中央区浜野町

建築設計・監理、開発行為申請手続、不動産コン
サルタント、建築環境コンサルタント

耐震・省エネ診断から、開発・建築設計監理及びリノベー
ション・アフターまで提案

ヒノマルカヤックス

【代 表】 古谷 公一 ☎090-7843-5494
【所在地】 若葉区千城台北
大工工事・カヤック・パドル等製作

木製カヤック・パドルに興味のある方、気軽にお問合せ下さい。

中央区

東電タウンプランニング㈱千葉総支社

【代 表】 轟 和夫 ☎043-370-4832
【所在地】 中央区汐見丘町
配電事業、広告事業、地中化事業

電力関連3つの事業ネットワークで、地域の皆さまの快
適な暮らしを支えます。

㈱ナディア

中古車販売、輸出、解体業、部品販売

自動車の輸出、自動車部品や農機のコンテナ輸出をお考
えでしたらご相談ください。

行政書士湯浅法務事務所

【代 表】 湯浅 賢太郎
【所在地】 緑区おゆみ野

☎043-292-8890

行政書士業

建設業許可、風俗営業許可など許認可全般を扱っております。

Nu world Production

【代 表】 家亀 一彦 ☎080-4684-1924
【所在地】 花見川区畑町

作詞作曲、ライブ活動、小中学校での道徳、講話
出前授業、イベント企画など

作詞作曲、ライブ活動、小中学校での道徳、講話出前授業、
イベント企画など

花見川区

エココロネットワーク㈱

【代 表】 山本 誠一 ☎043-441-6561
【所在地】 花見川区検見川町

介護保険サービス事業（福祉用具貸与・販売、住
宅改修、居宅介護支援、福祉相談所）

介護保険対応の福祉用具レンタル・販売・住宅改修、ケ
アマネによる支援他、福祉業全般

新入会員を募集しております。

宅配弁当一心

高橋経営コンサルタント事務所

【代 表】 高橋 良和 ☎080-1074-8829
【所在地】 稲毛区小中台町

企業の経営コンサルタント。中小企業診断士、社
会保険労務士、MBA資格保有。

中央区

布鍼灸院・接骨院

【代 表】 布 翔太 ☎043-312-8857
【所在地】 中央区大森町

ほねつぎ、マッサージ、鍼灸、出張治療・リハビリ、
スポーツトレーナー

中央区

㈱T・L・P

【代 表】 田中 昌夫
【所在地】 中央区都町

☎043-386-1773

物流コンサルタント

輸入・輸出から、日本国内の物流システムを構築させて頂きます。

中央区

Nail salon nico

【代 表】 半田 芳恵 ☎043-308-7014
【所在地】 中央区仁戸名町
ネイルサロン

お客様一人ひとりのライフスタイルやお爪の特徴に合わ
せて施術しています。

夢シティちば 2016年₈月号
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【代 表】 中村 修司 ☎043-376-1011
【所在地】 若葉区千城台東
社寺・総合建築

社寺建築の伝統を継承し技術を高めお客様に品質の高い
ものを提供する事を理念とします。

中央区

TSコンサル

FP資格者がニーズにあわせて保険をコンサルティングします。

計量関連機器を中心とした綜合商社。計量器・店
舗総合情報管理システム等の販売及保守。
地元の繋がりを大切に、お客様と共に繁栄できるビジネ
スパートナーを目指します。

花見川区

45

㈱協立商会 千葉営業所
☎043-287-1011

㈱青心

【代 表】 石田 康子 ☎043-257-2606
【所在地】 花見川区長作町

飲食店の商材、事業支援。テイクアウトの海鮮丼
屋のフランチャイズ本部運営。

海鮮丼のテイクアウト販売事業。出店サポート、
運営サポート。

33

37

生命保険、損害保険の代理店

【代 表】 白井 恒夫
【所在地】 若葉区原町

23

7

13

【代 表】 岡崎 毅 ☎043-224-3827
【所在地】 中央区道場南

若葉区

64

55

中村建築

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課までご連絡ください。お待ちしております。
Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107
http://www.chiba-cci.or.jp/ 検索

11

47

宅配仕出し弁当

若葉区

【代 表】 シェックモハメドラナ
【所在地】 稲毛区長沼町 ☎043-424-0454

花見川区

若葉区

E-mail  hikitsugi@chiba-cci.or.jp
担当 梅澤 道博・田仲 辰夫

無垢材を使ったオーダー家具を中心とした木製家
具、その他木工製品の製造、販売。

☎043-371-4541

家事代行とLED設置代理店。工事費無料のレンタ
ルです。

若葉区

㈱NIKKOH TRADING

【代 表】 諸岡 均 ☎043-236-0150
【所在地】 若葉区坂月町
稲毛区

アンジュお助けクラブ

【代 表】 山崎 暁子
【所在地】 美浜区幸町

稲毛区

【代 表】 沖田 充 ☎043-423-8800
【所在地】 稲毛区山王町

窓口相談 ９時～ 時
（土・日・祝祭日・年
末年始を除く）
秘密厳守、相談無料
〒２６０ ００１３
千葉市中央区中央２ ５ １
ツインビル２号館 階
ＴＥＬ ０４３ ３０５ ５２７２
ＦＡＸ ０４３ ３０５ ５２７３

wood凪

【代 表】 岐部 信幸 ☎090-2481-5160
【所在地】 花見川区天戸町

中央区

☎043-300-2020

【代 表】 佐久間 博文
【所在地】 美浜区幸町

緑区

テナント一般住宅のリフォーム、家屋テナント解体工事

花見川区

㈱福井技巧サービス

既設建築物設備メンテナンス業

美浜区

ヨガレッスン・イベント運営

食料品、化粧品及び雑貨の輸出入。酒類の輸出入。

【代 表】 福井 隆一
【所在地】 緑区鎌取町

稲毛区

【代 表】 辛 占成 ☎080-4807-6284
【所在地】 美浜区高洲

中央区

医療用機械器具卸売

美浜区

子供の身体能力向上の為のプログラム提供と起業
女性支援事業とエステ業、セミナー

市外

☎043-310-6550

ビルメンテナンス、福祉用具の販売レンタル、介
護サービス全般

Finditty

【代 表】 園田 順子
【所在地】 船橋市浜町

㈱マルヨシ医科器械

☎047-469-8232

47

容が多く、また後継者不在という風評が
１年間の活動状況
企業のマイナスイメージに繋がることも
相談企業数は１４３社、（譲渡希望 ％、
あり、社外に相談することなく人知れず
悩んでいる経営者の方々は多いようです。 譲受希望 ％、親族内承継 ％役職員承
継９％）
延べ相談回数は４２６回、
マッチ
あるアンケート調査によると、後継者不
ング回数は 回、セミナー等開催回数
在率は約 ％で、まさに３社に２社が後
回・延べ参加人数は１、
６０４名、成約
継者不在という状況です。
件数３件となっています。今後は、新た
前向きなＭ＆Ａも選択肢のひとつ
に「県内 歳以上の中小企業経営者への
事業承継喚起及び発掘の為のＤＭ発送」
「巡回窓口相談」
「マッチング支援体制の
強化」
等を実施してまいります。
より良い事業承継を目指すなら、従業
員の皆様の為にも、早めに動き出してほ
しいと思います。「どうしていいかわから
ない」という方もとりあえず足を運んで
いただければ幸いです。お待ちしており
ます。

☎043-308-5094

医療用機械器具卸売

市外

中央区

【代 表】 吉田 俊雄
【所在地】 中央区末広

【代 表】 村田 寿美礼
【所在地】 船橋市芝山

23

親族内承継であれば、モノの承継はも
ちろん創業者が培ってきた理念や技術、
経営ノウハウ等目に見えない財産を受け
継いでいくことが何より大切です。
親族外承継で役職員が引き継ぐという
場合では、前述の他に借入金や保証人・
担保といった責任・リスクの部分を負う
ため気持ちの面でも資金面でも準備が必
要です。
後継者不在で廃業を検討している場合
でも、事業譲渡等の形で雇用や技術力を
保持し事業継続できるようＭ＆Ａの提案、
相手方の探索までお手伝いさせていただ
いております。
優れた技術力やブランドを消さずに承
継していくためのひとつの選択肢として、
地域と連携しながら方法を探っていくこ
とが次世代へ事業を承継していく大事な
ことかと思います。

ジェイシード㈱

【代 表】 石川 丈夫
【所在地】 中央区末広

外壁工事、屋根、雨樋、防水

緑区

【代 表】 水川 雄貴 ☎080-5193-7564
【所在地】 緑区おゆみ野中央
中央区

【代 表】 髙橋 広志 ☎043-306-2266
【所在地】 稲毛区園生町

森zou WORK SHOP

昨年 月に開設された当センター事業の概要・役割と１年間の活動状況及び、今期の方針の
ご案内をさせていただくとともに、あらためて皆様方の更なるご支援ご協力をよろしくお願い
申し上げます。

鉄筋コンクリート造の型枠工事一式

市外

事業引継ぎ支援センターとは？
（全国 都道府県に設置）

☎043-255-2665

㈱TRYINC

平成 年に国の委託事業として、中小
企業庁が東京と大阪で事業引継ぎ支援セ
ンターを設置したのを皮切りに、平成
年３月末には 都道府県全てに設置され
ました。その背景にあるのは戦後の高度
成長期に創業した企業等の経営者が高齢
になったこと、それに伴い事業承継の局
面を迎えていること、加えて後継者不足
に悩んだ末に廃業するという事例が増え
たこと等です。従業員はもちろん地域社
会にとっても、また長年培われてきた
技術の伝承という意味でも大きな損失と
なっています。

【代 表】 大久保 祥司
【所在地】 稲毛区園生町

稲毛区

円滑な事業のバトンタッチ、
次世代の経営資源のスムーズな
承継をサポート！

㈱大匠塾

事業承継の類型は、
「親族内承継」
「親
族外承継
（役職員等）
」
「親族外承継
（第三
者―Ｍ＆Ａ等）
」
の３パターンに大別され
ます。それぞれにメリット・デメリット
がありますが、相談者の状況・気持ち・
希望等をうかがい親身にご相談に応じて
おります。事業承継での問題は経営者の
家族間の関係も含め非常にナーバスな内

