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今月の表紙

編集者のひと言

今年度最後の表紙は2019年に発表されたチーバくんの新デザイン
です。2020年のオリパラだけなく、今年だけでも様々な国際競技大
会が開催予定となっており、
「オール千葉」でスポーツを盛り上げる取
り組みです。千葉県経済団体協議会でも、スポーツを応援する機運を
醸成する試みとして、スポーツ応援チーバくんと県内開催8競技を組合
わせたステッカーとミニのぼりを作成しました。今月号にステッカーが
1枚同封されているので、ぜひ、事業所内に貼って一緒にスポーツを応
援しましょう。

2月に入って市内で3回雪が降りました。週末＆連休だっ
たということもあり、通勤・通学にはあまり影響がなかった
ようですが、雪が降った日は、起きたら12時でした。冬眠
です。私は、とにかく寒いのが嫌いではありますが、寒い
日のお鍋、こたつ。
。
。身体が温まると幸せな気分になりま
すね。お布団にもぐっているときが一番幸せですが。

（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

所長弁理士

小林 正治

弁理士

小林 正英

TEL 03-3866-3327
東京都千代田区岩本町3−4−5（秋葉原駅５分）
http://www.kipo.jp/

経営

昭和初期までは海苔の生産量は東京が全国１位でしたが、埋め立てによって
昭和 年代に幕を閉じ、千葉県が継承しました。全国シェアは他県であるもの
の、千葉県の海苔養殖は、東京湾に面する市川市・船橋市沿岸の北部地区と木
更津地区、富津地区の 地区で続けられています。そうした千葉県産の海苔の
おいしさを伝える有限会社鮎澤の鮎澤功一代表取締役にお話を伺いました。
30

鮎澤
代表取締役

鮎澤

えない。そこで、自分でも店

な海苔問屋は相手にしてもら

そのような大型店舗では小さ

有限会社鮎澤
代表取締役

の仕掛けづくりをどうするか
を考えています。
まずは当店で商品を開発す
ること。
「ほろにがい千葉ん」
苔で、黒海苔に天然の青のり
が混ざり独特の香りがあって

父の店に戻って、代表取締

ですが、当店を代表する商品

も採れる産地や種類が少ない

おいしいんですよ。千葉県で
役になったのが２０１０（平

です。

店を代表する商品を
自社で開発する

ろ勉強させていただきました。 は千葉県木更津産の青混ぜ海

パーマーケットが増えてきて、 の老舗海苔店で約３年いろい

時代のニーズに合わせて商品を開発する
父親から継いだ店は
もとは海苔問屋だった
当店は１９６３（昭和 ）

を開くことにしたんです。

三男ながら

成 ）
年です。
海苔業界も随分

この地の人々は他の地域と異

いため、「諏訪衆」と呼ばれた

業を行うにしても平地が少な

以外も扱うことになり、今の

て、ここは倉庫でした。海苔

もとはこの近くに店舗があっ

店舗はずっと稲毛で、もと

が、今はそうした贈答がぐっ

歳暮で必要とされていました

いた頃は、海苔はお中元やお

変わりました。私が修行して

ている中で焼きのりも食卓に

消費者がお米を食べなくなっ

ット商品となりました。年々、

それから「えび塩海苔」はヒ

父の店を継ぐ決心をする

なり、外の土地へ出稼ぎに行

と減ってきました。それでも、 並ばなくなってきています。
食べられる味付け海苔の新味

そこで、
ごはんが無くてもすぐ
男だと思われがちなのですが、 でも多い方で２０１１（平成

を開発しました。お酒のおつ

千葉市の海苔の消費量は全国
）年～２０１３（平成 ）

私は功一という名前から長

千葉県内の海苔店には諏訪の

実は三男で（笑）
、専門学校を

そこで父も千葉に移ってき

れて漁場が千葉に移転したそ

が獲れた浅草や大森が開発さ

ていたのですが、東京も海苔

いという兄たちの気持ちも分

労を間近に見て、やりたくな

たが、小さい頃から、親の苦

した。思いがけないことでし

お前がやるか？」と問われま

い。そこをどう差別化してい

じことをやっても生き残れな

になりました。それに人と同

か生き残っていけない世の中

流になり、小さい店はなかな

今は路面店も大手企業が主

「上の二人は継ぐ気はないので、 でに入っています。

トにつながったりもしますね。

思いついたものが思わぬヒッ

まみになったり、お子さんの

たのですが、最初は海苔問屋

かる気がしましたし、私自身

くか。スーパーに行けば海苔

年は全国一、その後も５位ま

として卸の専門業者でした。

は人と接することが嫌いでは

以外のものも一緒に購入でき

卒業する 歳の時に、父から

かつては乾物店が多く、そう

なかったので、継ぐ決心をし

るが、海苔だけをわざわざ買

おやつにもなります。ぱっと

した店に海苔を卸していまし

ました。それから、愛知県内

うです。

た。けれども時代と共にスー

父は最初は東京の店に勤め

出身者が多かったそうです。

す。そのような縁続きからか

場所に店舗を移しました。

は寒く山に囲まれた地で農作

諏訪の出身なのですが、諏訪

目となります。父は長野県の

年に父親が開業し、私で二代

38

功一

有限会社
あゆざわ・こういち／1969（昭和44）年生まれ。専門学校を卒業後、
愛知県の老舗海苔店で約３年務め、鮎澤に勤務。2010（平成22）年、
父の後を継いで２代目代表取締役に就任し、現在に至る。

いにここまで来てくれる。そ

鮎澤 功一
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海苔本来のおいしさを伝えたい
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くことが許されていたそうで
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「お客さんの反応を店舗で直接聞いて、品ぞろえに反映させます。お客さまは女性が多いので、
どんなものが好まれるか、女性にリサーチすることが多いですね」と語る鮎澤代表取締役。
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会員情報プラザ

楽しくなる商品いっぱい

栄町のたこやき屋さん 蛸 TAKO
タコだけじゃない。粉は大阪、ネギは京都の九条ネギ。
栄町で店を構えて早９年。
これからもお客様に「おいしい」と言ってもらえるたこやきを焼いていきます。

深い魅力を説明して知ってい

では千葉県産の海苔は３％ぐ

も味も違うんです。
全体の市場

らいなので、
スーパーの棚には

ただくようにしています。

当店だけで何かやろうとし

小さな店だからこそ、
お客さんの要望に細やかにお応えできる

お客さんのリクエストに
応えて商品を仕入れる

あまり並びませんが、
ぜひ千葉

してできないこともあるので、 県産の海苔のおいしさを味わ

てもコストがかかり過ぎたり

できることに注目して営業努

千葉の土産品の組合を立ち上

当店では、小さな店だから

力を続けています。
お客様から

海苔が不作ではっきりとし
げて、組合員と情報交換して、 年、

ってほしいと思います。
ここ数

リクエストされた商品を扱う

た理由が分からないため、
生産

量が増えずに収入が少ないこ

取り組んでいます。

お店に入ってきてくださっ

とに耐えられず廃業する生産

ようにもしています。

たお客さまが「こんな店に出

そのほかは「千葉の名産品」

コーナーを設けて、
リピートし

者も多いのが現状です。
千葉県

夢シティちば 2019年₃月号

会えてよかった」
と思ってくだ

3月20日㈬10時～4月3日㈬22時まで
⇒ 4月10日㈬に当選発表

てもらえるような千葉県産の

申込受付期間

産の海苔を守るために販売者

チケット内容
定
員

・内野自由席
・定員 ４月24日㈬ 250名
（抽選）
４月25日㈭ 250名
（抽選）

さる店にしたいですね。

ZOZOマリンスタジアム

所

おいしいものをセレクトして

場

16）年アテネ五輪サッカー日本代
表監督の山本昌邦さんの「志は高
く、身は低く」という言葉に感動
して、自宅の玄関に飾っています。

も生産者と一緒に協力して、
海

下記２日程から１日を選択
・４月24日㈬ 18：15 埼玉西武戦
・４月25日㈭ 18：15 埼玉西武戦

Ｑ 好きな言葉
Ａ サッカー解説者で、2004（平成

紹介して販売しています。

対象試合

のが好きなんです。一人の時はそ
んなことをして過ごします。

苔のおいしさを普及していく

千葉商工会議所会員

ご招

Ｑ 趣味は？
Ａ 私個人はマラソンや自転車に乗る

もちろん海苔の販売がメイ

5

応募対象

500待

って時間ができたところなんです。妻
と二人の時間が増えたので、買い物
や食事など一緒にどこかへ出かける
機会が増えましたね。職住近接なの
で、やはり外へ出かけたいです。

ことが重要だと考えています。

いつもチームへ熱いご声援を頂き、ありがとうございます。千葉ロッテマリーンズは日頃の
ご声援に感謝をこめて、ZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ公式戦
に千葉商工会議所の会員様を、特別にご招待させていただきます。
２０１９年シーズン開幕直
後の熱い公式戦となりますので、皆様ぜひご参加ください。今月号にトクトク回数券の申込書
が同封されているので、こちらもご利用ください。

