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夢シティちば 2018年12月号

千葉商工会議所会員

今月の表紙

編集者のひと言

今回は、㈲虎屋の木型です。和菓子づくりに欠かせない木型は、江
戸時代に発祥したと言われているそうです。古いもので50年以上、現
役で使っているものでも30年以上使い込まれていて、私たちの目と舌
を愉しませてくれる和菓子を作り出しています。今では、木型職人の数
が減ってしまい、希少な伝統工芸品として扱われることもあります。画面
上部にある海老の型は、婚礼や七五三などの時に多く用いられてきた
そうです。決して表に出ない木型ですが、和菓子独特の四季の風物を
表現するのに欠かせない、和菓子職人の技術を支える大事な道具です。
撮影／明角和人（明角写真事務所）

今年も残すところあと１ヶ月になりました。年末が近づくにつ
れて、1年を振り返ることが多くなりますが、昨年の12月号では、
どんな編集者のひと言を書いたのかなと読み返したところ、やは
りその年の1年を振り返る内容でした。どれだけ自分が成長で
きたのか、歳を追うごとに成長率が低くなっているような気がし
てなりません。ですが、短いけどまだ伸び代はある！ とポジティ
ブに考えるようにしています。来年も地道に努力を重ねていきた
いと思います。
（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771

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/
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お客さまのニーズに応える
飼料販売を
～多種の商品できめ細かに対応する～

今年で創業 周年を迎えた日本競馬飼糧株式会社は競走馬をメイ
ンとした飼料の加工・販売を行ってきました。牧草やワラ、配合飼
料など、厩舎や動物園・生き物を飼う公園などのニーズに対応し、
よりよい商品の提供を心掛けています。駒木根満代表取締役にお話
を伺いました。

離れ、飼料の成分分析の検査

しばらくして、工場勤務を

に入って船橋事務所の閉鎖が

入ると、家賃も高騰し、平成

らも続けてほしいと言われま

場を経営しているお客さんか

から嘆願書が来たんです。牧

将来は出身地の東北で独立で

っていまし

億円にもな

場と飼料工場があったのです

ころなのかも知らず、競馬の

最初はそこが何をしていると

針を理不尽

た会社の方

で、社員が担いで運んでいま

フォークリフトもなかったの

舎がそこに移動してきました。 なら、自分

中山競馬場や府中競馬場の厩

ーニングセンターが開場して、 ろが「所長

城県に中央競馬会の美浦トレ

が辞めるの

した。

決まりました。

０万円だっ

１憶２００

開設時には

て、事務所

となってい

私は９人の部下を持つ所長

を担当し、その後営業や仕入

子供の頃から馬や牛の世話をして、特に馬が好きだった
福島から就職のために
千葉県船橋市に

競馬の世界に
足を踏み入れる

私は福島県の農家の出身で、 れの部署で働きました。
実家では作業用に馬も牛も飼
っていて、中でも馬が好きで
した。子供でも働き手の一人
として、学校から帰ると、家