稲毛区

（順不同・敬称略）

「千葉県事業引継ぎ支援センター」が１年を迎えました！

新入会員 のご紹介

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

－

17

－－

－－

11
－
－

相談案件種別

譲渡企業

業種内訳

18

その他
8％

16
14

従業員・役員承継
9％

12
10

譲渡希望
（売り）
37％

親族承継
13％

8
6
4
2
0

譲受希望
（買い）
33％
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６月 日㊍・ 日 ㊎
第 回ＩＳＯ９００１
内部監査員養成講座を開催
第 回ＩＳＯ９００１
内部監査員養成講座

17

当所とＮＰＯ法人環境カウンセラー
千葉県協議会との共催によりＩＳＯ
９００１内部監査員養成講座を２日間に
亘り開催した。講師にＮＰＯ法人環境カ
ウンセラー千葉県協議会ＥＭＳ支援セン
ター幹事の志澤氏を迎え、
１日目は
「ＩＳ
Ｏ９００１の特徴と規格の解説」
「内部
品質監査の進め方」などについての講義
及びパワーポイントによる解説やワーク
ショップを行った。
２日目は、
ワークショップを中心に
「内
部監査報告書の作成」
など、
実際に内部監
査事務を体験した。

年度関東商工会議所連合会会長

７月６日㊌
平成
表彰 「ベスト・アクション表彰」 を受賞

千葉商工会議所青年部

左から田中親睦交流委員会委員長、小川会長、長坂直前会長、加藤副会長

６月

日㊍

語り部を招き千葉の民話を聴講
千葉商工会議所異業種交流会
【参加者】９名
当所異業種交流会は、千葉の民話、方
言について」をテーマに、語り部として
高名な、ひがき順子氏を招聘し、お話を
伺った。
千葉県には、数多くの民話があるが、
「音」
として残されているものはなく、ま
た、語り手と語る機会が減少している。
方言については、紀伊半島より房総半
島に移住した人たち、江戸や茨城と隣接
し往来が多かった地域などで違いがある。
一方で、千葉は、
「方言」というより
も
「訛り」
の部類が多く例えば
「なんで」
が
「あんで」
などのように、高齢化による発
音能力の低下などによるものと思ってい
る。
などと解説された後、
野栄町に伝わる
「チロリン橋」
、
千葉市の千葉
寺（せんよう
じ）で大晦日
の行なわれた
「千葉笑い」
を
披露され、語
りべならでは
の独特な節回
しと気迫に満
ちた口調で語
られ、聴講者
は、自然と聞
き入っていた。

７月７日㊍
千葉ロッテマリーンズ
埼玉西武ライオンズ
商工会議所地元チーム応援企画

６月 日㊎
イベント周知方法・
連携強化について検討
千葉市大型店会・６月例会

６月 日㊌
オープンセミナー開催決定・
視察会詳細協議

小売部会

千葉市大型店会 豊(田代表幹事 は)、千
葉駅周辺の大型店で開催されている子ど
も向けイベントの「房総子どもかるた第
１回千葉駅前カップ」および「千葉市夏
休みおしごと感動体験ワクワクワーク
デー」
をテーマに取り上げ、
６月例会を開
催した。
イベントや
催事等を広く
周知すること
は、各店舗の
課題の１つで
あり、当会の
ホームページ
等を活用する
ことによるイ
ベントの周知
方法について
協議した。
また、各店
舗で現在行わ
れているイベ
ント等を聞き
取り調査し、
当会として連
携可能なこと
を今後の会議
で検討するこ
ととした。

【参加者】 名
10

小売部会正副部会長・所属議員会議
【参加者】大人 名
小人２名
【参加者】８名
千葉商工会議所青年部
（小川会長）
は、
小売部会（望月部会長）は、正副部会
平成 年度関東商工会議所連合会会長表
会員交流事業として千葉ロッテマリー
彰
「ベスト・アクション表彰」
を受賞し、
７
ンズ 埼玉西武ライオンズ戦を観戦した。 長・所属議員会議を開催し、オープンセ
ミナーおよび視察会の詳細について協議
月度理事会にて受賞報告を行った。
３回に中村選手のホームランでロッテ
した。
オープン講演会「千葉創生 走れ！夢
が先制。その後も荻野選手のホームランな
オープンセミナーは８月 日㈫に東邦
の２０２０年へ！ ～オリンピック・パ
どで効果的に追加点をあげた。投げては
オート株式会社代表取締役会長の秋葉邦
ラリンピックを通しての人づくり・街づ
先発の成田出身唐川投手が７回２失点と
男氏を講師に迎えて開催することとし、
くり～」
を通じ、オリンピック・パラリン
好投した。
幅広い業種の方に聴講いただけるよう周
ピック競技開催都市としてのホスピタリ
終盤、埼玉西武の粘りの攻撃にヒヤヒ
知する。
また、
視察会は 月 日㈮に「鎌
ティについて参加者に啓蒙を促すと共に、 ヤ、
ドキドキさせられたものの結果は、
千
倉・江の島」方面へ向かい、鎌倉の商店
大会開催の機運を高め、スポーツ文化の
葉ロッテマリーンズが４対３の勝利。
普及に協力的な風土の醸成に寄与した事
今回の応援席は、イタリアンバールＭ。 街の方とも意見交換が出来るよう調整す
ることとした。
が評価された。
大勢の方が観戦していたこともあり、応
会議後の研修では、千葉市都心整備課
援に一層力が入り、お客様同士でハイ
長の松本真吾氏を講師に迎え、
「千葉駅
タッチをするなど一体感が生まれた。ス
周辺の活性
ポーツを通じての会員の交流で、参加者
化グランド
からは
『次回もお願いします』
と大変好評
デザイン 」
であった。
について説
明を受けた。
特に千葉駅
周辺の駐車
場やバスタ
ーミナル、
タクシープ
ール等の整
備について
多くの意見
が交わされ
た。
イタリアンパールＭ
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手みやげに一番

金融・ 税 制 委 員 会
６月 日㊌
事業承継税制 、
法人税改革等 に つ い て 議 論
第１回金融・税制委員会
【参加者】 名
金融・税制委員会（鷹野委員長）は、
金
融制度、税制のあり方に関する重要事項
について調査研究を行うこととなってお
り、税制改正等に関する当所の見解・意
見集約のため、本年度第１回目の会議を
開催した。
今回の会議では、日本商工会議所産業
政策第一部課長の宮澤伸氏から平成 年
度税制改正のポイントについてご説明い
ただくとともに、事業承継税制、法人税
改革など、平成 年度税制改正に関して
意見交換・取りまとめを行った。
本委員会で取りまとめた意見について
は、日本
商工会議
所が政
府・政党
等各方面
に対して
行う要望
活動の基
礎資料の
一部とす
るため、
日本商工
会議所に
提出した。

新たな議員

雅

典

議員職務執行者の変更
千 葉 倉 庫 ㈱

藤

代表取締役社長

加

食品部会
７月 日㊊
平成 年度の運営
「視察は迎賓館へ」
を協議
食品部会正副部会長会議
【参加者】 名
食品部会（桐谷部会長）では、今年度
はじめての正副部会長会議を開催。平成
年度の事業報告を行うとともに、 年
度の部会運営について協議した。
昨年度の各事業を振り返るとともに、
今年度の視察先としては迎賓館赤坂離宮
を検討。今年の春から公開が始まったば
かりの同施設を見学することとした。
また、今年度のセミナーについては、
「食品表示の新制度をテーマに、実務的
な内容をレクチャーしてもらうのはどう
か」
「小売業などの中でも、
成功している
事業者の事例が知りたい」などの意見が
あったため、
、引き続き、参加者の興味を
引くセミナーとなるよう検討することと
した。

中小企業診断士による
経営の専門相談（無料）

●資金
 繰りを改善するための方策を検討
したい
●経営
 革新計画の申請書を作成したが内
容をチェックしてほしい
●融資
 申込みにあたり事業計画の作成に
ついて相談したい
●国や
 県の公的支援策の活用を検討したい

工業部会
７月 日㊍
産業支援技術研究所を視察
工業部会視察研修会
【参加者】 名
工業部会（長谷部部会長）は、視察研
修会を開催した。今回は、企業の技術相
談・支援、依頼試験等を行っている千葉
県産業支援技術研究所を訪問した。
当日は、
会議室で研究所の概要、
千葉県
の施策等について担当者から説明があっ
た後、施設の見学を行った。３Ｄプリン
タや各種分析装置など、代表的な設備や
それを用いたサービスについて、本館１
階、機械棟、金属棟、分析棟と研究所各
所を回りながら説明を受けた。施設見学
では、参加者がそれぞれの観点から活発
に質問をしている様子が見受けられ、「千
葉市内にこのような施設があることを知
らなかった。是非今後利用したい。
」
等の
声があった。
施設見学終了後は千葉県および千葉県
産業支援
技術研究
所の担当
者を交え
懇親会が
行われ、
今後の部
会活動等
について
意見が交
わされた。

小規模事業者の方に有利な融資制度

マル経融資

商工会議所の推薦で【日本政策金融公
庫】が融資する国の制度です。
ご利用いただける方
①千葉
 市内で最近１年以上事業を継続してい
ること
②当商
 工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月
以前から受けていること
③所得
 税 法(人税 、)事業税、市・県民税等を
納期限内に完納していること
④日本
 政策金融公庫の非融資対象業種（金融
業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等）で
ないこと
（※決算内容等によってはご希望にそえな
い場合もございます。
）

詳細は左記によりお問い合わせください。
【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

1.30％

など、経営に関する専門的な課題につ
いて相談に応じます。
ご相談を希望される場合はあらかじめ
お電話にて相談日時をご連絡ください。

※日程が変更になる場合があります。
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要
不
(平成28年4月13日現在)