所
工会議
千葉商 両日で
／
会員様
名様

Ｑ 休みの日は？
Ａ 子供が小さくて、ようやく小学校に入

千葉県産の希少なおいしい
海苔をぜひ味わってほしい

千葉ロッテマリーンズ公式戦特別観戦

Q &A

ンですが、
興味がない方には地

応援感謝

■営業時間 １０：００～２０：００
■定 休 日 木曜日、 年末年始も元気に営業！！
■連 絡 先 〒２６０－００１６ 千葉市中央区栄町３７－６
TEL０４３－２２２－０８１８

鮎澤社長

もっと皆さんに海苔をいろい

ンズ
テマリー
千葉ロッ
企画

蛸TAKO

千葉県内では木更津、
富津、
行

FAX：043-227-2133
MAIL：tsuji @ tsujichu.,com
定休日：日曜日

蛸姫

味な商品に見えてしまうかも

〒260-0016 千葉市中央区栄町38−2
電話：043-224-2033

株式会社

ろな形で食べてほしいですね。

辻忠商店

徳、
船橋。場所によって生産量

株式会社

知れませんが、
産地や獲れる時

期で味が全く違うので、
その奥

☆一番人気はソースのたこやきに九条ネギをかけた「ねぎ盛り」です。４３０円！

祭・イベント等で使用され
るグッズを多種取り扱ってい
ます。
何か探し物があったら当店
に足を運び、遠慮なくお声を
かけてください。お手伝いで
きるよう努めていますので、
ぜひお気軽にご相談ください。

© CHIBA LOTTE MARINES

申込方法
特設サイトから
お申込ください。
http://www.cnplayguide.com/marines/chibacci/
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世界へ伸びる

海外で事業展開する企業

躍進 （じょ やくしん）
千葉市稲毛区小深町180－1
TEL 043‐304‐8881

中国では魯迅美術大学の教官として教
が、私が最初にトラブル解決したケー

の後 年代の初めまでは、千葉大の非

んな折、天安門事件が起きました。そ

帰国しようと考えておりましたが、そ

日本で勉強を重ねマスターを取得して

えも日本側の管理者にガンガン怒られ

国側は政治的な反日感情と、幹部でさ

的な態度をとることがありました。中

国人の仕事のやり方に反発し、支配者

千葉大に着任しました。その後２年間、 トラブルでした。日本企業は現場の中

スは中国進出した企業と現地法人との

現在もコンサル業務は行っています

した。

成５）年に旭興進株式会社を設立しま

そうした経験があり、１９９３（平

サルタントを始めました。

旭 興 進 株 式 会 社
徐
代表取締役 C.E.O

日本企業と中国企業の
ビジネスをつなぐ役割を果たしたい
日本企業の中国進出や、 双方の製品の販売拡
大など、 自社オリジナル製品（中国製造）、 訪日
中国人への電子決済などの事業を展開する旭興進
株式会社。 代表取締役 Ｃ・Ｅ・Ｏの徐 躍進さ
んにお話を伺いました。

中国の美術大学の教官として
約 年前に来日
私は中国の瀋陽出身で、初めて来日
したのは１９８７（昭和 ）年です。

●会社データ●

鞭をとっておりましたが、教官交換で

62

も描き、千葉そごうで個展も開いてい

常勤講師として勤務しつつ、同時に絵

社員との給与差に働く気を失っていま

ることに慣れず、現場社員は日本企業

下に抑えた結果、初年度はレンガだけ

に、日本企業と中国企業をつなぐコン

決のために間に入ったことをきっかけ

現地社員とトラブルになって、その解

その後、中国に進出した日本企業が

中国はキャッシュレス化が進んでい

だ実験段階だけれど評判がいいです。

す。

いたら随分環境が良くなってきたので

本質的な意義と相手への配慮を説いて

して自分達がこの仕事に関わっている

した。そうした事情に対して双方に対

今でも、日本企業と中国企業には

で１億円収益がありました。でも翌年

ました。

文化の違いや商習慣の違いがありま

ますし、日本でも人手不足は深刻です

それを繋いでいく中でビジネスチャン

想が強く、日本は技術的な発想が強い。

からね。アメリカと中国は仕組みの発

は他の企業に真似されてしまいました
（笑）
。

す。中国に進出を考えている日本企業
に、会社設立や取引先拡大をサポート
し、トラブルの調整やハードの拡大を
お手伝いしています。日本が求めてい

２００５（平成 ）年以降になって

ドする手間はユーザーを逃してしまい

スが生まれると考えています。

ことは大事。両者の間の齟齬を少しで

くると、多くの企業が中国への進出を

がちなので、アプリを使用せず「欲し

日本企業が中国をターゲットに
製品販売を拡大

も埋めるのが私たちの役割ですね。お

希望し、当社グループも含めて 社以

る品質の高さや考え方を中国に伝える

陰様で今では頼りにされていると自負

上にお手伝いができるようになってい

ています。

い時にすぐ買える」仕組みづくりをし

またアプリケーションのダウンロー

しています。

ました。
その後は中国から製品を買うだけで

ついたのは「貿易」でした。中国製品

コンサル以外の事業をと考え、思い

で発注から３～７日で届くようなス

売が多いのですが、当社独自の仕組み

する企業が増えてきました。ネット販

脈が大事と言われますが、人脈だけで

ての中国進出は有り得ません。また人

今の時代は人件費の安さだけを求め

海外進出を検討している企業様に
アドバイス

の輸入というだけでは大手企業に敵わ

キームを形成し、１キロ以下なら送料

はこれからはうまくいかないと思いま

はなく、中国を市場に商品販売を希望

ない。そこで商品に付加価値をつける

５００円となるサービスが人気を呼ん

を中国企業につくってもらうことから

大手に依頼するのですが、手数料やス

皆さん、最初はこうした代行業務を

要不可欠で、掛売は絶対にせずに強気

です。ただ開拓するリスクヘッジは必

れに対し、やはり中国の市場は魅力的

す。日本市場は縮小していますが、そ
始めました。私がデザインした商品を

ピードを知ると、中小企業の当社に依

でいます。

中国で製造して日本で販売したら売れ

頼されます。

も丸くつくり、販売価格も３分の２以

ので、コンパクトな大きさにして、角

はガーデニングの担い手は主に女性な

アンティーク風レンガを製造。日本で

スのレンガの建物が好きだったので、

もたくさん受けました。また、イギリ

キはかなりヒットして雑誌などの取材

ても注文が受け付けられる。これはま

しました。日本人の店員が応対しなく

までできるようにするシステムを構築

をスマホで表示させ、注文から支払い

Ｒコードをつけて、中国語のメニュー

の対応として、飲食店のメニューにＱ

また、急増しているインバウンドへ

と思います。

野に入れて、企業活動をしていきたい

今後は、私達も株式の上場などを視

が出るでしょう。

用することを考えた方がより良い成果

でいるので、ネット環境を整備して活

また、中国はインターネットが進ん

で市場開拓した方が良いと思います。
るようになりました。木製ウッドデッ

最初は造園やエクステリア系の商品

ことを考えたのです。

商品に付加価値をつけて
中小企業ならではの事業を展開する
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当所では、地域経済社会の代弁者としての役割を果たすため、例年、千
葉市に対して要望活動を行っておりますが、本年度は、去る 月 日、千
31