１９６９（昭和 ）年、
ニチ
レイから中央競馬会と取引が

の手伝いをしていました。高
校を卒業して、１９６２（昭

ある飼料会社に転職しました。 閉鎖前は７

チレイ）グループの農産物を

きるようにと勧められて中央

が、私たちは第一期生でまだ

見方も分からなかったんです。 に感じて、

競馬会を紹介されたんですが、 た。こうし

工場が本格稼働しておらず、

そこで飼料の仕入れを行って

しようと思

違う仕事を
入社してしばらくは体力づく

いました。

した。子供の頃から農家で労

たちも連れ

っていたん

働していたことが役立ちまし

そこで会社は船橋に事務所を

ていってく

１９７８（昭和 ）年に茨

た。何より私は田舎で育った

つくり、私もそこに配属され

れ」と部下

です。とこ

ので、船橋市に来たのがとて

ました。しかし、バブル期に

袋が ～ ㎏もあり、当時は

りをしていました。飼料は一

その会社は船橋市に食品工

扱う会社に入社しました。

た年商が、

和 ）年に日本冷蔵（現・ニ

44
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代表取締役 駒木根 満
〒260-0001 千葉市稲毛区長沼原町220
TEL 043-286-1193
   事業内容：競走馬用飼料と馬具類の販売、
酪農用乾牧草の販売
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も嬉しかったんです。
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日本競馬飼糧株式会社
こまきね・みつる／平成元年11月創業。平成2年からは上野動物園
をはじめとして、多摩動物公園・西部緑地公園などに牧草・青草類
の販売開始。平成2年に現在の本拠地に事務所及び倉庫完成により
移転する。現在は本拠地のほか美浦営業所（茨城県）
、日高営業所
（北海道）
、栗東営業所（滋賀県）
、有限会社エム・ケー・ホース（グ
ループ会社）がある。

談話室
Vol.178
〈Profile〉

経営
「本当にいい人生とは、
一つのことに打ち込んで達成することと社員に話しています」
と語る駒木根社長。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

会員情報プラザ

身近な相談相手“社会保険労務士”
の

（働く人に関するコンサルタント）
無 料相談！
毎月第三 火・土曜日【９：００～１２：００】
秘密厳守します

夢シティちば 2018年12月号

商品の大きな特徴は商社任せ

夢シティちば 2018年12月号

〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10-23
ＴＥＬ：0120-730-630

にせず、自分たちの目で選ん

5

千葉不動産流通協同組合

でいることで、品質には自信

企画経営部企画広報課 TEL 043－227－4103

お客さまや社員など多くの人たちに支えられて
この会社の今がある

【お問合わせ】

があります。その年の天候に

気軽にご相談ください。

よっても農産物の出来は大き

千葉商工会議所の会員のみ年に1回の掲載が可能
です。掲載内容またはお申し込みについては、お

騎手から転身した人が多く、

100字～150字以内

たようです。取引先も気遣っ

○ＰＲ原稿

く変わりますからね。そのた

（店舗の場合は、営業時間・定休日）
○写真または画像（1枚～3枚まで）

自分と親交のある競馬場の中

○会社概要（社名（店舗名）、所在地、連絡先

筋トレをしています。あとはストレス発
散といえば、ごくたまに仲間と行くカ
ラオケでしょうか。演歌や懐メロを歌
います。祖父が小唄の師匠だった
んですよ。農家では珍しく道楽者で、
父が苦労していました（笑）
。冬の
間は家では皆が集まって歌を習いに
来ていた時代が懐かしいですね。

てくれて、通常は請求書を送

【申込内容】

Ｑ 健康法やストレス発散の方法は？
Ａ スポーツジムにいって、ジョギングや

なりました。

アイキョーグループの安心充実したアフターサービス付き地震に強い家
テクノストラクチャー住宅を提供しています。
戸建住宅のみでなく、売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、
リフォーム等々
お気軽にご相談下さい。事業用不動産や投資物件も実績多数ございます。
明るく親身な接客を社員一同心がけています。中国語・英語対応のスタッフ
もおります。
ぜひ一度お立ち寄り下さい。千葉駅からも徒歩圏内、千葉中央駅と本千葉
駅の中間点ライブリー中央の１階です。