担保・保証人
利
金

2,000万円以内
設備資金 10年以内
（据置１年以内）

融資限度額
返済期間

【場 所】 千葉商工会議所
階
【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）
石井 孝昌（中小企業診断士）
【相談料】 無料（秘密は厳守します）

時〜 時

17
時〜 時

17

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

７年以内

（据置１年以内）

運転資金

【日 時】
日㈫
日㈮
平成 年
日㈫
日㈮
８月
日㈫
２日㈮ ６日㈫
９日㈮
日㈫
日㈮

14

14

マル経融資とは

27

９月

14

12

29

10

28

26 19

弁護士による
商工法律相談（無料）

17 17

13

13

●債権が回収できない
●手形・小切手の事故が生じた
●連帯債務保証が発生した
●契約に関するトラブルが発生した

14 14

14
夢シティちば 2016年₈月号
夢シティちば 2016年₈月号

15

16 19

13

30 23 16

16

29

など法律上の諸問題の相談に応じます。
ご相談を希望される場合は予めお電話に
て相談日時等をご連絡ください。
９ ８

28 11

28

29

【日 時】 月 日㈮
時～ 時
月 日㈮
時～ 時
【会 場】 千葉商工会議所
階 特別会議室
【担 当】 榎本 初雄 弁
  護士
【相談料】 無料（秘密は厳守します）
【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

千葉商工会議所からのお知らせやイベントをはじめ毎月、最新情報を紹介します。詳しくは各お問合せ先へ。

6・7月
Time Line
タイムライン

Chiba Information
＜ちばインフォメーション＞

北海道生まれのニュースポーツ！

パークゴルフを体験してみませんか？
開催日：10月６日(木)
場 所：蓮沼海浜公園パークゴルフ場
定 員：30名
☆詳細は商工会議所HPにて☆

「平成２８年度著作権セミナー」を
開催

会費のお支払いは
９月１日（木）
までにお願いします。

10月21日（金）10：00～16：00、千
葉市生涯学習センター (中央区弁天3-7-7）で
開催します。
文化庁職員や行政書士が講師を務めます。
著作権制度の概要説明後、分科会を選んで受
講していただきます。分科会では、企業の実務
担当者向けなどに著作物を利用する際の注意点
などをさらに紹介します。

本年度は、議員改選の年です。千葉商工会議

現行生命共済制度
（福祉団体定期保険）

新生命共済制度
（定期保険（団体型）
）

不慮の事故による死亡
（死亡保険金＋災害保険金）

○

○

ガンによる死亡
（死亡保険金＋ガン死亡保険金）

○

──

死亡したとき
（死亡保険金）

○

○

高度障害

不慮の事故による高度障害
（高度障害保険金＋災害高度障害保険金）

○

○

傷害または疾病による高度障害
（高度障害保険金）

○

○

給付内容

任期満了となります。このため、本年９月から
10月にかけて新議員の選出が行われます。
当所の議員は、
千葉市（旧土気町地区を除く）
の商工業者を代表し、地域商工業の振興と地域
社会の発展にご尽力いただく重要な役割を担っ
ています。
納期の到来している会費・負担金が完納され
使することができません。議員選挙・選任権の
行使のため、会費・負担金は、９月１日（木）
までに完納してくださるようお願いいたします。

（５日以上60日限度）

（１日以上60日限度）

６大生活習慣病による入院
（６大生活習慣病入院一時金）

──

○

ガンによる入院
（ガン入院一時金）

──

○

ガンの治療を直接の目的とした
先進医療による療養を受けたとき
（ガン先進医療一時金）

──

○

先進
医療

不慮の事故による入院
（入院給付金）

院

ていませんと議員選挙・選任に関する権利を行
入

問 合 千葉市 産業支援課 電話：043-245-5284

所の議員は全員、本年10月31日（月）をもって

亡

著作権を学びたい方（市内外問いません）
無料
１８０名
8月31日（水）まで
（産業支援課、市図書館で配布又は市ホームペ
ージからダウンロード）に必要事項を記入して、
郵送、ＦＡＸ、e-mailで千葉市産業支援課 著作
権セミナー担当へ。市ホームページ上から、電
子申請でも申請いただけます。
〒260-8722 中央区千葉港１－1
Fax：043-245-5590
e-mail: sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
＋
千葉商工会議所独自の給付金（見舞金・祝金・補助金制度）

死

対 象
参加費
定 員
申 込
申込書

ひまわり共済のリニューアルにともなう保障内容比較のご案内

〈お問い合わせ〉
選挙管理委員会事務局（総務課内）
電話：０４３ - ２２７ - ４１０１

○

○

※上記は新旧の保障内容の概要を記載しております。ご加入にあ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。

【お問い合わせ先】千葉商工会議所

【定期保険（団体型）引受保険会社】アクサ生命保険（株）

千葉商工会議所ビジネススクール
９月 講座名

●金融機関からの資金調達をサポートします！
信用保証協会がお客様の保証人となることで、金融機関
からの資金調達力が高まります。

●これから事業を始められる方を応援します！
創業に関する基本的なことから創業時の資金調達にいた
るまで、
お客様の夢の実現に向け、サポートいたします。

●お客様に合わせた経営支援でサポートします！

費用対効果抜群！

売上アップのWebプロモーション

まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください！
本

店

松戸支店

℡043-221-8110
℡047-365-6007

ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp/
創業サポートチームによる創業相談窓口･中小企業診断士
による夜間相談窓口は、当協会ＨＰからご予約いただけます。
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夢シティちば 2016年₈月号

日程・対象

受講料

９/６（火）

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

10:00〜17:00
経営者、管理者、一般社員

ユーザーのリアクションや統計もタイムリーに把握ができ、Webならではの動き、拡散、対話を活かして売上アップに繋げます。

コミュニケーションと問題解決力！

リーダーシップ研修

９/13（火）

10:00〜17:00
管理者（候補）
、一般社員

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

事例と演習、ディスカッションを交えて進めます。トップの意思を現場に浸透させ、企業発展の推進力となる“闘うリーダー”を目指します。

10月 講座名

ライフステージごとの経営課題解決に向け、経営相談や
外部機関と連携した専門家派遣等でサポートいたします。

講座案内

リスク管理は万全ですか？

企業の情報管理個人情報保護講座

日程・対象

10/11（火）

10:00〜17:00
情報処理・総務担当者

受講料
（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

システム監査、セキュリティ、データベース等企業の情報管理基礎を、クラウドサービスとWebカメラで簡易監視ｼｽﾃﾑの構築手順も学びます。

開業から成功の秘訣までを伝授！

ネットショップ基礎講座

10/18（火）

10:00〜17:00
情報処理・総務担当者

（会員料金）12,960円
（一般料金）16,200円
教材費・消費税含む

ネットショップの現状、集客とSEO、個人情報保護とセキュリティ、サーバーの選び方、素材の準備と運営上の注意と工夫を伝授します。

お問い合わせ

千葉商工会議所ビジネススクール

TEL : 050-3528-0837（直通） FAX : 043-227-4107

URL : http://www.cci-biz.com/chiba/index.php

夢シティちば 2016年₈月号

16

汗 の 輝き
創業して10年未満の若い企業をご紹介

ちばピーナッツ大使と千葉県産農産物をPR
新嘗祭に献上した皇室献上米ふさこがねの田んぼ
マレーシアで県産農産物を取り扱って頂いているStarhill Golf & Country Club様。厨房スタッフと（2016.6）

２００７（平成 ）年３月に大学を卒

身近な存在でした。ただ、農産物の作り

で、小さい頃から土と共に生きる人々が

私の祖父母は千葉県内の農家だったの

ても、突き返されたり、怒られて意気消

たほどです。企業に企画書を持っていっ

いいのか迷って、銀行に全部持っていっ

た。書類に押印する印鑑もどれを使った

早い段階で行政との入札参加資格をと

手はＰＲを苦手としているんだなとずっ

局の社長面接の際、「企業として一緒に成
り、今も取引先は官公庁・
（公社）千葉県

沈したこともありました。今ではそうし

長する形をとれたらいいね」とおっしゃ
観光物産協会・ＪＡ全農ちば・県内ＪＡ

と感じていたんです。大学では経営学を

られたことをきっかけに、農業に特化し
などが多いです。

不安はありましたが、当時１円でも会

を決意しました。
社ができたことや堂本暁子千葉県知事
だったこともあって女性が優遇されてい
たことも追い風となりました。食育が
ブームだったので、世界に飛び立てるよ
うに「食育ネット」という社名を付けま
した。