要望書の内容は次の通りです。

率引上げ分を円滑且つ適正に価格に転

対応した中小企業施策について

⑴消費税率引上げと軽減税率導入に
に関する広報を実施しております。

策や商工会議所が実施する同対策事業

講じる価格転嫁・軽減税率制度導入対

嫁できるよう支援するとともに、国が

平成 年 月から実施される消費税

１ 中小
 企業・小規模事業者への
支援について

ワンストップで対応することで消費税

会頭から熊谷市長に要望書を提出しました。

葉市役所にて佐久間会頭と粟生副会頭、堀江副会頭、望月副会頭、岩山副

1

とになり、価格転嫁の実現と軽減税率

テムの改修といった対応に迫られるこ

税率導入により、事業者は機器やシス

みが懸念されております。また、軽減

率引上げに伴い、地域の消費の冷え込

層充実していただくよう要望します。

滑に進めるための支援についてより一

価格転嫁の実現と軽減税率の導入を円

の消費を喚起する施策と、中小企業の

域経済が冷え込むことのないよう地域

つきましては、
千葉市においても、
地

ります。とりわけ中小企業では、価格
の改定について消費者や取引先から理

組んでいるところです。こうした取組

設置し、地域の中小企業からの相談に

減税率制度の導入に備えて相談窓口を

所においては、消費税率引上げ及び軽

こうした現状を踏まえ、当商工会議

たところです。市内を代表する２都市

数の低迷により、平日の運行を休止し

様な人材の活用や、ＩＴを活用した生

め、女性、高齢者及び外国人などの多

おります。こうした事態を解決するた

中小企業の現場は深刻な事態になって

対応について

を積極的に推進していくためには、両

間の円滑な移動手段の確保は経済の発

解を得られにくく、価格転嫁が困難な

大会を最大限に活用していく必要があ

展に大きく寄与するものと考えており、

当商工会議所の調査によれば、千葉

その取組の推進と併せて地域経済の活

ります。つきましては、開催までの限

幕張新都心における大規模イベント等

状況です。軽減税率の導入についても、

性化の効果を高めるため次のとおり要

られた期間の中での更なる事業促進策

のアフターコンベンションの需要に対

市内において調査開始以来の深刻な人

望します。

として、千葉市の関係施設における整

応するため、中心市街地内店舗で幕張

事業者の多くが未だ準備に取り掛かっ

両大会の成功に向けては、地域住民

備（共通化）について、引き続き検討

新都心のイベント情報を共有し、イベ

手不足の状況が続いており、とりわけ

ングの機会を設けるのとともに、ＩＴ
の大会や競技への理解はもとより、両

くださるよう要望します。

つきましては、
千葉市においても、
地

める取組を行ってまいります。その一

連携し、地域住民の大会への関心を高

２０２０年の東京オリンピック・パ

窓口など情報交換や多様な人材マッチ

種の合同就職説明会や高齢者活用相談

おいては、
その支援策の一環として、
各

そうしたことから、当商工会議所に

を専門分野とする会員企業の協力を得
大会開催が地域に歓迎されるものでな

域の中小企業の人材確保のため、当商

環として、
両大会の競技や出場選手、
関

ラリンピック競技大会の開催会場であ

⑴効果的な機運の醸成について

ながら中小企業のＩＴ利活用の支援を
ければなりません。当商工会議所では、

工会議所が行う取組における広報活動

連イベントの情報を発信するなど、機

る幕張メッセは、展示場や会議場、コ

します。

行への助成を含めた支援の検討を要望

中心市街地と幕張新都心を結ぶバス運

体で受入体制を整えておりますので、

メニューを提供する等、中心市街地全

ントのために来街した方へ対する特別

行うなど中小企業の生産性向上の取組

や経費の補助についてより一層充実さ

運の醸成を図る取組を検討しておりま
そうした取組に対して支援をされるよ

方々に市内を回遊いただくことで経済

者をはじめ、千葉市を訪れる多くの

見込めます。この幕張新都心への来街

今後も外国人を含めた来街者の増加が

じめ、千葉市には積極的に公共交通整

新駅の設置が予定されていることをは

手段があり、新習志野と海浜幕張間に

ル、バス交通といった多くの公共交通

千葉市内にはＪＲ、私鉄、モノレー

す。つきましては、千葉市においても、 ンサート会場等として活用されており、 ⑵交通情報提供の手法について
う要望します。

波及効果を生み出すことを目的に下記

備に取り組んでいただいておりますが、

⑵訪日
 外国人観光客の増加に対応する
公衆無線ＬＡＮ環境の共通化の更

のとおり要望します。
なる推進について

その一方で、主要な駅等の交通結節点

大会への関心を高める取組などを行っ

では、関係団体と連携し、地域住民の

となります。そのため、当商工会議所

に地域経済を活性化させることが重要

させること、第二に大会の開催を契機

開催にあたっては、第一に大会を成功

Ｎ（千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ）の整
備（共通化）を積極的に図ることによ

携し、共通規格による公衆無線ＬＡ

信電話株式会社 千葉事業部などと連

会議所では、千葉県警察、東日本電

０００万人が見込まれる中で、当商工

幕張新都心を結ぶ乗合バスの運行を昨

方、民間事業者も千葉市中心市街地と

街者の誘引に取り組まれています。一

力を高めるための整備を進められ、来

ドデザインを核とした中心市街地の魅

千葉市は千葉駅周辺の活性化グラン

バスの運行について

国の目標値として２０２０年には４， ⑴中心市街地・幕張新都心間を結ぶ

き先案内等、わかりやすい情報発信の

ＣＴ技術を活用した公共交通機関の行

すいように、民間事業者と連携し、Ｉ

する千葉の魅力ある施設等を回遊しや

他地域からの来街者が市内各地に点在

市民だけでなく訪日外国人をはじめ

訪日外国人観光客が増加し、今後、

てまいります。千葉市においても、大

り、千葉市内に来訪し滞在する外国人

検討を要望します。

でのルート案内や乗継方法、所要時間

会の成功に向けて既に積極的な取組を

年から開始しましたが、先般、利用者

等の情報発信不足が見受けられます。

展開されているところではありますが、 観光客の消費活動の一層の促進に取り

リンピック競技大会（以下、
両大会）の

２０２０年東京オリンピック・パラ

２ ２０
 ２０年東京オリンピック・
パラ
 リンピック競技大会に向け
た機運の醸成と地域経済の活
性化について

れるよう要望します。

３ 市内公共交通によるアクセス
強化と情報発信について

その機運を醸成するため、関係団体と

ていない危機的状況にあります。

⑵深刻化・慢性化する人手不足への

の導入という新たな課題に直面してお

10

を進めております。

産性向上を図る必要があります。

31
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千葉市へ要望書を提出

トピックス

４ 市内居住と職住近接の
促進について

点が考えられます。
推進しています。

市民や経済界を巻き込む取組みをより
葉神社の祭礼や親子三代夏祭りをはじ

となる設えの推進を願うとともに、千

ント等の開催にも取り組まれている中、 心居住に対応した地域住民の憩いの場

通町公園の再整備において、中央公

口の減少は、都市全体の活力の低下要
一層推進していただくことで、自分た
めとしたイベント等に対応した設備を

前述の千葉市の新たなまちづくりに

因と成り得ます。現在の千葉市におい
ちのまちに対し誇りを持ち、自ら盛り
備え、賑わい創出の効果が広域に波及

園との連続性をもたせた街区の形成、

ては居住人口が増加しておりますが、
上げていく機運の醸成をお願いすると
し、新たな来街者を迎える都市公園と

ついて、市政だより等による広報やア

２０２０年以降は減少するという予測
ともに、域内外に対して千葉市内居
なるよう、整備の推進をお願いします。

親和性をもたせたデザインにより、都

もあることから、新たなまちの魅力発
住・千葉市内就労をより一層働きかけ

イデンティティ周知を目的としたイベ

信・ブランド力向上で市内居住を促進
ていただくように要望します。

中心市街地をはじめ、市内の居住人

することが重要となるため、下記のと
⑵遊休不動産を活用したエリア
リノベーションの促進について

たいと検討しております。

産の有効活用による街の活性化を図り

リア価値の向上を図るため、遊休不動

ら来街者を誘引するエリアの整備が急

昨年度も要望したとおり、千葉駅か

きております。２０１６年３月に千葉

葉駅東口・西口再開発事業、旧パルコ
市の魅力増進を図っており、また、千
葉市美術館の拡張や千葉公園の整備等、 千葉店跡地の再開発計画等、近年、千
葉都心ではリニューアルの動きが出て

都市アイデンティティの確立による都

市が策定した「千葉駅周辺の活性化グ
遊休不動産を所有するオーナーと新

５ 千葉都心の再整備について

おり要望します。
現在、千葉市では
「加曽利貝塚」
、
「オ

このような、まちの新たな魅力を広
ランドデザイン」にもあるように、今
規創業等を行いたい店子の双方の人材

くりに取り組まれています。

ＪＲ千葉駅舎・駅ビルの建替え、千

く周知し、まちのブランド力を向上さ
を契機と捉え、行政と経済界が連携し
育成に取組み、エリアリノベーション

興、雇用創出、コミュニティ再生、エ

たします。

貴社の相談窓口としても、どうぞお気軽にご相談ください。

TEL/FAX ： 043-372-0794
E-Mail：info@chiba-milestone.jp
（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

漠然とした不安に

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

代表：橋爪和博

マイルストーン
ベンダー見積・追加費用の精査も重視

オガハス」
、
「千葉氏」
、
「海辺」
の４つの

せることは居住者の満足度を高め、市
てまち全体の魅力を高めることが必要

務であると考えており、まちの産業振

内居住の促進に繋がり、安定的な消費
であるため、下記のとおり要望します。 を促進するための支援の検討を要望い

文化・スポーツ面からも新たなまちづ

需要の維持・拡大が期待できます。
また、市内民間企業は市内居住者を
⑴中央公園・通町公園の
再整備について

消費者としてだけでなく就労者として
捉えることで、安定的な地域雇用を推
当所では、千葉市中心市街地まちづ

http://www.kenko-chiba.or.jp

進することが可能となります。就労者

公益財団法人

くり協議会等で通町公園の利活用を通
にとっても職住近接により通勤時間等
が削減される分、自由時間が確保でき、 じ、都市アイデンティティである千葉

☎043‑246‑0265

☎043‑225‑6232

千葉市美浜区新港32-14

千葉市中央区本町1−1−13

特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査

報徳千葉診療所

ちば県民保健予防財団
医療法人社団 報徳会

あなたの健康をサポートする…

内科・消化器科・甲状腺・糖尿病外来
人間ドック・各種健診・マンモグラフィ検診
がん検診・出張健診

氏や千葉神社を活用したまちづくりを

投資太陽光発電販売、
再生可能エネルギーの推進を行って
います。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課まで
お待ちしております。 Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107
https://www.chiba-cci.or.jp/ 検索
再生エネルギーの推進、太陽光の設置・販売、不動産業

新入会員を募集しております。
みなさまのお知り合いをぜひご紹介ください。
【代 表】 平山 泰朗 ☎043-400-0188
【所在地】 緑区おゆみ野南
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㈱おひさま総合研究所
緑区