郎（今川焼のようなもの）が好きで
したね。あんこがたっぷり入っていて、
美味しかったです。

め、当社は業界では最も多い

安心快適な住まいのお手伝い

Ｑ 好きな食べ物は？
Ａ 福島から船橋に来た若い頃は甘太

その後は名馬を輩出して有

会員相互の交流の場として、多くの企業のご参加
をお待ちしています。

Mail：info@40w.jp

現在、飼料の原料は海外か

貴社の商品、サービスを
「夢シティちば」で
ＰＲしませんか？

千葉県40歳のW成人式実行委員会

●問い合わせ：

11

や付近の会社から仕入れるん

FAX 043-202-5445
URL: https://sr-misono.jp/

30

った翌月の月末に入金される

043-202-5400

年前に
千葉市で創業

TEL

倉庫を所有しています。お客

千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビル３階（旧パルコ隣）

（千葉県商工会青年部連合会・よしもとクリエイティブ・エージェンシー）

です。しっかりとルートがで

御園 富士夫

主 催：千葉県40歳のW成人式実行委員会

１９８９（平成元）年 月、 のですが、「ちゃんと社員の給

特定社会保険労務士

み その

さまあっての商売ですし、利

御園社労士事務所

きあがっているので、普通に

その

勧められて55歳になってからゴルフを
始めましたが、土日があまり休めない
ので、コースにはなかなかでられない
ですね。今は競走馬を持っています。
お世話になった方の牧場で馬を一頭
ずつでも買って、お世話になった厩
舎に預けて競馬で楽しみたいです。