年、千葉県ＨＰ参照）で梨、落花生、

千葉県は農業産出額全国第４位（平成

■千葉県産の魅力ある農産物を
もっと知ってもらいたい

た広告やＰＲを行う仕事をしようと起業

た方々からも応援していただけるように

最初はすべてが分からなくて戸惑いまし

業して７月に会社登記をしたのですが、

19

なりました。

代表取締役／浅野美希
住
所／千葉市中央区道場北1-9-3-108
電
話／043−224−6322

専攻していて、就職は最初はマスコミ志

食育ネット株式会社

望だったのですが、就職活動である放送

■大学卒業後、
わずか数カ月で起業

会社DATA

大根、ほうれん草等全国１位の農産物も
たくさんあります。道の駅や農産物直売

の輸入品に負けて、こだわり商品を作っ

発効されたら国内商品は価格で海外から

食育ネットではメディアを使って千葉

ている人たちがどんどん埋もれていって

行ったりしています。

消費者が買いやすい様なＣＭを作ること

るだけ農家の声を生かして、聞いている

うしたＣＭ原稿を作成する時には、でき

くれて、口コミで広がるんです。私もそ

いる作物が宣伝されたら、すごく喜んで

んでいるラジオから自分たちがつくって

置いて、
聞きながら作業します。
普段親し

日本から来た！食べてみたい」と言って

用に粒をそろえ包装すれば売れます。「あ、

ク２５００円ほどになりますが、贈答品

本の３倍の値段になり、イチゴも１パッ

ですね。
ほとんどの商品が空輸のため、
日

ます。特に人気があるのが冬場のイチゴ

中心に千葉県産の野菜や果物を運んでい

ポール、今年からタイなど東南アジアを

そこでマレーシアをメインに、シンガ

を心掛けています。ちなみに初めて作っ

ただ、イチゴは収穫後は追熟しないの

くれますね。

です。軌道に乗るまで農家の方と試行錯

を開催し、手巻き寿司の作り方を教えて

と、「日本のものは味が濃い」と驚かれま

もあるんですが、食べ比べをしてもらう

そのほか、サツマイモはマレーシアに
もらっています。題材は千葉県の郷土料

す。昨年、千葉県がサツマイモのＰＲの
ために焼き芋の機械を海外に輸出してい
て、マレーシアでも焼き芋は大人気なん

ることは本当に励みになります。そして

生産者にとって、消費者が喜んでくれ

ですよ。
らの留学生は感激してくれます。その満

いきたいと思います。

んでくれることをテーマに活動を続けて

つながっていくものを伝えて生産者が喜

いいものや食べて笑顔がどんどん食卓に

いきます。これからも、人が食べて体に

そうした励みがないと、農業は衰退して

去年から輸出も始めました。ＴＰＰが

■販路を海外にも拡大し
こだわりの商品を届ける

す。

面の笑顔を目にすると、本当に嬉しいで

きれいな絵が表れた時には、特に海外か

いざできあがって、太巻きの切り口から

コツをつかむまでは難しいのですが、

ながります。

理である太巻き寿司で、そのＰＲにもつ

大学や専門学校の授業の一環で料理教室

らをつなぐコーディネートの一環として、 誤を繰り返しました。

若い世代との交流を求めています。それ

また農家の方々は全体に年齢層も高く、 で、収穫のタイミングがとても難しいん

オＣＭでした。

たのは千葉県産米「ふさこがね」のラジ

農家の人たちはハウスなどにラジオを

しまうのではないかと懸念しています。

県産の農産物をＰＲしたり、イベントを

たい」と言っていただきました。

28

千葉が誇る農産物のおいしさを
世界各地へ伝えていきたい

２０１１（平成 ）年に皇室献上米に新

したね。千葉市では 年ぶりのことだっ
たそうです。熊谷市長からも「食べてみ

40

は「本当にやってて良かった」と思いま

天皇陛下からお言葉をいただき、その時

嘗祭で選ばれました。農家の方が皇居で

23

さこがね」
をつくっています。
そのお米が

千葉市の若葉区で、農家と一緒に「ふ

力ある農産物があります。

２００以上あり、そこでしか買えない魅

所など新鮮な農産物を購入できるお店が

栗源にて地元の小学生と落花生「おおまさり」を収穫

18
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新嘗祭に献上した
皇室献上米「ふさこがね」

祖父母が農業を営んでいたことから農家の思いを受け止め、千葉県産品の魅力を伝
え続ける食育ネット株式会社の浅野美希代表取締役に伺いました。

マレーシアで千葉県フェアを企画開催（2016.6月Starhill Golf & Country Club様にて）

外部からのお知らせ

─

EU向け

13%

30%

50%

7%

アジア向け

52%

43%

─

5%

全世界

53%

36%

6%

5%

（平成27年度下半期日本からの輸出－財務省報道発表より引用）

27
15

ぼる平成 年の統計でも、比率は今とさ
して違いがありません。ＵＳドルはナン
バーワン国際通貨として輸出輸入とも最
大です。
取引通貨をどうするかは、
契約当
事者間の交渉ですが、客先要求に従わざ
るを得ない場合が多いようです。円高に
振れると採算が悪化します。リスク対策
で最も一般的な方法は為替予約です。将
来円高が進行しそうだと思ったら、数ヶ
月先で、まだそれほど円高でない先物の
ドル 円/レートであらかじめ予約してお
くことで未然に変動リスクを回避する方
法です。しかし先を読むのはなかなか難
しく、予約が裏目に出ることが少なくあ
りません。
他に考えられる対策として、
客
先との間で、為替変動リスクを折半する
という取り決めが考えられます。たとえ
ば過去 ヶ月のドル・円の平均レートを
基準に、変動分の、たとえば半分を向こ
う ヶ月の単価に反映するというやり方
です。前 ヶ月が円高で推移していたら、
3

3

3

12

次の ヶ月は値上げ、前 ヶ月が円安で
推移したら、次の ヶ月は値下げになり
ます。継続的に一定数量を船積みする量
産品の輸出に向いた取り決めです。銅や
アルミニウムといえば、工業製品の重要
な素材ですが、国際市況商品として相場
変動が激しいことで知られています。製
造業では、このような自分でコントロー
ルの及ばない素材価格分のコストを市況
変動にあわせて売値に反映させることを、
買い手と合意することが珍しくありませ
ん。為替も企業のコントロールが及ばな
いという点では同じなので、同様な考え
の折
方を取り入れるものです。
50/50
半の取り決めならフェアーな条件として
交渉の俎上にのせることはできるのでは
ないでしょうか。リスクを完全に回避は
できませんが輸出を安定的なビジネスと
するには、為替で一喜一憂しないような
仕組みを作ることが大事です
3

3

3

減災への第一歩、自助の基本は「ケガをしない」
こと。そのための適切な方法を身につけていただ
くため、自分を守る「安全行動の1-2-3」を自
主的に行う「千葉市いっせい防災訓練」を全市一
斉に実施します。会社、町内自治会、個人や家族
など、みなさん一緒にご参加ください。

安全行動の１−2−3

➡ 2

①まず低く！

②頭を守り！

➡ 3

！

1%

〜千葉市シェイクアウト訓練〜

！

11%

千葉市いっせい防災訓練
１！

88%

Q

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

US向け

Ａ

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

その他

ドル建て取引の為替変動リスク

ユーロ

初めて米国向けに輸出するにあたり、取引通貨は円を希望したところドル建てを要求
されています。やはりドルが普通ですか？
毎月船積みする長期取引で為替変動が心配です。

円

統計上、日本の輸出の
通貨別・地域別比率は表
のようになっています。
平成 年から 年さかの

USドル

③動かない！

●日時 平成28年9月1日(木)午前9時30分※１
●場所 それぞれの場所（職場、自宅等）で
参加表明団体は市ホームページに団体名を掲載させて
●内容 訓練地震情報を、
『防災行政無線』及び『ちばし安全・安心メール※2』 いただきます。
で放送・配信します。
【事前登録方法】 http://www.city.chiba.jp/t/shakeout
これを合図に、地震から身を守る「安全行動の1-2-3（右上）
」を約
または
１分間おこないます。
※１：訓練は、ご都合に合わせて防災週間（8月30日～9月5日）内に実施で
きますが、訓練地震情報の放送・配信は9月1日午前9時30分のみです。
参加表明を受付中！
※２：
【ちばし安全・安心メール登録方法】 entry@chiba-an.jpへ空メール
千葉市いっせい防災訓練に参加する方は、訓練への参加人数を把握す
を送信
または
るため、参加表明（事前登録）をお願いします。※3
※３：掲載を希望する団体様のみ

【お問い合せ先】千葉市総務局防災対策課 電話043-245-5147

住宅用火災警報器は10年を目安にとりカエル !!
千葉市では、平成18年６月に住宅用火災警報器の設置が義務化されてから、今年
でちょうど10年目を迎えます。
住宅用火災警報器は定期的に作動確認を行ってください。
また、住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れで正常に火災を
感知しない可能性があるため、火災を早期に発見できず逃げ遅れることも考えられ
ます。
作動確認で異常があったものや約10年を経過しているものについては、本体を交
換しましょう。

【お問い合わせ先】 千葉市住宅用火災警報器相談室（千葉市消防局内）
☎043-202-1688
詳しくは千葉市消防局HPへ
http://www.city.chiba.jp/shobo/yobo/yobo/torikaeru.html

千葉市男性の育児休業取得促進奨励金のお知らせ
千葉貿易情報センター

千葉市では、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、
奨励金を支給しています。
【対象者と支給額】

要しない日を除いて連続する１０日以上の育児休業を取得し、職場復

（１）10日以上育児休業を取得した千葉市在住の男性労働者
（２）上記労働者を雇用する事業主（１人につき）


5万円
20万円

※常時雇用者100人ごとに育児休業取得者１人まで（最大300人以下３人まで）

帰後１か月以上勤務していること
（２）事業主
ア 常時雇用する労働者が３００人以下の企業、法人等の中小企業である
こと

【主な支給要件】

イ 千葉市内に事務所を有すること

（１）男性の育児休業取得者

ウ 労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること

ア 千葉市在住の男性労働者であること

エ 市やマスメディアの取材等広報に協力すること

イ 平成26年４月１日以降、その養育する３歳未満の子に対して勤務を
街頭防犯カメラ

【申込み・お問い合わせ先】 〒260-8722
		
Ｅメール
ホームページ
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千葉市中央区千葉港２－１ 中央コミュニティセンター９階 幼保支援課
電話 245－5105 ＦＡＸ 245－5629
shien.CFC@city.chiba.lg.jp
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/shien/ikumen2.html
夢シティちば 2016年₈月号
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中
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組織を活性化させる
「ルールや仕組み」のつくり方
中小企業診断士