セールスコピーライティング、Ｗｅｂサイト制作、
Ｗｅｂコンサル

システム構築および開発
通所介護サービス

手作業やＥｘｃｅ
ｌでやっている手作業を全てシステム化します。
地域でいちばん楽しいデイサービスです。

仕事と生活の調和が図られるという利

新入会員 のご紹介

光理
渡辺
花見川区

Ｂｅａｒｓ Ｓｙｓｔｅｍ
若葉区

㈱ふくふく デイサービスちゃお
稲毛区

冷凍機械の据え付け、メンテナンス

二輪車の修理、部品販売

自動車販売、整備

【代 表】 中田 真由美 ☎080-3556-5644 【代 表】 渡辺 光理 ☎080-5886-9305
【所在地】 若葉区小倉町
【所在地】 花見川区南花園
【代 表】 荒巻 明美 ☎043-441-8782
【所在地】 稲毛区園生町

【代 表】 中島 清 ☎0436-75-3271
【所在地】 市原市辰巳台東
【代 表】 大野 康広 ☎043-227-9568
【所在地】 中央区道場北

丸清商事㈲
市外

OHNO SPEED
中央区

㈱ホンダベルノ市川 Honda Cars市川桜木店
中央区

☎043-233-2211
【代 表】 加藤 尚人
【所在地】 中央区都町

（順不同・敬称略）

トピックス
…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

リスク管理と予兆監視 で ダメージ回避・低減施策 を提言致します。

平成31年（2019年）10月1日以後適用する

消費税率等に関する経過措置

運用開始日

区分
消
地
合
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費
方

税
消

費

率
税

率
計

現

行

標
6.3％

1.7％
（消費税額の17/63）
8.0％

平成30年10月
国
税
庁

平成31年（2019年）10月１日
準 税 率
軽 減 税
7.8％

2.2％
（消費税額の22/78）
10.0％

率
6.24％

1.76％
（消費税額の22/78）
8.0％

夢シティちば 2019年₃月号
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月

日㊎

サイバーリスク対策セミナー
サイバー空間の脅威とその対策を紹介

当所は、千葉県警察本部、東日本電信
電話株式会社千葉支店、東京海上日動火
災保険株式会社の協力を得て、サイバー
リスク対策セミナーを開催した。
本セミナーは、産官学で連携して、県
内中小企業のサイバーセキュリティ対策
を講じていくことを目指した「サイバー
セキュリティパートナーシップ協定」に
基づく活動の一環として開催したもので、
当日は、サイバー空間に潜む身近な脅威
と、経営に役立つ情報セキュリティ対策
を解説した。
具体的には、標的型メールやランサム
ウェア（身代金要求型不正プログラム）
による攻撃の事例、必要な対策、攻撃を
受けた際の対応、サイバーセキュリティ
に関する従業員教育の重要性などについ
て説明があった。

月 日㊊
第２回おもてなしガイド講習会
外国人に対する接客を体験

月 日㊋
平成 年度第２回経営発達支援計画
推進会議を開催

当所は、第２回おもてなしガイド講習
当所は平成 年度に経済産業大臣より
会を開催した。
認定を受けた経営発達支援計画の円滑な
当所では、これまで
「ホテルと商店街・ 実施を図るため、左記の機関による同計
店舗との意見交換会」を開催し、ホテル
画推進会議を設置しており、この度、同
に宿泊する外国人観光客の地域での消費
計画に基づく平成 年度の伴走型小規模
を促進する取組を検討してきたが、店舗
事業者支援推進事業について本年度第２
での外国人観光客の対応力向上を目的に、 回目の会議を開催した。
外国人に対する接客を体験する講習会を
会議では、当所から本年度事業の実施
開催した。
状況や来年度事業の方針について説明し
当日は、外国人留学生を観光客に見立
たのち、各機関との連携等について闊達
てて、外国語メニュー等を使った接客を
な意見交換がなされた。
体験し、外国人の趣味・趣向や食材・料 【推進会議構成機関】 千葉県、千葉県産
理に対する関心などを知る機会とした。
業支援技術研究所、千葉市、千葉県産
外国人留学生からは、「冷たい料理や飲
業振興センター、千葉市産業振興財団、
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、
み物は体に良くないイメージがある」「値
千葉信用金庫、千葉県信用保証協会、
段は丁度良いが量が少なく感じる」「写真
千葉大学
があると注文しやすい」などの意見があ
げられた。

建設部会

月 日㊋
正副部会長会議
「 年度事業計画（案）」を協議

月

日㊌

ものづくり技術者合同企業説明会
当所は、千葉職業能力開発短期大学校
（ポリテクカレッジ千葉）
及び千葉県立船
橋高等技術専門校（ちばテク）の協力を
得て、合同企業説明会を開催した。
中小企業・小規模事業者の中でも、と
りわけものづくり業種における人手不足
は喫緊の課題となっており、このような
業種での就職を目指す若い人材に、地元
企業への関心を深めてもらうため、本説
明会を開催した。
当日は、ポリテクカレッジ千葉の概要
説明及び校内見学をした後、参加企業
社が両校に通う学生約 名に対し、自社
の概要や魅力をＰＲした。
説明会終了後、参加企業からは「多く
の学生に会えた」「自社の情報を提供でき
てよかった」といったお声を頂いた。
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日立特約店

28

月 日㊌
まち歩きガイド
外国人観光客を周辺の店舗に案内

▲企業説明会の様子

13

道場店・稲毛店・銀座店

〒260‑8524 千葉市中央区問屋町16‑3
TEL043-241-6401 FAX043-247-0291
銚子・柏・茂原・成田・水戸
TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

船橋を開催

28

90

千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

福井電機株式会社
http://www.osenbei.co.jp/

電気とシステムの総合コンサルタント

1

当所では、これまで外国語メニューの
建設部会（大久保部会長）は、正副部
作成や外国人に対する接客を体験する講
会長・所属議員会議を開催した。
習会などを開催し、ホテルに宿泊する外
会議ではまず「平成 年度 事業進捗報
国人観光客の地域での消費促進を目指し
告」について事務局から報告。今年度の
てきたが、同講習会で学んだことの実践
の場として、まち歩きガイドを実施した。 視察研修について協議を行い、大成建設
㈱千葉支店の全面的な協力のもと、都内
まち歩きガイドは、ホテルの宿泊する
の建設現場への視察が決定。２月 日の
外国人観光客を、ホテル周辺の小売店、
開催で、準備を進めていくこととなった。
飲食店に連れていくもので、受け入れる
」に
次に「平成 年度 事業計画（案）
店舗は、講習会で作成した外国語メニュ
ついて協議。具体的な部会事業としては、
ーの活用や接客体験で学んだことを実践
した。参加した外国人からは、
「写真付 「３部会合同親睦ゴルフ大会（卸売・工業
部会と合同）
」
「視察研修会」
「研修セミ
きのメニューがありがたい」
「アリペイ
ナー」を実施し、それらに合わせて各種
などのカード対応は大きく表示してほし
会議を開催する内容で承認され、来年度
い」「日本人が普段食べている味を体験し
初めの常任委員会を含めた会議で改めて
たい」などの声があったほか、料理や決
済手段等についてのアドバイスがあった。 諮ることとなった。
30

30
千葉名産
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30 29

29

1

手みやげに一番
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31

月 日㊋
第 回
合同ビジネス交流会
船橋・習志野・八千代・浦安・千葉の
県内５商工会議所は船橋商工会議所にて
合同でのビジネス交流会を開催した。
当日は 事業所（ 名）が参加し、当
所からは 事業所（ 名）が参加した。
当交流会は地域を越えた事業拡大・取
引先の開拓などを目的としており、第１
部では各参加事業者が 秒ＰＲ（事業所
紹介）を行い、第２部では立食パーティ
ー形式で行う交流会で、関心を持った事
業者と飲食を交えて、積極的に名刺交換
や意見交換が行われた。
参加者からは「新しいビジネスチャン
スのヒントをもらった」「いい情報交換の
場となった」などの意見があった。

▲サイバーセキュリティの重要性について説明

1

1

31

▲外国人留学生を観光客に見立てて接客を体験
▲ホテルに宿泊する外国人観光客を接客

IN
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1・2月
タイムライン
タイムライン

外部からのお知らせ

平成31年度前期技能検定
等

級：₁級、₂級、₃級（一部職種）及び単一等級

職

種：機械加工、電気機器組立て、園芸装飾、建具製作等、54職種88作業

受 検 資 格：原則として各職種とも所定の実務経験が必要
受検手数料：＜一般＞

実技17,900円

学科3,100円

 の他、35歳未満の方や学生・訓練生が₂・₃級受検の場合は実技試
そ
験受検手数料が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。

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。

＜ちばインフォメーション＞

専門家による相談窓口（無料）
千葉商工会議所では、経営全般、法律、税務、労務等の問題について、
専門家による相談窓口を開設しております。相談は無料、秘密は厳守いた
しますので、お困りのことがありましたら、是非お気軽にご相談ください。
○相談日
火曜日・金曜日

中小企業診断士による経営の相談窓口
●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を活用したいなど、経営に関
する様々な課題について相談に応じます。