料を払えるように」とすぐに

み

セクハラ・パワハラ 出産・育児・介護

申込み：公式サイト「千葉 40歳のW成人式」からお申込み
ください。
山里Ｗ成人式 で検索。

35

自分たちの目で選別した
確かな品質の商品

解雇・懲戒

定 員：1,000人

千葉市新港に日本競馬飼糧株

労基署臨検

益より、信頼してもらえる商

未払残業代

Ｑ 趣味は？
Ａ ゴルフも多少はやりました。周囲から

お金を振り込んでくれました。 行っても会ってくれない。で

無期転換ルール

Q &A

式会社を創業しました。自分

助成金

駒木根社長

品を届けることが大事です。

就業規則・労使協定

対 象：昭和51年4月2日～
昭和54年4月1日生まれで、
県内の小・中学校、高等学校に
在籍していた方

すから午前中の仕事が終わる

働き方改革

場 所：市民会館

こうした心遣いに頑張らなく

17日㈫
21日㈯

が社長になる日が来るなんて

16日㈯
19日㈫

てはいけないと思いましたね。 ８時頃に行って、挨拶したり、 これからも、細く長く商売を

15日㈫
19日㈯

思ってもみなかった。今は社

17日㈫
21日㈯

続けていきたいと考えていま

17日㈯
20日㈫

馬の世話を手伝ったりするう

16日㈫
20日㈯

員が 人ですが、発足当初は

12月

す。

11月

ちに仕事をいただけるように

10月

8

人でした。

9月

競馬関連の会社は通常は競

8月

馬場の中あるいは付近に拠点

7月

日 時：1月6日（日）
14：00～15：45

名な成田シンボリ牧場の社長

15日㈯
18日㈫

業界は、割と決まった会社

18日㈯
21日㈫

を構えるのですが、飼料倉庫

16日㈫
20日㈯

も連絡をいただいて、取引が

16日㈯
19日㈫

で占められているので、後発

16日㈯
19日㈫

などの関係もあり当社はそれ

15日㈫
19日㈯

同世代の皆さん、一緒に盛り上がりましょう！

できるようになりました。

6月

の私たちは営業しなければい

5月

をしませんでした。ですから

4月

けない。通常、厩舎で使う飼

3月

周囲からは「すぐに倒産して

2月

参加する、人生で２度目の成人式を開催します。
４０～４２歳の

料は調教師が決めるのですが、 ら輸入していますが、当社の

1月

南海キャンディーズの山里亮太さん（お笑い芸人）が企画･

しまうだろう」と思われてい

2019年

40歳のＷ（ダブル）成人式 2019

4

口の約３割が集中する台北都市圏に隣
接しており、台湾の空の玄関口である
台湾桃園国際空港を擁している。
桃園市と千葉県とは平成 年 月に

の県内企業等の視察を行ったほか、当

張メッセなどといった主要施設や各地

訪問団は、東京湾アクアラインや幕
質疑応答が繰り返され、互いに大いに

ら、意見交換では通訳を通じて活発な

擁するなど多くの共通点があることか

また、
意見交換後に、
当所の運営する

理解を深めることができた。

問団側の出席者は、桃園市政府の秘書
アンテナショップ「まだあ～るちば」

所にも表敬訪問のため立ち寄った。訪
処国際事務科長 曾敏芳氏以下 名で
の視察を行ったところ、色艶を保った
ドライフルーツなど千葉の魅力ある特

あり、当所からは石渡専務理事以下
産品に関する質問が相次ぎ、多くの特

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

「第 回臨時議員総会・第２５９回常議
員会」が開催され、当日は、役員・議員お
よそ 名が出席。
「会頭の選任に関する件」
が承認された。
会頭職務執行者である粟生雄四郎副会頭
の挨拶の後、議長席に着き議事録署名人に
式田秀穂氏、福井晶一氏の両氏を指名、議
事に入った。
議案第１号「会頭の選任に関する件」に
ついて。粟生議長から、石井前会頭による
後任会頭に関するご意向が説明され、㈱千

産品を購入いただくなど非常に好評を

名が出席し、商工会議所事業の紹介を
意見交換を行った。
得ることができた。

設備
資金

台湾桃園市訪 問 団 が
当所を表敬訪 問
平成 年 月 日から 日にかけて、
12

友好交流協定を締結しており、千葉県
台湾の桃園市政府関係者からなる訪問団
が県内視察等のため千葉県を訪問した。 が東京に隣接し、なおかつ成田空港を

8

会頭就任挨拶

年以内

7

28

皆さまには日頃
より大変お世話に
なり、誠にありが
とうございます。
ただ今、千葉商工
会議所会頭にご選
任いただき、身の
引き締まる思いでございます。石井前会頭
のご功績に敬意を表しますとともに、後任
として精一杯努力して参ります。
さて、現下の経営環境に目を向けますと、
全体として緩やかな景気回復が続いており
ますが、業種や事業規模によって景況感に
濃淡があるほか、人手不足の深刻化や次世
代への事業承継にお困りの事業者が増えて
おります。また、来年 月にはいよいよ消
費税が増税される見通しが強まっておりま
す。

まずはお気軽にお電話でご相談ください‼
経営支援課

千葉商工会議所 企画経営部
TEL 043-227-4103

年以内

10

設置２年以内

設備
資金

8

桃園市は台湾の北部に位置し、全人

H30.11.9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）

10

行った後、相互の経済環境等について

6

設置１年以内

運転
資金

葉銀行の取締役頭取・佐久間氏を推挙した
いと選任案を提示し、
議場に諮った。
「議長、
一任」の声と共に、拍手により異議なく承認
され、新しい会頭に佐久間氏が選任された。
その後、
佐久間新会頭から挨拶があり、
第
回臨時議員総会・第２５９回常議員会は
閉会した。
なお、千葉県商工会議所連合会の臨時会
員総会において、佐久間会頭が同連合会の
理事に選任され、同日開催の理事会におい
て会長に選定された。

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。
）

融資期間
融資の要件

仕入資金／手形･買掛金の決済費用
諸経費の支払い

融資額

10

こうした中、当商工会議所では、皆さま
のお力添えを賜りながら、様々な施策を実
施していくとともに、商工会議所職員や外
部の様々な専門家の協力を得て、会員の皆
さまの経営課題の解決に、積極的に貢献し
て参ります。
千葉市内では、２０２０年東京オリンピ
ック・パラリンピック開催という明るい話
題に加え、ＪＲ千葉駅周辺では再開発が進
み、千葉の顔が新しく生まれ変わろうとし
ております。
地元の事業者が元気になると、地域も元
気になります。会員一丸となって千葉を盛
り上げて参りたいと思いますので、皆さま
のご支援・ご協力をお願い申し上げまして、
私の挨拶とさせていただきます。