野村 忠史

⑴ 発見のための緊急措置
１．社員不祥事対応に備える必要性
まずすべきは、社員Ａに、①駅事務
社員による不祥事は、いつ発生するか
所に連絡し、遺失物として保管されて
予測できません。
いないか調べたか②警察署に遺失届を
普段の業務を行いながら、突如発生し
出したか確認し、未了であれば、直ち
た不祥事に対応することは、会社にとっ
にこれを行うよう指示することです。
て、大きな負担となります。
⑵ データの中身を調査
そして、社員による不祥事と会社の業
ＵＳＢが見つからなかったらどうし
務との関連性によっては、会社も使用者
ますか。
として責任を追及されることがあります
会社は、社員Ａに、ＵＳＢにどのデー
し、不祥事対応がまずかった場合は、会
タを保存したのか、パソコン上で特定
社の対応自体が問題視されることもあり
させ、ＵＳＢには、①誰についての②何
得ます。
に関する情報が保存されていたか、パ
会社は、いつ発生するかわからない社
ソコン上で実際に見て確認します。
員不祥事に備え、どのように対応すべき
調査の結果、ＵＳＢには、会社の顧客
か、平時から考えておく必要があるのです。
であるＢさんの氏名、住所、電話番号、生
具体的な事例をもとに、会社が何をす
年月日などの情報が保存されていたこと
べきか、検討していきます。
がわかったらどうすべきでしょうか。
⑶ 顧客Ｂさんに連絡
謝罪するのは当然として、会社とし
２．ケース検討～情報漏えい～
ては、Ｂさんが二次被害を受けること
を阻止しなければなりません。
すなわち、Ｂさんの情報を手にした
第三者が、その情報を悪用して、Ｂさ
んに電話し、金をだまし取ろうとする
ことなどが考えられますので、Ｂさん
には、不審な電話等に対する注意喚起
をしておく必要があるのです。
⑷ 再発防止策
会社で、情報漏えい事故が一件起き
ある朝、社員Ａが、突然部屋に駆け込ん
できた。
「社長、大変です！昨日会社から持ち出
したＵＳＢメモリをなくしてしまいまし
た。完成させなければならない書面があっ
て、データを家に持ち帰って仕事しようと
思ったんです。ＵＳＢはかばんに入れたま
ま、かばんごと電車の棚に置き忘れてしま
いました。
」

高橋 麻理

たということは、会社に、そのような
事故が起きる土壌があった可能性があ
ります。
そこで、会社は、情報管理規程、そ
の運用を見直すことで二件目、三件目
の事故を防ぐ必要があります。
その際、①顧客に関わる情報につい
ては、社外持出し禁止が徹底されてい
たか②例外的に持ち出す場合の要件
（直属の上司の決裁、翌日返還、媒体に
パスワード設定など）が明確に定めら
れ、徹底されていたかなどを確認する
必要があります。
⑸ 社員Ａについて懲戒処分の検討
会社の情報管理体制、社員ＡがＵＳ
Ｂを紛失した経緯、紛失後の対応、Ｕ
ＳＢに保存されていた情報の内容、情
報漏えいによって被害者が被った被害
の程度等を踏まえ、懲戒処分について
検討します。
⑹ おわりに
情報漏えい事故の発生は、近時、個
人情報に対する意識が特に高まってい
ることに鑑み、会社にとって、重大な
リスクとなります。起きてしまった漏
えい事故への対応を考えておくことと
合わせ、情報管理体制を整え、社員研
修などによりその内容を社員に周知徹
底することにより、漏えい事故を予防
することも重要です。

所属弁護士

弁護士法人 リバーシティ法律事務所

ナーが指示命令しなくても従順なスタッ
必要な訳です。つまるところオーナー
１ 事例
フはその中で考えようとします。また意
自身のスキル＆知識不足からくる誤認
外に多いのは「ルールや仕組み」はある
識というわけです。
２店舗を経営する美容院のオーナーさ
けれども、オーナー自身がそれを守って
② 丸投げせず、新しい基本方針を
んからの相談です。
「今まで重要と思わ
自身で決める。
れる判断を殆ど自分が決めてきましたが、 いないというケース。「オーナーはずるい
次に「新しい基本方針」をオーナー
でもこのままじゃ、いつになってもスタ
。
」ということとなって、いずれスタ
･･･
自身で明文化する。ここでいきなり専
ッフに責任をもって考えてもらえないし、 ッフは「ルールや仕組み」を守らなくな
門家に「丸投げする」方がいますが、
言
彼らのモチベーションも上がらない気が
ります。ドラッカーは、「上司が持つべき
語道断です。なぜなら、その「新しい
するのです。また自分も全てのことに指
唯一の資質は『真摯（しんし）
』であるこ
ルールや仕組み」は、まずオーナー自
示するのもとても疲れます。もっと自分
と」と説いています。
「ルールや仕組み」
身が厳守し、使いこなすものだからで
達で考えてきてから相談してもらいたい。 はオーナー自身が楽するためのものでは
す。わからないからといって後先考え
業績が良い会社ってスタッフみんながも
決してありません。オーナー自身がまず
ずに丸投げするのでなく、わからない
っと積極的に働いていますよね？ウチも
成長し、それについていくようにスタッ
なら真摯に学んでいった方が遠回りの
そんな会社になるにはどうすればいいで
フが成長し、そして会社全体の成長を促
ようで後に近道になります。でないと
すか……？」
進させるものです。実は「業績の良い会
「使いこなせない仕組み」
が出来上がる
社」というのは、「ルールと仕組み」をう
２ 原因と課題
だけで結局、お金と時間が無駄になり
まく活用しながら、オーナーが「意図的
ます。
にメリハリある風土をつくっている」ケ
スタッフを 名以上抱えるようになる
③ 幹部スタッフや専門家と一緒に
ースが殆どなのです。
と必ずと言っていいほど、ぶつかる課題
構築する。
ですね。特に美容院のようなサービス業
３ 解決策
更に職場で影響力がある幹部スタッ
の場合は、人材の質と量が生産性に直結
フと一緒に更に具体的な仕組みやルー
するためマネージメントの舵取り つで
① 現状の課題を直視し、他責にしない。
ルを検討しましょう。①と②の考えた
業績が大きく変わってきます。まずこの
まず「オーナー自身の仕組みやルー
ことを明文化した上で、５Ｗ２Ｈで１
オーナーが気付かないといけないのは、
ルの未整備」が原因であることに素直
つ１つ丁寧に進めるといいでしょう。
「ルールや仕組み」の重要性です。
「えっ、
に認めなければなりません。決してス
よく口頭だけで手抜きして進めようと
自由にやらせた方がモチベーションもあ
タッフの能力不足にしないことです。
する方がいますが、そうすると巻き込
がるのでは……？」と問われそうですが、
この事例の場合は、恐らく「役職の権
まれた幹部スタッフは「程度や範囲が
実はそうではありません。会社の基本方
限・責任を不明確」と「スタッフの教
不明確である」ためにかえって混乱す
針を自然に理解させるように「ルールや
育不足」が考えられますので、当然そ
るだけです。もし進め方に自信がない
仕組み」が整えていれば、いちいちオー
れを解決する「教育制度の仕組み」が
1

社員 をめぐる問題発生！
こんなときどうする

10

ならば、このタイミングで専門家に協
力を仰ぐといいでしょう。
④ 公式な場を設け、明文化した
ルールブックを組織全体に周知する。
そして明文化したルールブックから
できあがってきたら、朝礼・終礼・ミ
ーティングの場でオーナーや参加した
幹部スタッフから説明する機会を徐々
に増やしていきましょう。そのルール
ブックを普段から携帯し、オーナーや
幹部スタッフから率先して行動を変え
ることです。全スタッフにいきなり行
動変革を求めるのではなく、上司の言
動を見せながら、ルールを周知させて
いくことです。それだけでも一部のス
タッフは行動が変わってくるはずです。
⑤ 評価を社内行事化し、賞罰を
行使する仕組みに仕上げる。
最後に「ルールを仕組みに変えてい
く」ことです。オーナーや幹部スタッ
フが率先して行動しても、すぐ行動を
変えてくれるスタッフはごく一部です。
この浸透を早め組織的に習慣化するに
はやはり「評価を社内行事化し、賞罰
を行使する」他ありません。スタッフ
は「考えないのではなく、基準がわか
らないから考えられない」
のです。
そも
そも「評価基準を作っていない」
、
「基
準があっても定期チェックしてない」
、
「基準に沿った賞罰がない」という理
由で「人も組織も成長しないまま」と
いうケースは多く見受けられます。実
は、その多くはオーナー自身が「仕組
みの意義」や「使いこなし方がわから
ない」ことが起因しているケースが殆
どなのです。
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企業診断
小

Advice to management

編集：千葉商工会議所

ちーバルで
義援金募集活動を実施

2

10

〜ＣＳマインドによるパークのクオリティサービス〜

〈千葉東間税会女性部との合同講演会〉

10

ディズニーのキャストと
最高のおもてなし

78

いや、その夢を現実のものにするの
は人であるというディズニーのサー
ビスの精神の潔さに、心から納得す
るお話でした。
㈱高長谷商店 高長谷トミ子

中央公園

日㊏～ 日㊗㊊ 中央公園
アロハフェスティバル ｉｎ ＣＨＩＢＡ
駅前大通りカフェ

ちば越中おわらの夕べ

神輿や山車の渡御、千葉おどりな
どや多種多様なイベントを実施し
ています。今年は千葉開府８９０
年を記念し「千葉氏サミット」も
開催され、三井ガーデンホテル千
葉では、サミット（基調講演・首
長フォーラム）や各自治体の名産
品販売等も実施されます。

千葉駅前大通りで、
「駅前大通りカフェ」を実施！

９月３日㊏

９月

９月

18

日㊐

中央公園
アースディマーケット
ちばフェスタ秋の収穫祭

東日本復興支援チャリティコンサート

日㊗㊍ 中央公園

19

月 日～ 日の間千葉公園で開催された「大賀ハスまつり」に
当女性会からも 店舗を出店いたしました。

「大賀ハスまつり」に女性会初参加

９月

12

天候にも恵まれ大賀ハスを観に来られた
方々と、近隣商店街等の出店者の方々で大
変にぎやかでした。
ハスの花は朝早いので販売開始時間も
少々早めにさせていただいたり、事前のご
案内チラシも早めにご用意いただければさ

参加者の感想

●遠藤商店
（お赤飯・山菜おこわ・お漬物）
●栗山菓舗
（水まんじゅう）
● airycare （ハスのアロマオイルを使ったハンドトリートメント）

●御菓子司 榎家（ハスを使った和菓子はじめ多数の和菓子）

₄

29

6

６月 日㈭、参加者数 名で開催した講演会においてＴＤＬオ
ープンに向けた新規キャストの大量採用の仕組みやキャストのモ
チベーションアップのために“ファイブスターカード”の導入を
行った、元ＴＤＬ ＣＳ推進部マネジメントアソシエイトの栄幸信
氏を講師にお迎えし、楽しくディズニーのおもてなしについてお
話いただきました。