○相談員
大矢たかし
石井 孝昌

14：00〜17：00

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

受 付 期 間：₄月₃日（水）～₄月16日（火）
試験実施日程：₆月₇日（金）～₉月10日（火）の間の指定する日

弁護士による商工法律相談

合格発表日：₃級職種（金属熱処理を除く）₈月30日（金）
₁級・₂級・単一等級・₃級（金属熱処理）10月₄日（金）

●債権が回収できない

【お問合せ】 千葉県職業能力開発協会技能検定課
TEL：043(296)1150 URL：http://www.chivada.or.jp

○相談日
4月19日（金） 14：00〜17：00

●契約に関するトラブルが発生したなど、法律上の
諸問題の相談に応じます。

税理士による税務相談窓口
記帳、確定申告等、企業経営における税務相談全般に

○相談員
榎本 初雄

氏（弁護士）

○相談日
4月4日（木） 14：00〜17：00

応じます。

○相談員
千葉県税理士会所属税理士

社会保険労務士による労務相談窓口

○相談日
4月11日（木） 14：00〜17：00

就業規則、社会保険、助成金等、企業経営における
労務相談全般に応じます。

○相談員
千葉県社会保険労務士会所属社会保険労務士

※日程が変更となる場合がありますのであらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

【問合せ】 千葉商工会議所
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経営支援課

まで

TEL.043-227-4103

夢シティちば 2019年₃月号
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汗 の 輝き
創業して10年未満の若い企業をご紹介

子供たちとともにボルダリングで
上を目指す
登 攀 道 場

はん

会社DATA

千葉市中央区松波2－10－1 ベンド西千葉1-A
電話 043−307−5710

代表／菅谷  良信

やらない風潮がありました。でも私自

属していたのですが、岩登りはあまり

私は大学でワンダーフォーゲル部に

となるべく訓練をして皆、スポンサー

ワールドカップなど世界大会出場選手

クライミングジムや岩へ連れていって

た。高校生達を引き連れて関東各地の

す。ですから卒部した後は本格的にボ
ルダリングに取り組むようになりまし

か各地数々のコンペでも好成績をおさ

県民大会山岳競技など多数優勝したほ

のうち３年連続優勝しましたし、千葉

国体山岳競技で８年連続出場し、そ

思うようになりました。そんな時、西

でボルダリングのジムを経営したいと

リング熱は盛り上がるばかりで、自分

クターをやっていたのですが、ボルダ

私自身もこうしたジムでインストラ

た。

め、「ミスターブロック」とも呼ばれる

千葉でピッタリな物件を見つけました。

きない。建築士の妻に相談しながら、

いけれど、垂直の壁はつくることがで

ます。今、生徒は 人ぐらいいます。

いう人たちにはスクールを開設してい

より真剣にボルダリングを学びたいと

船橋にある老舗のボルダリングジム

には本当に嬉しいですね。

が上達した時や、大会で結果が出た時

て、すぐうまくなります。子どもたち

ールの設計です。天井は通常よりも高

最も苦労したのはクライミングウォ

軒高４ｍのダイナミックな壁をつくり

しむのが一般的ですが、うちは厳しい

だきながら苦労しながらつくって、よ

す。私や妻の友人などにも協力をいた

ットを敷き、安全面にも配慮していま

いよ」とびしっと言います。その代

できないんだったらいつでも辞めてい

う意識はないので「そんな態度でしか

きますが、私は遊びでやっているとい

今どきのスクールの先生は優しいと聞

指すには厳しい訓練が必要になります。

いうこともありますが、やはり上を目

もう少し工夫していきたいと考えてい

けに、新規の利用者や生徒の獲得には

新設されました。うちは常連が多いだ

をつくるのとほぼ同時期に千葉に２軒

かったボルダリングですが、この道場

私が始めた頃は知名度もそれほどな

年 月の開業にたどり着いたのです。

そしてようやく２０１５（平成 ）

うやくできあがりました。

り、スクールでは一律の指導ではなく

スクールに通う約 人の
子供に合わせて指導する

テレビや雑誌などでも 年ほど前か

言えない状態です。でもうちのジムに

まだまだ一般の人には認知されたとは

ら取り上げられるようになりましたが、

15

も１日に ～ 人が足を運んでくれる
30

ムがつくりたいですね。

いつかロープクライミングができるジ

つのなら、今後はもっと事業を広げて、

ードルが高いのですが、夢を大きく持

ングの施設ができたんです。かなりハ

イミングの練習の場として、ボルダリ

ボルダリングは、最初はロープクラ

ようになりました。

20

27

基本的には自由に壁を使えますが、

います。子どもは大人より上達が早く

ます。

将来はロープクライミング専用の
ジムをつくりたい

めたいと思います。

子どもだけではなく、大人の方にも勧

します。指や関節の強度が強くなる。

ボルダリングはやればやるほど上達

近隣だけではなく、五井や鎌取などか

板を使用して、１２５度、１１５度の

ですよ。真剣に取り組まないと危険と

こうしたスクールは習い事として楽

20

壁を実現。また、床には厚さ ㎝のマ

家具で使用される厚み ㎜の高品質合

できる３つのエリアに分かれています。 らやってきます。

ました。上級者から初心者までが利用

経験もあります。

ようになりました。高校などで教えた

初心者から上級者まで
幅広く楽しめる施設を開業

身は岩登りに興味があり、自分は絶対

るグループ「登攀道場」を結成しまし

核として、クライミング力強化をはか

に通っていたのですが、ここの会員を

と

がつくほどの選手に育ちました。

年以上前から
ボルダリングに取り組む

クライミング歴 年の実績をもとに、ボルダリン
グジムを開設し、世界大会で活躍する選手育成に励
と はん
む登攀道場の菅谷良信代表にお話を伺いました。
20

こっちに向いていると思っていたんで

20

て、個々の生徒に合った教え方をして

30
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太田

太田歯科クリニック
院長

耕造

となります。従来の総義歯の作成には、
歯
科医師と歯科技工士の技量の練達度が大
きく影響し、両者の高い技量が相俟って、
初めて使えて、見栄えの良い、ストレスの
無い義歯となります。コンピューター支
援による総義歯作成では、歯科医師、歯
科技工士間の技量の差が無くなり、所謂、
失敗の総義歯は少なくなり義歯調整の時
間、技工時間、ステップの減少が図られ
ると予想されます。
歯科を取り巻く世界も新たな時代と
なってきました。治療から予防へ、再生
医療による失った組織の回復 、健康は
お口から全身へ、広義のＩＴ化による省
力化等、歯科医療界も急速に進化しつつ

環境歯科医療
お口の中の歯の型取り，
噛み合わせ（咬
合）の採得は口腔内カメラでスキャンし
てＯＫとなりました。得られた、歯型、咬
合データを元に材料ブロックを 次元的
に切削して歯の補綴物（被せもの）をミ
リングマシーンで製作します。これは他
の製造業におけるＣＡＤＣＡＭシステム
と同じものと言えます。この方法では単
一の詰め物から 本連続のブリッジ程度
まで製作可能です。従来の石膏歯型模型
上での技工作業が不要となり歯科治療に
於けるチェアータイム、技工時間の短縮、
メタルフリーの補綴が可能となりました。
全ての歯を喪失した場合、総義歯作成
は、まず口腔内カメラによるスキャンと

あります。

医療介護通信

歯科クリニック開業当初からこの ～
年までスタッフの募集にさほど苦労し
た記憶がありませんでした。しかし此の
ところ、歯科医療業界も人材の確保が困
難な状況となって参りました。都市部で
は、歯科衛生士の確保は相当な企業努力
によって何とか確保できているようです
が、都市部をはなれた中山間部ではその
確保は深刻な状況となっております。昨
年 月、千葉市に歯科衛生士学校が新た
に開校しましたので状況が少しでも改善
されることが期待されていますが！
一方更に深刻なのは、歯科技工士問題
です。歯科技工士は、歯科医師にとって
は欠くことのできないパートナーであり
歯科用ＣＴによって顎堤（歯ぐき）の状
態をデジタル化して義歯データを得ます。
次に光学的スキャ

3

技術的に自立できるまで相当な時間が必
要とされます。現在、熟練のベテラン歯
科技工士の高齢化の問題があり、 長時

3

を統合して３Ｄプリ
その結果、歯科技工士学校の閉鎖が相次
ンターを用いて試適
いております。
用義歯を製作します。
この様な状況を改善するため、歯科技
最終義歯の製作には
工の世界にもコンピューター支援設計製造
ＣＡＤＣＡＭ技術に
システムが一部の作業に導入され定着し
よる切削加工によっ
つつあります。全ての歯科技工にこのシ
ステムが応用できる訳ではありませんが、 て質や物性の安定し
た義歯の提供が可能
急速に進化しつつあると考えられます。

ナーを用い顔貌デー
間拘束の就労時間、適切とは言えない給
タを得て、顔貌デー
料、賃金、待遇などから、歯科技工士を
目指す若い人の著しい減少が見られます。 タと先の義歯データ

1
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2

4

相続税対策スタッフ

中
【事例１】

需要は自ら創出するもの
差別化が競争優位の源泉に

5

ほかにも、これまでの経験で培った人脈を
活かし、「離農」
に関する相談会も開催するな
ど、積極的な事業展開を行っている。
【事例２】

【共通点】

中小企業診断士

長田 義弘

けなどにも業容を広げ、料金や工期のスピー
ド、保証やメンテナンスなどの面で差別化を
図っている。
その他、同業、板金塗装、自動車整備士業、
自動車タイヤ業等の関連業種との協力関係
も強め、多様な自動車修理に対応できる体制
を整えている。課題である技術者の育成につ
いても、ベテラン社員による技術継承や、頑
張りに応じたインセンティブ制度など、労働
環境の整備にも力を入れている。