6
夢シティちば 2018年12月号
夢シティちば 2018年12月号

7

マル経融資制度をご利用ください‼ 1.11％
10

69

▲まだあ〜るちば店内で買い物をする訪問団

69

60

2,000 万円以内

運転
資金
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。

資金用途
マル経融資とは？

年利

安心して借りられる！

30

千葉商工会議所
第69回臨時議員総会・第259回常議員会

友和会

社会福祉法人

友和会

社会福祉法人

友和会

社会福祉法人

友和会

社会福祉法人

友和会

社会福祉法人

友和会

志村万梨子
谷口さなえ
丹野 真人
相川 裕子
石井 綾子
山口あや子
池田 麻里
木村
努
渡辺
香
針谷 紀夫
中村 修也
石井 圭一
桐谷
稔
ベパリー サージュ
飯島
章
伊藤 孝昭
岩井 光志
麻生
洋
大石 幸枝
秋元 裕美
森蔭 敏久
多田 尚貴
倉地 光也
多部 直道
田﨑 和子
平嶋
薫
伊藤
健
伊東 克博
竹石 靖子
斉藤 香織
成川 俊子
藤井 重美
阿田 靖宏
吉田 知洋
森
誠
新發田祐宏
小林 章一
伊藤 盛敬
米川 季光
日暮 美香

㈱ジャンガ・テック
㈱秀
㈱秀
㈱昇和産業
白鳥製薬㈱千葉工場
白鳥製薬㈱千葉工場
㈲新栄工業
㈲新栄工業
㈱精美堂
㈱精美堂
㈲高山測量事務所
㈲高山測量事務所
㈲高山測量事務所
㈲高山測量事務所
㈱タムラカントウ
㈱トヨタレンタリース新千葉
㈱ドライアイスサービス
松原建設㈱
㈱マルハチ
㈱マルハチ
㈱マルハチ
㈱マルハチ
㈱マルハチ
㈱マルハチ
㈱マルハチ
水野運輸㈱
水野運輸㈱
水野運輸㈱
水野運輸㈱
ミズノ興業㈲
㈱モミモミカンパニー
㈱モミモミカンパニー
㈱モミモミカンパニー
㈱ルート14

菅谷 浩二
青柳 智士
齋藤 健一
久木野 勇
窪田 浩二
田代 泰祐
石上 良信
山﨑
浩
鹿野 展弘
戸張 友美
粟飯原貞徳
深山 大輔
曽根 貴博
三浦
稔
田中 貴博
猪戸 理恵
相模 秀樹
島本 尉之
中田 行保
奥山 修一
久松 幸司
渡邊 僚一
加瀬 祐一
濱田 修二
髙橋 寿夫
島本 岳人
田中 友和
長谷川 隆
山中幸太郎
時田 和枝
田中 博司

㈱千葉測器
㈱千葉測器
㈱千葉測器
千葉トヨタ自動車㈱
千葉三菱コルト自動車販売㈱
千葉三菱コルト自動車販売㈱
東亜外業㈱千葉事業所
東亜外業㈱千葉事業所
トヨタＬ＆Ｆ千葉㈱
トヨタＬ＆Ｆ千葉㈱
日産部品千葉販売㈱
日産部品千葉販売㈱
日産部品千葉販売㈱
日産部品千葉販売㈱
日産部品千葉販売㈱
日産部品千葉販売㈱
ネッツトヨタ千葉㈱
ネッツトヨタ千葉㈱
福井電機㈱
福井電機㈱
福井電機㈱
福井電機㈱
幕張実業㈱
幕張実業㈱
幕張実業㈱
松原建設㈱
松原建設㈱
松原建設㈱
松原建設㈱
㈱マルハチ
㈱ルート１４