◇講演会を終えて

30

祉協議会、日本赤十字社を通して、
８月 日
（日） 時〜 時チーバ
各被災県に設置された義援金配分
くん物産館前～岡三証券前の歩道
委員会を通じ、全額を被災された
で“駅前大通りカフェ”を開きま
皆さまにお届けとなります。
す。今回のカフェは、和風テイス
ご協力いただいた皆さま、あり
トの設えで、かき氷、冷やしきゅ
がとうございました。
うりなど、暑い夏のひとときに癒
なお、平成 年度のちーバルは、 しの演出をしています。
月 日の千葉みなとエリアを皮
また、同日中央公園周辺では、
切りに、 月 日 中央蓮池・栄
「千葉の親子三代夏祭り」による、
町・富士見１エリア、 月 日
裏チバエリア、 月 日 富士見
２・本千葉町エリア、 月 日
西口・北口エリアと続き、 月
日にはちーバル本祭りが開催され
９月のイベント
ますので、お楽しみに！
12

10 22

（写真左から、㈱精美堂 望月氏、㈱Craftsmans Community
藤澤氏、大曽根区長、㈲ピコス 香取氏、海保副区長

28

6

10

21

17
22
25
26

平成 年 月 日（水曜日）
、
ちーバル実行委員会（藤澤実行委
員長、香取実行委員）では、熊本
地震義援金を大曽根中央区長にお
渡ししました。ちーバル実行委員
会がちーバル参加店２１５店舗に
募金活動の呼びかけを行い、「Ｉ
Ｌｏｖｅ ＰＩＺＺＡ 千葉店」
＆
（ダイ
や「
Dining
bar
Lantern
ニングバー・ランタン）
」
など 店
舗に参加いただきました。これら
の店舗で平成 年 月 日まで募
金箱を設置し、募金活動を行った
結果、総額１８９，５５６円の義
援金が集まりました。
義援金は、中央区千葉市社会福
10

16

10

6

28

小さな子供から大人までみんなが
憧れている世界の中で最も素晴らし
いディズニーランド。
その社員の教育の仕方のお話を伺
い、創始者、ウォルト・ディズニー
の、たくさんの嬉しそうな顔でパー

18

28

クの門を出て行ってほしいという思

₆

20

43

千葉商工会議所産業振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/
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らに良かったのではないかと感じました。
和太鼓や琴の演奏等も好評でした。
御菓子司 榎家 山邊きよ子
奇跡の種から生まれた「大賀蓮」
。その
蓮をイメージした香りのアロマハンドトリ
ートメントをテントブースにて行いました。
１００ に一滴という量なのですが、人肌
で香りが芳醇となり「いい香り」って皆さ
んうっとりされていました。このような形
で千葉の香りにまつわる良いことを伝えて
いきたいと考えています！
㈱ airycare太田久美子
ml

22

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）千葉市中央区中央2-5-1

女性会

中心市街地NEWS
まちづくり事業情報

千葉ＹＥＧ６月定例会

経営に関する勉強会①

した。
１回目の勉強会では
「決算書」
をキー
ワードに『猿でもわかる経営塾～決算

ん。その為の学びの場を作るために、
委員会を重ね内容を作り込んで参りま

「猿でもわかる経営塾〜決算書から何がわかるの？〜」
開催
月 日水曜日に 月定例会
『経営
に関する勉強会①』を開催いたしまし
た。
経営開発委員会では本年度「青年経
済人としての自企業の継続と発展」を
終了後にはアンケートも提出してい
ただき、そこから参加者の皆様が「自
社の決算書をもっと深く見てみよう」
というきっかけになったようで嬉しく
思っております。

2

次回の勉強会とオープン講演会をさ
らに楽しく学べる事業となるように、
委員会メンバー一丸となって作り込ん

税理士である岡田副委員長からの解説

VS

7

3

で参ります。

中村建築

1

経営開発委員会 中島悠介

社寺・総合建築

接骨・マッサージ・鍼灸・
スポーツトレーナー・出張施術

修司
中村
翔太

布

☎043-376-1011

布鍼灸・接骨院

☎043-312-8857

（なかむら しゅうじ）

（ぬの しょうた）

1 14

17

千葉ＹＥＧ ＲＥＤ ＭＩＬＬ ＦＯＲＣＥ一同

VS

コンセプトとして つの事業
（勉強会 書から何がわかるの？』と題し、貸借
損益計算書、
キャッシュフロー
回、
オープン講演会 回）
を行います。 対照表、
経営者として当然理解していなけれ 計算書には何が書いてあり何を理解す
ばならないこと、もっと理解をした方 べきかを伊藤喜郎副委員長が講義をし、
が良いことを実は知らない方が多くい その後グループディスカッションでは
ます。知らないことを恥ずかしがらず、 サンプルの決算書を使ってどこの会社
の決算書かをクイズ形式で考えて頂き

川上 俊紀

〈新入会員紹介〉
（７月入会）

7

商工会議所青年部 第 回全国サッ
カー大会長井大会へ 月 日から 月
日の 日間、千葉ＹＥＧ ＲＥＤ Ｍ
ＩＬＬ ＦＯＲＣＥメンバーとスタッ
フ含め 名で参加させて頂きました。
長井ＹＥＧサッカー大会会長 芳賀
武君をはじめとする長井ＹＥＧ、長井
市、関係者の皆様の本大会に対する団
結力、そこから生まれる
「おもてなし」
、
そして長井独自の風土、文化、食を満
喫させて頂きました。長井ＹＥＧの皆
様、
関係者の皆様、
有難うございました。
ＲＥＤ ＭＩＬＬ ＦＯＲＣＥのサッ
カー大会の試合結果は、予選１回戦
ガッサ佐賀戦は２ ２-の引分
（得点者：
高野 点 ）
、 回戦 宇都宮ＹＥＧ戦
、 回
は１ １の引分（得点者：湯浅）
（得点者：
戦 山形県連戦は３ ２
-勝利
高野 点・湯浅 点）となり、 勝
分ながら惜しくも予選敗退でしたが、
回戦の山形県連戦の２ ０
- ビハイン
ドで迎えた後半で見せたみんなの「勝
ちたい」という気持ちが生んだ大逆転
劇はメンバー・スタッフの思いが一つ
になって生まれたものでした。あの感
動はあの場に居なければ感じることの
ない特別なもの、それを 名で共有出
来たことは、このチームの力になると
思います。
本大会に選手として参加して下さっ
た先輩がこんなことを仰っていました。
「ＹＥＧは膝だ」
「膝と膝を突き合わし
て話さなきゃダメだ」と。ＹＥＧ活動
然り、サッカー然り、ＹＥＧは膝だと
教わりました。
本大会に参加するにあたりご協力頂
きました千葉ＹＥＧ関係者の皆様、誠
に有難うございました。
2

1

ました。

日本YEG東地区担当副会長

しっかりと学び、青年部会員が自企業
の健全な成長に繋げなくてはなりませ

サプライズで川上君の娘さんから花束贈呈

3

17

2

2

6

し川上君からも熱い抱負が述べられ、
川上君の日本ＹＥＧへの出向を盛大に

～商工会議所青年部第14回全国サッカー大会長井大会に行ってきました～

6

3

1

本年 月より当青年部の川上俊紀君
が平成 年度日本商工会議所青年部の
東地区担当副会長に就任しました。こ
28

伊藤副委員長による講義

激励することができました。
今後の川上君の益々の活躍を祈念す
るとともに、千葉ＹＥＧとして全力で
バックアップしていきながら当青年部
も飛躍していきたいと思いますので、
何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い
申し上げます。
激励会実行委員長 小川広太

千葉 YEG RED MILL FORCE !

22

28 4

の度の就任にあたり、去る平成 年
月
日に 川｢上俊紀君激励会 を｣京成
ホテルミラマーレ ローズルームにて
執り行いました。
千葉市長 熊谷俊人様、千葉商工会
議所会頭 石井俊昭様をはじめ、多く
のご来賓の皆様方にご臨席賜るととも
に、日本各地よりたくさんのＹＥＧメ
ンバーたちが駆けつけてくださいまし
た。総勢１９０人超の方々にお越し頂
き、皆様から期待と激励の言葉を頂戴

OB・OGの先輩方もご参加頂きました。

6

13
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3

VS

3

URL http://www.chiba-yeg.jp
Eメール yeg@chiba-yeg.jp

激励会
川上俊紀君

2

この 度 の 激 励 会 で は、 熊 谷
市長･石井会頭を始め、数多く
のご来賓･関係各所団体の方々、
そして全国各地よりお越し頂い
た皆様から熱き激励の言葉を頂
き、感謝の気持ちと共に身の引
き締まる思いで一杯です。
千葉商工会議所青年部 とい
う原点を忘れる事なく、日本商
工会議所青年部という大きな場
で精一杯邁進して参りますので
宜しくお願い致します。

青年部
編 集： 千葉商工会議所
総務広報委員会

青年部通信
千葉商工会議所

東地区担当副会長就任
日本商工会議所青年部

北海道視察研修

北海道新幹線でつながる
北の大地
千葉商工会議所
今年度の当商工会議所の視察研修は、
６月 日～ 日（２泊３日）の日程で
北海道の函館から札幌にかけて行われました。当所からは、石井会頭をはじめ、
常議員、議員、青年部、女性会からなど 名にご参加いただきました。
現地では、開業から約３か月を迎えた北海道新幹線の経済効果を視察した
ほか、札幌商工会議所との意見交換を通じて、千葉と北海道との新たな連携
による相互の地域経済の活性化について活発な意見を交わしました。
今回当地を訪れるきっかけとなったのは、北海道新幹線の開業のほか、成田
―新千歳間のＬＣＣが増便されたことを受け、今後、千葉と北海道の更なる連
携が期待されることから、当視察研修を行いました。