商売を行うにあたって、同業他社との差別化は非常に重要です。数ある同業の中で、お客様に選んでいただく
には、それなりの動機づけ・必然が必要です。また、誰も気づいていなかった市場やニーズを見つけ、先行者
として市場を捉える方法も有効です。今回は独自の手法で成功している企業様をご紹介します。

67

少子高齢による人口減少、価値観の変化
による自動車を保有しないという生活様式
の定着など、自動車を取り巻く環境は劇的に
変化している。その中で生き残るためには、
「新たな需要の創出」
や、明確な「他社との差
別化」が必要になるが、両社は「農機具の買
取・販売」
というニッチな市場の創出と、
「自
動車のガラス修理」という差別化の実現に成
功している。
マネジメントの父・経営学者のドラッカー
はこう言い残している。
「自分の得意とする仕事のやり方を向上さ
せることに力を入れるべきである。人の卓越
性は、ひとつの分野、あるいはわずかの分野
においてのみ、実現されるのである」

☎043-271-4100
043-271-4480
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン（WBG）マリブイースト23階

県内で自動車修理業を営んでいる事業者
である。自動車修理業界としての競争は激し
いものの、当該企業は
「自動車ガラス」
の修理
に特化し、差別化を実現している。
低迷する景気や、変動する燃料費に影響さ
れる交通量の減少、自動ブレーキやセンサー
など、自動車に関する新システムの技術革新
は進んでいるものの、依然として自動車によ
る交通事故は発生している。
事故を起こした場合、車両が破損するわ
けだが、その際脆いガラス部分の破損も多く
なる。当然、修理でもガラスの付け替えが
発生するが、ガラス自体が高価な製品である
ため、取り付け作業に補償が効かないとい
う特性がある。そのため、多くの整備工場で
は、当該企業のような自動車ガラス修理を専
門に行う業者に依頼することが多い。その際、
業者選定の基準となるのが、「短納期」
「安価
かつ正確丁寧な施工」
「カー用品取り付けな
どの多様なサービス」「施工に対する補償」
な
どがポイントとなる。当該企業では、自動車
に付帯するカーナビやシートなどの取り付

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

県内で自動車販売業を創業した事業者で
ある。自動車整備学校卒業後、整備工場に勤
務、工場長に抜擢され、店舗全体の運営にも
携わった後、保険代理店を経て、農機具、産
業機械、トラックの買取ビジネスに商機を見
出し、株式会社を設立された。
我が国においては、高齢化の加速により農
家数が減少している。そのため、トラクター、
田植え機、コンバインなどの主要農業機械の
国内出荷台数は年々減少している。一方、国
内製の農機具は海外、特にアジアを中心にそ
の性能・耐久性の評価が高く、需要の高まり
から輸出額が伸びつつあり、残存価値以上の
価格で取引される市場が育っている。
そこに着目した社長は、農機具の買取、販
売ビジネスに着目し、１００台以上の買取査
定経験を積みながら、新たなビジネスモデル
の構築に着手した。一般に、離農後の農家で
は、まだまだ使用できる農機具が納屋に眠っ
ていることが多く、いわば宝の山である。高
齢化で離農した農家では、インターネットを
使用していない方も多いため、オークション
などを利用した販売方法になじみがない。農
機具オーナーの理解を得るため、社長自ら出
向き、誠心誠意査定と交渉を行っている。

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

大屋敷 亮輔
10

価格（バーツ）を 倍して円換算すると、タ
イ人の金銭感覚に近いと言われます。例え
ば、屋台での一食 バーツが５００円のワ
ンコイン感覚。円にすると１８０円くらい
ですから、物価感覚的にはタイと日本で約
倍の違いがあることがわかります。
■終わりに
比較的近い東南アジアの国でも、日本か
ら見ただけではなかなかわからない文化や
感覚の違いがあります。タイへの進出を考
えている方は、ぜひ、タイに来て実際の違
いを感じてください。また、ジェトロバン
コクでは、来ただけではわからない金銭感
覚の違いや、進出している企業がどのよう
に頑張っているかなど、詳しいタイの経済
事情・習慣などをお伝えするためのブリー
フィングも行っていますので、ぜひぜひご
活用いただければと思います。

（千葉県庁から出向中）

ジェトロバンコク事務所

17

ツ（約 万円）以下で、現地産よりも高価な
日本食材の購入や、日本食レストランで食
事できる層は限られます。また、日本と同
様にタイも急速な少子・高齢化が進んでお
り、タイ国内の市場規模も今後の大きな拡
大は見込めない状況です。バンコクにある
約１７００店舗の日本食レストランも、
年間で新規出店４４４店舗に対し撤退が
４６５店舗と、相当苛烈な競争環境にさら
されています。タイへの食品輸出も同様で、
商談の成約を積み上げていく企業がいる一
方で、輸出にトライしたものの、鳴かず飛
ばずで中止する企業も少なくありません。
■結構違うタイ人と日本人
タイに進出するには、売り込むターゲッ
トを「明確にすること」と「よく知ること」が
大事です。味覚・物価感覚だけでもタイ人
と日本人で大きく違います。タイ人は甘辛
酸がはっきりした味を好みますが逆に塩味
には弱く、タイの中間層向け日本食チェー
ンはタイ人が美味しいと思う味にアレンジ
しています。逆に高級日本食店は、日本に
旅行をし「日本の味」を求める富裕層をター
ゲットとし、厳選した日本食材を使い、日本
の味付けで提供しています。一方で、物価
感覚も日本人と大きく違います。タイでの

数調査 https://www.jetro.go.jp/thailand/
topics/_430444.html

２０１８年度タイ国日本食レストラン店舗

（タイ） https://www.jetro.go.jp/world/
reports/2014/07001595.html

〈参考》
本食品に対する海外消費者アンケート調査

3

タイにおける日本食市場

90

～日本人とタイ人の感覚は結構違う ～

■タイでは日本食が大人気
タイは日本産食品の輸出先として、ＡＳＥ
ＡＮ（東南アジア諸国連合）の中でも重要な
国の一つです。日本産農林水産物・食品の
輸出先として、タイはＡＳＥＡＮ第一位の
座を２０１６年まで維持していました。翌
２０１７年からベトナムに逆転されたもの
の、依然としてタイ向け輸出は堅調に増加し
ており、輸出額は３９１億円となっています。
日本食の人気も高く、ジェトロが２０１４年
月に実施した「日本食品に対する海外消費
者アンケート調査（タイ）
」では「一番好きな
外国料理は何か」という質問に ％が日本食
と回答しています。また、タイの日本食レス
トランは近年順調に増加し、２０１８年 月
に発表した調査結果では３０００店舗超え
を達成しました。ＡＳＥＡＮ全体のうち ％
近くがタイに集中していることからもタイ
での日本食の人気が見て取れます。バンコク
の大型商業施設にはほぼ日本食チェーンの
店舗があり、タイ人の客で賑わっています。
■一方で、マイナスな面も…
タイは経済発展で中間層が増加していま
すが、日本と比較すると経済規模は小さく
貧富の差が大きい国です。タイ政府の統計
では、タイ人の ％は世帯月収が 万バー

1

ナビ

3

22
夢シティちば 2019年₃月号
夢シティちば 2019年₃月号

23

9

40

50

⁈

企業診断
小

安心して借りられる！

年利

マル経融資制度をご利用ください‼ 1.11％
H31.2.14現在
※利率は変動しますので
ご確認ください

（小規模事業者経営改善資金融資制度）
マル経融資とは？
経営改善を図ろうとする小規模企業者の方々を
バックアップするため、 無担保
無保証人
低金利 で融資する制度です。

融資額

2,000 万円以内

融資の要件
①千葉市内で最近１年以上事業を継続している方
②従業員が20人以下（商業・サービス業は５人以下）
の法人、個人事業主の方（個人事業主、家族従業員、
法人企業の役員の人数は除く）
③当商工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月以前から
受けている方
④所 得税(法人税)、事業税、市・県民税等を納期限内
に完納している方
⑤日本政策金融公庫の融資対象業種である方
（※決算内容等によってはご希望に沿えない場合もご

ざいます。
）

25

夢シティちば 2019年₃月号

資金用途
運転
資金

仕入資金／手形･買掛金の決済費用
諸経費の支払い

設備
資金

店舗・工場の改装／車両の購入
機械設備･什器設備の購入 など

融資期間
運転
資金

7

据置１年以内

年以内

設備
資金

10

据置２年以内

年以内

まずはお気軽にお電話でご相談ください‼
千葉商工会議所 企画経営部
TEL 043-227-4103

経営支援課

夢シティちば 2019年₃月号
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講師となり、プロの技や専門知識