事業所名
㈲アイフレンド
㈲アイフレンド
㈲アイフレンド
㈲アイフレンド
㈲アイフレンド
アクティブ販売㈱
㈱金子機材
㈱金子機材

アクティブ販売㈱
菌被害粒除去機能搭載機開発チーム
髙橋
内海

浩二
真宏

山﨑
緑川

JFE物流㈱東日本事業所
JFE物流㈱東日本事業所

芳博
清乃

事業所名

㈲シタァール
品川リフラクトリーズ㈱千葉事業所
社会福祉法人

友和会

被表彰者名

梅澤 和之
㈱オランダ家
時田 裕美
㈱オランダ家
成瀬
忍
㈱オランダ家
鷲北 俊之
㈱オランダ家
高橋
修
㈱金子機材
片岡 昌義
㈱金子機材
渡辺 正巳
カネマル工業㈱
奥村 義一
㈱北原防災
神野 勝男
京葉臨海通運㈱
石野 一幸
京葉臨海鉄道㈱
山下 和枝
JFEコンテイナー㈱千葉工場
上代 康裕
JFEスチール㈱東日本製鉄所（千葉地区） 川島 昌弘
JFEスチール㈱東日本製鉄所（千葉地区） 中山 克彦
JFE物流㈱東日本事業所
小松恵美子
式田建設工業㈱
鈴木 茂之
品川リフラクトリーズ㈱千葉事業所
眞野 秀明
㈱千豊
鈴木
克
㈱千葉測器
真汐 秀一
㈱千葉測器
小長谷利治
㈱千葉測器
諏訪原悦郎
㈱千葉測器
髙澤 英明
㈱千葉測器
野中
聡
千葉トヨタ自動車㈱
堀江 信宏
ハイテック精工㈱
中村 和広
㈱マルハチ
角田セツ子
㈱ラインワークス
鶴田 文明
㈲石橋空調

佐久間会頭

岩山表彰委員長（副会頭）

勤続30年以上代表表彰

勤続20年以上の被表彰者

勤続10年以上の被表彰者

アクティブ販売㈱

グループ表彰

勤続３０年以上の被表彰者

事業所名

被表彰者名

被表彰者名

㈱金子機材

平沢
遠嶋
水越
宮本
鵜沢
山﨑
中込
佐瀬
玉井
小出
千葉
山田
内山
金澤

品川リフラクトリーズ㈱千葉事業所

栄子
輝昭
ユミ
絹子
栄子
芳博
順子
光彦
孝一
俊哉
明典
由実
靖紀
大輔

髙畑
吉田
佐藤
中村
伊藤
川名
菊池
酒井
鈴木
染谷
原
村杉
阿部
猪俣
佐藤

伸光エンジニアリング㈱
伸光エンジニアリング㈱
新日本建設㈱
新日本建設㈱
新日本建設㈱
新日本建設㈱
新日本建設㈱
新日本建設㈱
新日本建設㈱
新日本建設㈱
㈱千豊
㈱千豊
㈲高山測量事務所
（左欄に続く）