日本列島を結ぶ
北海道新幹線

北海道新幹線は、東北新幹
線の新青森駅から札幌駅に至
る延長約３６０ｋｍと一部区
間を在来線と共用する日本初
の新幹線です。平成 年３月
日に新青森駅―新函館北斗

・札 幌商工会議所による観光・経済情勢ブ
リーフィング

（函館朝市、大沼公園、長万部、サイロ展望台）


札幌商工会議所との
意見交換会

函館プラスワンで

女性会の方々にもご参加いた
だきました。
札幌商工会議所は、１９０６

高向会頭からは、北海道の観
業に向けた取り組みについて
伺いました。同商工会議所は、
この度の新幹線開業を盛り上
げようと、開業ＰＲイベント
などを積極的に展開されてき
たそうです。新幹線を利用し
た観光客の増加が期待される
ものの、札幌まで開通しない
とその効果が大きくならない

したばかりで当所青年部の活
動について関心をもたれてい
ました。また、女性会につい
ては、来年度に全国商工会議
所女性会連合会の全国大会の
開催地となっていることもあ
り、相互の情報・意見交換が
活発に行われていました。

道内視察

北海道への訪日観光客数
の推移は近年急増していま

に 万人台だった訪日観光客
数 は、２ ０ １ ４ 年 度（ 平 成
年度）にはおよそ３倍の
１５４万人台まで増加してい
ます。国別でみると、台湾か
らの訪日観光客数が最も多く、
次いで中国、韓国となってお
り、訪日観光客のおよそ８割
がアジア諸国を中心に北海道
を訪れていることになります。
また、北海道を訪れる旅行

して 位となっています。道

行目的では他を大きく引き離

道は「自然鑑賞」や「食」が旅

ワン』で道南・函館に加えて、 目的が多様化するなか、北海
もう一カ所訪れてもらう取り
組みに力をいれています。
さらに、内部団体の活動に
目を向けると、札幌商工会議
所青年部は平成 年４月発足

北海道新幹線路線図（出展・北海道庁HP）

２００４年度（平成 年度）

の会員数を有する会議所です。 す。北海道の報告によると、

で結ばれるようになりました。 年に設立され約２０，０００
開業に伴う時間短縮効果によ
り、関東や東北など他地域と

28

じめ布施光章副会頭、青年部、

向巖札幌商工会議所会頭をは

むき

議所との意見交換会には、高

たか

当商工会議所と札幌商工会

新幹線をＰＲ

26

19

と考えており、
『函館プラス

16

駅の区間（約１４８㎞）が先

（トラピスチヌ修道院、五稜郭公園など）

の交流人口の増加が見込まれ、 光・経済情勢の他、新幹線開
観光やビジネス関連の消費拡
大が期待されています。
青森―函館間が約 時間で
つながり、東北・関東地域か
らの観光やビジネスの面から
人やモノの交流が活性化され
ることから、新幹線沿線に大
きな経済圏が生まれることに
なります。新函館北斗駅から
札幌駅の区間も平成 年度末
（２０３０年度末）
までの開業
に向けて工事が進められてお
り、札幌までの全線が開通す
ると北海道経済に更なるイン
パクトを与えることになりま
す。

内には、 つの国立公園と５
つの国定公園など観光資源と

6

駆けて開業となり、東京―新

・函館市内ほか視察

６月27日
（月）

・現地到着、専用車にて函館市内へ
・函館市内視察

６月26日
（日）

札幌市内視察（白い恋人パーク）
現地出発（空路）、到着

６月28日
（火）

28

1

函館北斗間が最速４時間２分

主な行程
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札幌商工会議所女性会と懇談
意見交換会で握手する石井会頭（右）と高向（たかむき）会頭（左）

特集
北海道視察研修
千葉商工会議所
北海道新幹線でつながる北の大地
特集

特集

北海道新幹線でつながる北の大地

千葉商工会議所

北海道視察研修

視察研修を終えて……
北海道から考える千葉の
観光振興
千葉商工会議所
会頭

石井

俊昭

今年の３月２６日に北海道新幹線が開業して３カ月を迎えた。東京－函
館間が最速で約４時間、青森―函館間が約1時間でつながることから、観
光やビジネスの面から人やモノの交流が活性化されることが期待されてい
る。特に、飛行機以外で移動手段の選択肢が増えることで、東北・関東
地域からの観光客の増加や、北海道と東北経済圏がこれまでより近くなる
だろう。
昨年の４月に成田空港にＬＣＣ（格安航空会社）専用のターミナルが完成
し、成田―新千歳間の定期便が増えた。北海道の人たちに対して、ＬＣＣ
を利用してもっと千葉に来ていただきたいと考えている。先日、蓮沼で北
海道発祥のパークゴルフを千葉と北海道で対抗戦を行なった。その際に

もＬＣＣを利用して北海道から多くの方々に参加いただき、競技も大変
盛況であった。また、北海道への修学旅行生が減ってきていることから、
千葉からの修学旅行生が増えるよう働きかけている。
商業視察で訪れた函館朝市で感じたことは、決して朝市の規模は大き
くはないが多くの観光客で賑わっていたことだ。街の賑わいを創設する
には、必ずしも広い敷地が必要なわけではない。千葉市においても狭
いスペースで朝市のような取り組みができるのではないだろうか。千葉
は海産物や農産物など全国上位を占める産物が多い。今後はさらに県
内の特産品を一ヵ所に集積して県内外にＰＲする活動を推進していきた
い。
また、札幌商工会議所との意見交換会では、高向会頭、布施副会頭
をはじめ、青年部や女性会からもご参加いただいた。会議所同士の交
流する機会がなかなかないため、大変有意義な時間を持つことができ
たのではないだろうか。こうした交流を通じて相互に興味を持ち、地元
の地域経済の活性化につながるように働きかけていきたい。
最後に、今後の千葉県の観光振興を進めていくうえで、函館の朝市
は大変参考になると感じる視察会であった。

ていただき、意見交換も大盛り上がりでした。最終日は市内見物の後、
新千歳から成田空港にひとっ跳び。
千葉に比べると寒いはずの函館も札幌も、この間は平均気温を１０度
ほど上回り、ぐったり。同行されたみなさんも、私と同じだったのでは
……。でもその中で、
暑さにも強行軍にもめげず、
活発だったのは女性陣。
サンケイちば企画
“お嬢さま”
方のしなやかなパワーに脱帽でした。
高原 秀雄
札幌の皆さま、お世話になりました、ありがとうございました。千葉
千葉商工会議所の会員の皆さん、こんにちは。６月末に千葉商工会議 も頑張って、また北海道に参ります。皆さまも千葉へどうぞお運びくだ
さい。
所主催の２泊３日の北海道視察研修会に参加しました。
石井会頭をはじめ、今回の視察会にご参会の皆さま、ご苦労さまでし
“初物”の北海道新幹線で一路函館へ。五稜郭、函館山の夜景見物で
初日は終了。二日目はバスで大沼公園を経て札幌へ。夜は高向会頭はじ た。そしてありがとうございました。
め札幌商工会議所の役員と女性会、青年部との懇談会。すっかり歓待し