得する街のゼミナール
「千葉まちゼミ」を開催！
千葉市中心市街地エリアにおい

お店のファン作りの推進・地域の
し全 講座で実施。

少人数制のゼミで、 店舗が参加

千葉振舞で
勝浦漁港直送９００品を配布

創出と千葉氏の認知度向上を目的

社を核とした中心市街地の賑わい

議会歴史と未来部会では、千葉神

とした再整備が行政により計画さ

さ』を感じるまちづくり」を目的

神社や千葉氏による『千葉市らし

催されており、通町公園は「千葉

千葉神社では第 回節分祭が開

に、 月 日㈰に千葉神社横の通

千葉市中心市街地まちづくり協
96

店』
、『地域』の〝三方よし〟の事業

「まちゼミ」は『お客様』
、
『お
にも参加したくなった」等、好意

白かった」「楽しかった。他の講座

までじっくり話す機会はなく、面
る」という意味を持つ造語であり、 ヒアリングを行い、今後の通町公

のあるものを『大盤振る舞い』す

千葉振舞とは「
『千葉』に所縁
設備や排水処理方法等についても

通して、イベント時に必要な電気

心市街地内で飲食店を営む 店舗

汁５００杯）を無料配布した。中

の９００品（鰯４００袋、金目鯛

同組合協力のもと、勝浦漁港直送

園の利活用方法について検討して

として全国３５０地域に広まって
い結果となった。

の開催は今回が初。お店の店主が

10

および千葉商工会議所女性会の屋
台出店もあり、来場者に千葉の味

通行中の方もつるし雛に目を止
パラスポーツ＆つるし雛体験会
められた方が多く、大変興味を持
オ リ ・パラ盛 り 上 げ大 盛 況
ってご覧いただきました。
お子様連れのご夫婦や、お孫さ
ん連れのご家族など、席待ちをす
２月３日㈰ ＪＲ千葉駅周辺にて、パラスポーツや文化に関する
る程の盛況ぶりで、大変好評でし
イベントが多数開催され、当女性会は、３階コンコースにて、つる
た。約１００名もの多くの方々に
し雛教室を開催し、満席状態が続くほど大盛況でした。
ご参加いただき、可愛い完成作品
の写真を撮り合う等、楽しんでい
当日は、 時にＪＲ千葉駅３階
段拝見する機会の無い、幕張メッ
ただきました。
コンコースにて開会式が始まり、
セでのパラリンピック種目でもあ
イベント終了後、ＪＲ千葉駅様
江澤駅長のご挨拶に続き、髙梨会
る「パラフェンシング」が開催さ
通町公園にて「千葉振舞」
長の挨拶の後、各種イベントが開
れ、お子様から大人まで参加され、 から感謝状を頂きましたが、今回
おにぎり早期完売
ご協力いただきました関係者全て
催されました。
大変盛り上がっていました。
の皆様に感謝申し上げます。
同会場では、プロジェクト結様
つるし雛教室の講師は、古谷副
２月３日㈰、節分祭で千葉神社
今後も、千葉市中心市街地の活
による箸置き作製の教室や、パラ
会長を中心に、高梨会長、君塚副会
へ訪れた方々への賑やかしとして、
性化および２０２０オリンピッ
スポーツ体験会が開催されまし
長、高長谷顧問の４名が参加し、Ｏ
千葉市中心市街地まちづくり協議
た。パラスポーツ体験会では、普
Ｇの方にもご協力いただきました。 ク・パラリンピックの成功に向け
会主催による、鰯４００セット、
て市民の皆様と共に、会員一同で
金目鯛汁５００杯を通町公園にて
力を合わせ取り組んでまいります。 振舞う「千葉振舞」に、髙梨会長、
古谷副会長、櫻木副会長、遠藤理
事、小澤会員の５名が参加しまし
た。
当日は、肌寒い中、千葉神社へ
は３，５００人もの来場客が訪れ、
当会では、振舞のお手伝いととも
に、遠藤商店のおにぎりを販売し、
早々と完売しました。
来場されたお客様は皆、美味し
そうに笑顔で召し上がり、心も体
も暖まっていただいたようです。
今回で２回目の参加となりまし
たが、今後も地域経済活性化活動
に取り組んでまいります。

を楽しんでいただいた。

節 分 時に鰯の頭 部 分と柊 を一緒に飾る
「 柊鰯（ひいらぎいわし）
」という風習が
当地域でも平安時代から伝わっている。

今回は千葉開府９００年に向けた

町公園にて「千葉振舞」を開催した。 れている。当部会では千葉振舞を

3

的な意見が寄せられ、満足度の高

参加者からは「お店の人とここ

2

いく予定である。

講座の様子（東屋：美味しいご飯を炊いて食べよう！）

て、お店の特徴やこだわり、店主
等を受講料無料（一部材料費要）
の人柄を知ってもらうことによる、 で受講者（お客様）にお伝えする
魅力の発信を目的として、第１回
「千葉まちゼミ」
を２月１日㈮から

31

イベントとして、新勝浦市漁業協

３月 日㈰にかけて開催。

42

おり、千葉市中心市街地エリアで

10

JR
千葉駅

千葉振舞参加者
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「鰯」と体を温める「金目鯛汁」を無料配布

3

まちづくり協議会竹内会長の挨拶後、
「和太鼓白鳳」メンバーによる演奏で
振舞開始 !!
JR千葉駅様からの感謝状

〈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
編集：千葉商工会議所

千葉商工会議所地域振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107
URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

初の女性会長、最年少会長誕生！

去る平成 年 月 日にＪＲ蘇我
1

16

スローガンが発表されました。

か次年度会長予定者より、次年度の

千葉商工会議所青年部 田中あす

会員にとってはとても緊張する懇親

に行われました。入会から間もない

Ｂ・ＯＧと現役会員との交流も盛ん

て頂く機会の少ない来賓の方々やＯ

歓談の時間には、普段お話をさせ

した。

からの事業予定も告知させて頂きま

出向者の発表や今年度、そしてこれ

部・関東ブロック・千葉県青連への

あり、次年度の日本商工会議所青年

また、青年部の活動報告の時間も

せて頂きましたＪＦＥみやざき倶楽

全ての方々に、そして会場を使用さ

たと思いますが、ご来場頂きました

ました。至らなかった点も多々あっ

新年懇親会の設営に当たらせて頂き

最後に、本年も親睦交流委員会で

ご来賓の方々、ＯＢ・ＯＧの皆様に

日頃からご理解を頂戴しています

ました事を深く感謝申し上げます。

事この新年懇親会を終える事が出来

部のスタッフの皆様のおかげで、無

『ありがとうと伝えたい
～愛ある街へ～』
次年度は千葉商工会議所青年部初

青年部の活動を直接お伝えする事が

親睦交流委員会

花澤 美嗣

有難うございました。

の女性会長にして、最年少会長が誕

心となって突き進んで参りますので、

りましたが、青年部らしく、異体同

今年度も残すところ２か月程とな

出来ました。

間となりました。

会ではありましたが、大変貴重な時

難うございました。

象に残りました。 貴重なお話を、
有

と云うお話が、その中でも大変印

『歩きたくなる
街づくりが大切』

した。

人・千葉市長からご挨拶を頂戴しま

お忙しい中、ご参加頂いた熊谷俊

難うございました。

ます。打鼓打の皆様素敵な太鼓、有

アクトになったのではないかと思い

あり、新年に相応しいオープニング

ました。生の太鼓演奏は大変迫力が

の皆様による和太鼓の演奏で始まり

で練習を重ねている打鼓打
（ダコダ）

懇親会は千葉市生涯学習センター

やかに行われました。

輩方にもお越し頂き、新年らしく華

また、当青年部のＯＢ・ＯＧの諸先

来賓の皆様にご臨席を頂きました。

当日は千葉市長をはじめ、多くの

懇親会が行われました。

部にて千葉商工会議所青年部 新年

駅近くにある、ＪＦＥみやざき倶楽

31

生致します。
このスローガンのもと、次年度も
青年部一丸となって邁進します。

何卒宜しくお願い致します。

28
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新年懇親会
平成30年度

千葉2019ワールドテコンドー
グランプリ
2019ジャパンパラ
ゴールボール競技大会

チーバくんと応援 新ロゴ誕生

9/13-15

２０１０年の「ゆめ半島千葉国体」
「ゆめ
半島千葉大会」のマスコットキャラクターと
して誕生して以来、多くの人に愛されている
千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」。
県内では東京２０２０オリンピック・パラ
リンピックをはじめ、さまざまな国際競技大
会が開催されることを受け、県ではチーバ
くんの新たな応援ロゴマークを作成。
「オー
ル千葉」で機運を高める活動を紹介します。

2019アジアフェンシング選手権大会 千葉ポートアリーナ

2019年に千葉県内で開催される主な国際大会

２０オリンピック・パラリンピック競
技大会（以下、
東京２０２０大会）
。千
葉県内では８競技が開催されます。こ
のほか県内各地では、ラグビーワール
ドカップ２０１９日本大会や、東京
２０２０大会に向けた事前キャンプ
の誘致・受入れ準備が進み、さらに
２０１９年は、県内で複数の国際競技
大会が開催される予定です。
県では、こうした機会を捉え、スポ