弘史
武史
光男
雅企
雅之
康一
英明
洋之
喜幸
昇
徹也
和広
博幸
賢二
博

代表謝辞

10 30
54 27
20

第 回会員優良従業員表彰式

46

は、勤続 年以上 名、 年以

上 名、 年以上 名の被表彰

14

者とグループ表彰１組、来賓・

11

事業主等合わせて１６０余名の

出席を得て、 月 日三井ガー

デンホテル千葉にて挙行した。

式典は、粟生副会頭の開式の

ことばで始まり、「君が代」斉唱

の後、佐久間会頭から「この表

彰式は、長年にわたり会員事業

所に勤務され、会社の発展や地

69

域経済の振興に貢献された、優

25

秀な従業員の方々を称えるもの

で、昭和 年の開始以来、 回

を数える伝統ある式典でござい

ます。長年にわたり社業の発展

に貢献されてこられた皆さまに、

改めて敬意を表します。
」
とお祝

いを交え、あいさつを述べた。

20

祝賀懇親会の様子

続いて、岩山表彰委員長（副

10 30

会頭）から表彰審査報告が行わ

れた後、勤続 年以上、勤続

年以上、勤続 年以上、グルー

プの表彰が順次行われ、各代表

に佐久間会頭からそれぞれ表彰

状と記念品が授与された。

この後、千葉県知事（代理＝

千葉県商工労働部長・吉田和彦

様）
、
千葉市長（代理＝千葉市経

済部長・柗戸利一様）
、千葉市

議会議長・小松﨑文嘉様よりそ

れぞれお祝いのことばをいただ

いた。

続いて、被表彰者を代表して

ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所

千葉地区 中山克彦さんが「今

日このような機会を与えてくだ

さいました事業主、今まで支え

てくださった皆様方に対し、心

からお礼を申し上げますととも

に、今後、なお一層のご指導・ご

鞭撻をお願いいたしまして、被

表彰者を代表し感謝のことばと

いたします。
」と謝辞を述べた。

最後に、堀江副会頭の閉式の

ことばで表彰式を終了した。

表彰式終了後、祝賀懇親会を

開催し、望月副会頭による乾杯

の発声でにぎやかに始まった。

今年は、祝賀懇親会の会場内に

記念撮影ができるスポットを設

けたことで、事業所ごとやご家

族で思い思いのスナップ写真を

撮影し、和やかな雰囲気につつ

まれた。今年も祝賀懇親会は大

盛況で、事業主やご家族を交え、

受賞者の皆様が緊張を解きリラ

ックスした表情で歓談を楽しみ

盛会裏のうちに終了した。

夢シティちば 2018年12月号

69

（敬称略）
式典の様子

9

第 回会員優良従業員表彰式

社会福祉法人

永年勤続の功労を称え１２７名と企業貢献を称えグループ１組を表彰

トピックス

69

夢シティちば 2018年12月号

8

いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

麹の老舗

櫻井麹屋
〜日本の味を伝える〜

和食の基本となる味噌や甘酒など、
麹でつくった本物の味で暮らすことを伝えたい

寝ずの作業で
温度管理をして麹を育てる

やっていたそうです。

方から米を預かり、麹をつくることも

日本の食生活に不可欠な麹、それを使った味噌や甘酒を販売し、手づくり味噌教室を
行っている櫻井麹屋の櫻井幹久代表に伺いました。

かつては各家庭で
麹をつかって味噌や甘酒を手作り
当社は創業２５０年余り、江戸時代
中期より続いています。麹の店として

庭でつくっていたので、麹が必要でし

かつては味噌や甘酒をそれぞれの家

方から深夜２時ぐらいまで、１～２時

度管理です。
麹をつくっている時は、
夕

麹づくりの技術で最も大切なのは温

麹づくりでもっとも大事なのは麹室

た。町や村の行事でも小さなお祭りが

間おきに室内の温度をチェック。当店

は私で８代目となります。当家として

あり、
甘酒をつくっていました。
麹はす

は古典的な方法で空調設備は換気扇の

（こうじむろ）
の中での作業です。麹室

ぐにつくれるものではないので、みな

みですから、自身の身体で適切な温度

はもともと櫻井という食料品店を営ん

さん麹店で購入していました。農家で

を計り、調整します。温度が低ければ

では蒸した米に麹カビの種を蒔き、カ

は米を収穫した後に味噌を仕込み、１

ヒーターをつけたり、高くなり過ぎて

でいたのですが、代々続いていた麹店

年寝かします。以前は当店でも農家の

くれたりすると嬉しいですね。安価品

ビを繁殖させて「米麹」をつくります。

事を超えられないと感じています。父

もありますが、味噌自体がそれほど高

に跡取りがなく、祖父の弟が養子縁組

いれば、換気扇で外気を入れて下げま

から引き継いだ直後に、お得意様から

価なものではないので、プチ贅沢をし

麹店ではそれぞれ創意工夫してその店

す。これはもう自分の身体に叩き込ん