函館の夜景

視察研修を終えて

洞爺湖

なる自然公園が多く点在して

香港）にも挙げられ、季節を

館）
や世界三大夜景
（ナポリ・

問わず観光客で賑わっていま

す。函館独特の地形が作りだ

す湾のシルエットと光のコン
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縮まる北海道と

千葉の「距離」

昨年の 月、成田国際空港

にＬＣＣ（格安航空会社）専

―新千歳間の直行便が増えま

した。また、今年 月の北海

4

います。

「函館朝市」

函館朝市は、同市内にある

20

トラストとが美しい夜景です。 用ターミナルが完成し、成田

「洞爺湖」
3

市場の一つで、
昭和 年頃に函

館周辺の農家が野菜を立売し

ていたのが始まりとされてい

来年度の女性会全国大会が札

34

道新幹線の開業により、移動

火山の活動によってできたカ

幌で開催されることや、今年

２００８年に第 回主要国

地方卸売市場がおよそ１９０， ルデラ湖で、昭和新山、有珠

度の北海道地区を担当する日

ます。また、ＪＲ函館駅のほ

山、遠くに羊蹄山を臨みま

本商工会議所青年部副会長が、

手段の選択肢が増えることで、

す。昭和新山は文字どおり昭

今回参加した当所青年部の川

首脳会議（Ｇ８）の開催地と

３５０㎡なのでそれほど大き

和の時代になって土地が隆起

上氏であることなど、
今後、
北

ど近いところに位置し、カニ

な規模ではないことがわかり

してできた山で、１９４３年

海道と千葉の連携が増えてい

北海道と千葉の「距離」はよ

ます。しかしながら、一日の

から１９４５年まで活発な火

くこととなっております。

しても知られる洞爺湖は、支

来客数は平均３，０００人と

山活動を見せたそうです。そ

そのような中で、北海道を

や青果物や日用品などを扱う

も４，０００人とも言われて

のため、噴火の初めから終り

代表する札幌と千葉の両会頭

り縮まることになります。

おり、市民だけでなく観光客

まで記録が残る珍しい火山で

が交流を深められたことと、

笏洞爺国立公園にある湖で、

にも人気の朝市です。視察当

す。そのため、洞爺湖周辺の

両商工会議所の青年部及び女

約２８０店舗が軒を連ねてい

日も、多くの大勢の人で賑

洞爺湖有珠山ジオパークは、

性会同士の絆が強められたこ

9

商工会議所の関係でみると、

わっており、あちこちから外

２００９年に糸魚川ジオパー

とは大変意義が深いものであ

日本で 番目に大きい湖です。

国語が聞こえるなど国内だけ

ク（新潟県）
、島原半島ジオ

り、それが北海道と千葉の商

ます。函館朝市の規模は１万坪

でなく訪日外国人にも関心が

パーク（長崎県）とともに日

工会議所の「距離」を縮める

（約３３，
０００㎡）で、千葉市

高いことがうかがえます。

本で初めて
「世界ジオパーク」

ことにもつながる視察研修会

「函館の夜景」

として登録されました。

標高３３４ｍの山頂からな

夢シティちば 2016年₈月号

となりました。
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る函館山から観る夜景は、日

もある山頂からの眺めは、天候が良かったこともあって素晴らしく、ま
女性会でつながる
さに「100万ドルの夜景」でした。宿泊は湯の川温泉でのんびり疲れを
とりました。
札幌と千葉の商工会議所
2日目は、少し早めに出発して函館朝市を視察しました。今の時期、
毛ガニが旬だそうですが、
びっくり価格でした。あっという間に時間が経っ
㈲寿々彦商事
てしまいました。次は、大沼国定公園を訪れましたが、遊覧船が走って
中村 節子
おり、山間の新緑が最高で絵に描いたような風景に見惚れてしまいまし
平成28年3月26日に開業した北海道新幹線に乗り、東京駅から新函 た。夜は札幌商工会議所との交流会です。札幌商工会議所の高向会頭
館北斗駅まで約4時間で着きました。函館市内の観光スポットを視察する をはじめ、役員の方々、青年部・女性会の皆様に盛大な歓迎を受けました。
ため、最初にトラピスチヌ修道院を訪れました。ここはカトリック教会の中 高向会頭が千葉県生まれということもあり、不思議な縁を感じつつ、和
で、祈りと労働を主要な手段として神と人々に奉仕する隠世共住修道会 やかなひとときを過ごしました。また、来年の女性会の全国大会が札幌
です。次に、五稜郭タワーへ向かいました。高さ107mの展望台から見 で開催されることもあって、札幌商工会議所の女性会の方々も張り切っ
北の都札幌の賑やかな夜の街を散策しました。
晴らす函館山、津軽海峡、特別史跡五稜郭の大地に輝く星型の眺望など、ておりました。交流会の後、
3日目は、札幌市内白い恋人パーク工場を見学しました。約480㎡
素晴らしい眺めでした。夜は、
夜景ツアーがあり、
函館山ロープウェイ
（125
人乗りゴンドラ）にて、山頂駅まで3分で着きました。山頂はちょっと肌寒 の敷地にクラシックローズやモダンローズのバラが咲き誇り、種類も多
く、外国人などで大変な人手でした。両側を海に囲まれた独特の地形で く堪能しました。3日間天候に恵まれ満喫した視察研修でした。

本三大夜景（神戸・長崎・函

トとして利用するなど、限られた開発地区を有効に活用する工夫がなさ
れておりました。
２日目の夕食会では、札幌商工会議所青年部（札幌ＹＥＧ）の仲間とご
一緒する機会にめぐまれました。札幌ＹＥＧは今年４月に設立したばかり
のため、色々と質問攻めにあいましたが、楽しく交流させていただきま
日新自動車部品㈱
した。
長坂 圭将
最終日は新千歳空港より成田へ帰ってまいりましたが、成田空港の搭
視察研修には何度か参加させて頂いておりますが、これまでの海外視 乗口には驚くほど多くの人であふれ返っており、そのほとんどが外国人
察とは違い、国内は地元千葉市と比較しやすく非常に勉強になる研修とな 観光客でした。また、ＪＲのチケットセンターも外国人の行列で売り場の
外まで並んでおりました。改めてインバウンドについて、私たちひとり
りました。ホンネはさて置き、以下、所感を申し上げたいと思います。
まず、北海道新幹線の開通を道民のみなさまが大変心待ちにされてお 一人が真剣に取り組むべき重要な課題であると痛感致しました。
最後に、今回の視察研修に際し、私ども青年部をお誘い下さいまし
り、また、道外からの観光客に対する歓迎の気持ちが伝わりました。特に
インバウンドに対する取り組みは官民ともに意識が高く、働く方の語学能力、て誠にありがとうございました。また、青年部事業に合わせて日程を調
整して下さったと伺っております。重ねて感謝申し上げる次第でござい
看板やアナウンス等もしっかりと整備されている印象を強く受けました。
当面の北海道の玄関口となる新函館北斗駅周辺は、未だそのほとんど ます。参加者のみなさまや事務局の方々と広く交流させて頂き、楽しく
が空地ですが、近い将来すばらしい市街地に発展していく事とワクワクし 有意義な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。
ました。また、調整地をフットサルやスリーオンスリー用のバスケットコー

北海道視察研修を終えて

観光客で賑わう函館朝市
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千葉市動物公園 〈イベント・展示情報〉
開催中〜

8/28㊐

陶芸家・河井寛次郎と版画家・棟方志功は、民芸
運動の創始者として知られる柳宗悦の仲介により、
生涯を通じて師弟として影響を与え合いました。
本展では、柳が創設した日本民藝館が所蔵する貴
重な作品を中心とした約240点によって、二人の
芸術の共鳴を紹介します。
会

8〜9月のイベント開催予定について

紙芝居会

絵本の
おはなし会

●日時：8/21㈰
11：30~12：00、 11：30~12：00
●内容：動物の出てくる紙芝居をします。

●日時：毎週土曜日 11：30~12：00
8/20㈯、8/27㈯
9/3㈯、9/10㈯

●受付：レクチャールームに集合

飼育担当者のちょっといい話

「フクロテナガザル」
●日時：9/11㈰

13：10~13：30

●内容：飼育担当者によるとっておき
のお話が聞けます。
●受付：当日13：10

展示場前に集合

●内容：絵本の読み聞かせ
●受付：動物科学館図書室

期：開催中〜8月28日
（日）

開館時間：10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

園長ライブ

※入場は閉館の30分前まで

休 館 日：8月1日
（月）

河井寬次郎《三色打薬扁壺》1963(昭和38)年
河井寬次郎記念館蔵

観 覧 料：一般1,200円
（960円）
、大学生700円
（560円）

※小•中学生、高校生、障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料
※(  )内は前売、千葉市在住65歳以上の方、団体20名以上の方の料金

■ 市民美術講座
「昭和30年のアヴァンギャルド―
実験工房と実験茶会―」

同時開催：所蔵作品展「河井・棟方の周辺―所蔵作品の現代美術に見る」
関連イベント
【申込方法】
■記念講演会
往復はがきまたはホームページからお申し込
「歓喜の二人〜喜の巻・棟方志功〜」 みください。往復はがきの場合は、 郵便番号、

（事前申込制／8月10日（水）必着）
講師：石井頼子
（棟方志功研究家／棟方志功令孫）
8月20日（土）14：00〜（13：30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／定員150名

棟方志功《鬼門譜板畫譜》より
「眞黒童女」
1937(昭和12)年 日本民藝館蔵

住所、 電話番号、 氏名、 参加希望のイベン
ト名、 人数（2名までお申込み可）を明記の上、
〒260-8733 千葉市中央区中央3-10-8
千葉市美術館イベント係までお送りください。
※お申込は、1通につき1イベント。申込多数
の場合は抽選。

講師：藁科英也（当館学芸係長）
8月13日（土）14:00〜（13:30開場予定）
11階講堂にて／聴講無料／先着150名

【次回展予告】

「岡崎和郎

Who’s Who―見立ての手法」
「小川信治―あなた以外の世界のすべて」
会期：9月7日（水）〜10月30日（日）

〒260-8733 千葉市中央区中央3‑10‑8
☎043‑221‑2311
043‑221‑2316

●日時：8/21㈰、9/18㈰
11：00~11：20
●内容：園長が生でお話しする動物トーク
●受付：動物科学館前に集合

「飼料庫・動物病院」

バードウォッチング
●日時：8/28㈰
9：40~12：00
●内容：園内の野鳥を観察します。
●受付：動物科学館前

飼育係によるお楽しみDAY

●日時：9/3㈯

13：00~14：15

●内容：普段は見られない飼料庫と動物
病院を見学できます。
●受付：13：00~13：10
動物科学館受付にて整理券配布
定員20名（定員を超えた場合は、
抽選となります）

天候や動物の体調により、一部内容を変更
または中止することがあります。

〈千葉市動物公園〉

開 園 時 間 9：30〜16：30（入園は16：00まで）
休 園 日 水曜日
料
金 大人700円・中学生以下無料
交

※千葉市内在住の65歳以上無料

通 千葉都市モノレール
動物公園駅すぐ
お問い合わせ ☎043-252-1111
ホームページ http://www.city.chiba.jp/zoo

URL http://www.ccma-net.jp

加曽利貝塚のキャラクター

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 〜 10階
URL http://www.kagakukanQ.com
☎043–308–0511

夏の特別展

「科学捜査展season２」

クイズ ラリー

「かそりーぬ」をご活用ください！
史跡加曽利貝塚は、縄文時代の生活や文化などを解明する
上で極めて貴重な存在で、全国的に有名です。
現在、国宝にあたる特別史跡の指定を目指してPR活動を
行っています。
加曽利貝塚のＰＲ大使「かそりーぬ」のデザインは知名度急
上昇中。特に小さいお子様からは大人気です。

対決！
の
と
ル
解き、
ー
を
ペ
号
怪盗
れた暗
さ
出
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ら
取
か
を
ル
宝
ー
まれた
怪盗ペ
盗
ら
か
科学館
●日時		
●場所		
●料金		
		
		

７／15（金）～９／４
（日）
千葉市科学館 ７階企画展示室
大 人
７００円
高校生
４５０円
小・中学生
２５０円

※常設展示も含む
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前回好評だった科学捜査
展の第二弾。科学の力で
犯人を探し、名探偵をめ
ざそう！
タブレットを使った捜査
体験コーナーもあります。

●期間 ～９月４日（日）
●時間 ９：００～１９：００
●場所 ７階広場から館内各フロアをまわろう
●料金 常設展示入館料のみ

グッズ等さまざまなものにご使用が可能ですので、ご興味あ
る方は、担当者までお問い合わせください。

千葉市立加曽利貝塚博物館
〒264-0028

千葉市若葉区桜木8丁目33番1号

Tel：043-231-0129／ Fax：043-231-4986

加曽利貝塚PR大使
かそりーぬ

夢シティちば 2016年₈月号
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