表しました。スポーツを「する」
「み

ーク）を作成し、２０１９年１月に発

インとキャッチコピー（以下、ロゴマ

か」という思いも、設立の発端となっ

会場となるのに、行政まかせでいいの

長の天野慶介さんによると「千葉県が

千葉県商工会議所連合会の事務局次

布しました。

動の手引き」を作成し、会員に向け配

団体職員向け活動マニュアル」と「活

リンピック・パラリンピックで実際に

ピック２年前イベントでは、過去のオ

２０１８年８月に開催したパラリン

る」
「ささえる」人を応援するためのデ
たそうです。

バくんが、「燃え上がれ！盛り上がれ

使われた卓球台でプレーをしたり、元

使われた競技用品を展示。リオ大会で
みんなで応援！千葉県経済団体協議

３つの柱で周知活動

た旗と白い扇子を手に、応援団の先頭

選手と対戦できる体験会を開きました。

さらに今年３月

日に開催する

チーバくんいっぱい運動へ

会は「関連情報の発信」
「機運の醸成」
千葉市が開催するイベントやスポーツ

「おもてなし」の３つを柱に、千葉県、

このロゴマークは無償で利用するこ

体験会への支援を中心に活動していま

ポーツ応援チーバくんと、県内開催競

とができるため、県内の企業・団体等

会員企業への周知や運営スタッフの

技のチーバくんで、千葉県内をいっぱ

５００日前フォーラムに合わせて、ス

ル千葉」でスポーツを応援する機運を

確保と派遣、会場の運営や参加者の募

いにする運動を展開します。

す。

高めてほしいと、販促用のティッシュ

集などを行っています。

せて県のホームページで紹介していま
す。申請は使用取扱要領に基づいて
２０２１年３月 日までに許諾を受け
たものに限り、２０２２年３月 日ま
で無償で使用が可能です。

「オール千葉」体制を確立

31

るみんなで応援！千葉県経済団体協議
会が２０１７年７月、千葉県の目指す
産学官民の「オール千葉」体制を確立
させるために設立されました。
東京２０２０大会等の成功と、その
取組を通じて活力ある地域社会づくり

▲▼オリパラ2年前イベントで県内企業が制作し実際に使われた競技用品を展示

や封筒、ミニのぼりなどの具体例と併

が積極的に活用し、産学官民の「オー

18

げるイメージです。

に立って、みんなでスポーツを盛り上

ＣＨＩＢＡスポーツ応援団」と書かれ

!!

ザインで、羽織袴にハチマキ姿のチー

ーツを「オール千葉」で応援する機運

9/28-29

9月

WSL QS6000
ICHINOMIYA CHIBA OPEN
4/28-5/5

4月

大会名
開催月

２０２０年７月に始まる東京２０

を一層高めるため、「チーバくん」をイ

6/13-18

また２０１８年７月には「県内経済

6月

に資することを目的としています。

「オール千葉」
で応援し、みん
なでスポーツを盛り上げよう
幕張メッセCホール

TEL.043-223-2442
メール：chibaop01@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉ポートアリーナ

5/6-7
第1回ジャパンオープンオブサーフィン 釣ヶ崎海岸
5/23-5/26 シッティングバレーボール
千葉ポートアリーナ
チャレンジマッチ2019

オリンピック・パラリンピック推進局
事前キャンプ・大会競技支援課
機運醸成・大会競技支援班

5月

千葉県環境生活部

釣ヶ崎海岸

【チーバくんの使用についての問い合わせ先】
会場

～「オール千葉」で、スポーツを応援！ 機運を高めよう！～

千葉県PRマスコットキャラクター

メージキャラクターとした新たなデザ

チーバくん

千葉県内の６経済団体 で構成され

（※）
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ロゴマークと競技チーバくん（複数）を
組み合わせて使用する例（販促用ティッシュ）
ロゴマークと競技チーバくん
（1種類）を併記して使用
する例（封筒）
ロゴマークを単体で
使用する例
（のぼり）

使用例
チーバくん

特集
新ロゴ誕生 ～「オール千葉」で、スポーツを応援！ 機運を高めよう！～
チーバくんと応援
特集

特集

房総ゆかりの作家たち
開催中〜 3/31㊐
会
期：開催中〜 3月31日（日）
休 館 日： 会期中無休
会
場：千葉市美術館７階展示場
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

観 覧 料： 一

般 200円（160円） 大学生

150円（120円）

※小•中学生、高校生、県内在住65歳以上の方および障害者手帳をお持ちの方と
その介護者1名は無料
※(  )内は団体30名以上の方の料金

毎年3月に開催している千葉市民美術展覧会が本年記念すべき
第50回を迎え、これを機に千葉市美術館の所蔵作品展を同時開
催することとなりました。「房総ゆかりの作家たち」というテーマにあ
わせて、千葉の美術界の先達たちを紹介します。まずは 「特集：
銅版画家・深沢幸雄を偲ぶ」として、戦後日本の銅版画の第一人
者であった深沢幸雄（1924〜2017）を偲び、近年収蔵した稀
少な初期作品を含めてその功績をたどります。また、油彩の椿貞
雄（1896〜1957）、水彩の無縁寺心澄（1905〜45）、日本
画の横尾芳月（1897〜1990）、版画の船崎光治郎（1900〜
87）、書の浅見喜舟（1898〜1984）、陶の土肥刀泉（1899
〜1979）など、千葉の美術界に足跡を遺した作家たちによる多様
な作品をお楽しみ下さい。

チーバくんと応援

新ロゴ誕生 ～「オール千葉」で、スポーツを応援！ 機運を高めよう！～

千葉県内では、オリンピック4競技とパラリンピック4競技が開催されます。あなたが、県内で開催されることを知っていた
競技はどれですか。（いくつでも）（回答者数：204人）

調査結果

₀％

テコンドー
車いすフェンシング

14.7％

そもそも県内で競技が
開催されることを知らなかった

13.2％
12.3％

て行ったインターネットアンケート

県が２０１８年８月から９月にかけ

画」をスタートさせることになりまし

県内で一斉に展開する「サプライズ企

を応援しようという機運が、高まって

ロスポーツチームなど、スポーツ全般

ている各種大会や、県内に多数あるプ

今月号にステッカーが 枚同封され

ていますので、ぜひ、事業所内に貼っ

た。

6

77

で、県内開催競技の認知度は「サーフ

45

ィン」が ％と最も多く、次いで「フ

ェンシング」が ・ ％。パラリンピ

25
ていただきたいと思います。今回の取

1

いくことを願っています。

（※）

ック競技については、４競技全てが

組みを通じて「オール千葉」で盛り上

FAX：043-268-2643

％以下という低い結果に。「オリンピッ

TEL：043-268-2641

げていきましょう。

千葉印刷団地協同組合

ク競技はともかく、パラリンピック競

【お問い合わせ・ご注文窓口】

一般社団法人千葉県商工会議所連合会 一
般社団法人千葉県経営者協会 千葉県経済同
友会 一般社団法人千葉県経済協議会 千葉
県商工会連合会 千葉県中小企業団体中央会

●納品期間：ご 注文から約10日で郵便または運送便
でお送りします。

加えて、今後県内で開催が予定され

●注文方法：今月号に同封されている注文書に必要
事項をご記入のうえ、 下記FAX番号ま
でご注文ください。

技はまだ認知度が十分ではありません。

今月号に同封されている
ステッカー

チーバくんステッカーとミニのぼりの
ご注文について

県のアンケート結果でも、どの種目が

県内で行われているか知らない人が多

い」と話す天野さん。

「ステッカー」と「ミニのぼり」で
機運を盛り上げる

天野 経済界としても、東京２０２０

大会で開催される８競技の認知度を高

めるとともに、東京２０２０大会後も、

全てのスポーツ、特にパラスポーツを

応援する機運をいかにして盛り上げて

いくか、方法を模索していました。

県内各所一斉にスポーツ応援チーバ

くんを展開し、このデザインを目にす

ることで、県民の皆さんに様々なスポ

ーツを知ってもらおう、という会員企

業のアイデアから、スポーツ応援チー

バくんと様々なスポーツをするチーバ

くんを組み合わせたデザインの「ステ

ッカー」とスポーツ応援チーバくん

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

▶ステッカーは８種類あります。
どの競技が入っているかはお楽しみ。
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90％

16.2％

シッティングバレーボール

の「ミニのぼり」を作成し、５００日

33

80％

22.1％

ゴールボール

前イベントが開催される３月 日から、

講 師：荒木 義明 氏
（日本テセレーションデザイン協会代表・数学者）
開催日：３月３０日（土） 10:３０～１２:００ / １３:３０～１５:００
場 所：８階 科学実験室Ｂ
内 容：三角形のパズルを使った模様作り体験を通し、
テセレーション
（敷き詰め）
デザインや数学の美について考えます。
定 員：各回２０名
対 象：どなたでも
（未就学児は保護者同伴）
、
企画展チケットをお持ちの方
申 込：３月１日
（金） 9時から電話にて受付
（先着順） ☎043-308-0517

70％

32.4％

期    間：３月１６日（土）
～４月７日（日）
時    間：９
：
００～１７
：
００
場    所：７階企画展示室
料    金：大人７００円、
高校生４５０円、
小･中学生２５０円
    ※常設展もご覧いただけます ※未就学児は無料（保護者同伴）

「なかよしぴったり三角形
～Ｔ３パズルで模様作り体験～」

60％

40.7％

様々なかず・かたちに関する展示で遊びながら、算数のおもしろさや美しさを見つけよう！

関連講座

50％

45.6％

レスリング

18

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 ～ 10階
URL http://www.kagakukanQ.com
休館日：3/18
☎043–308–0511

●春の企画展

40％

出典：千葉県HP「東京2020オリンピック・パラリンピックについて（平成30年度第2回インターネットアンケート調査の結果）
」より抜粋

深沢幸雄《若い歌声》1966年
千葉市美術館蔵

「かずとかたちのふしぎ ～ラ･ビレット展～」

30％

77.0％

パラテコンドー

●春の企画展

20％

フェンシング

浅見喜舟《眠雲聴泉》1976年
千葉市美術館蔵

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

10％

サーフィン
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