は「まだまだ親父の麹にはほど遠い

て、子供の頃からいいものを口にして

をして入ったのですが結核で亡くなっ

できた勘でやるしかないんです。

な」と言われ、一瞬だけ「このやろ

いただきたいと思います。私自身もそ

独自の米麹をつくりますから、店の者

この作業を行う日はもちろん眠るこ

う！」
と思いました。そしたら、
その人

うですが、みそ汁が母親の味となって

てしまい、祖父が麹店も引き継ぎまし

とはできません。若い頃は眠気に勝て

がニヤッと笑ったんです。その時、「甘

いる人も多いですからね。味噌はまさ

以外にはこの麹室を絶対に見せないと

ず、ふと気づけば温度が上がり過ぎて

えていてはいけない、いつか父を超え

に家族を繋いでいると思います。

た。櫻井麹屋と看板をだしてからは４

いて、失敗したこともあります。です

ていかないといけないんだ」と分かり

いうところも多いんですよ。

から、麹を育てている感覚ですね。手

ました。そんなふうに、お客さんから

代目となります。

をかけないと納得したものはできない

今まで激励されてきましたね。

ものづくりは
一生、経験を積むことが重要

というのは父から教えられました。

甘酒は砂糖も入れず、無添加でつく
む点滴」と言われているとおり、江戸

歳で父親の後を継ぐ

当店で独自に行っているのが手づくり

時代は夏バテ防止で夏場に売られてい

っています。甘酒は栄養価が高く、
「飲

若い頃は麹店という古臭い商売を継

味噌教室です。 月～翌年４月に、店に

１時間あまりで味噌の仕込みが
できる手づくり味噌教室

がなければならないのか、自分で新しい

父は私が 歳の時に他界したので、

はできない。それで覚悟を決めました。

の地で代々続いている商売を絶つこと

ことをするのか迷いました。けれどもこ

節は予約がとれないほどの人気です。

から食べていただきます。寒仕込みの季

をして、自宅に持ち帰って１年寝かせて

いらしていただいて一緒に味噌の仕込み

けると思います。

さい。思わぬおいしさを感じていただ

ったり、牛乳で割って飲んでみてくだ

たほどです。甘酒を砂糖の代わりに使

10

ったのですが、いつになっても父の仕

前の父の背中をずっと見ていたとは思

その時からで一人でやっています。生

味噌づくりが簡単につくる施設をつく

作るのは辛くなってきたので父の代で

っていた人たちが高齢になり、自宅で

当店の麹を使って、味噌や甘酒を作

ことはないと思っていますし、経験を

からも麹のつくりかたを大きく変える

ことができたのかもしれません。これ

当店は希少な商売ですから生き残る

かしか味わえないとも言っていました。

まだまだ積まなければならないことは

最近は食育なども進み、手作りのも

上を目指さないと、そこで技術が止ま

りました。当店では予め大豆を柔らか

のが見直されてきていますよね。大人

ってしまい、落ちていくだけですから。

肝に銘じています。父も絶対にこれが

ばかりではなく、幼稚園や小学校単位

お客さまにおいしいと思っていただける

にしておくので、１時間と少しで仕込

でも来てくれます。それを食べておい

商品を作り続けていきたいと思います。

いいと思えることは一生のうちに何度

しかったからと親御さんが買いに来て

むことができます。

32

会社DATA

櫻 井 麴 屋

櫻井 幹久
〒262-0023 千葉市花見川区検見川町2－80
TEL：043－273－8067
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日㊌

月 日㊌
消費税軽減税率制度導入に備えて
セミナーを実施

月

当所は消費税軽減税率窓口相談等事業
として消費税軽減税率制度セミナーを開
催した。
月 日はアルト経営パートナー㈱
代表取締役の加藤敦子氏から「何が変わ
る？知らないと危ない！軽減税率の対策
とポイント！」と題して、軽減税率制度
に対応するために事業者が行わなければ
ならない事項（帳簿・請求書の記載方法
等）
、インボイス制度、レジ補助金につ
いてご説明をいただいた。
セミナー後の質疑応答時には、参加者
の方から熱心に質問があり、軽減税率制
度の導入（平成 年 月予定）までに必
要な事項を確認されていた。
なお、今後も当所では消費税軽減制度
に関する相談を受け付けている。

日㊐

千葉市大型店会 月例会
千葉市大型店会（大川代表幹事）は
月例会及び視察会を開催した。
会議では千葉市内大型店連携共同事業
の実施について協議を行い、２年後に控
えた東京オリ・パラの気運を盛り上げる
ため、各商業施設でのパラスポーツのイ
ベント開催や市場に出回らない産品の販
売企画などの意見が上がった。来年１月
の例会においても、引き続き同議題で協
議することとなった。
午後からは株式会社竹中工務店技術研
究所の視察を行った。
今回は、①防虫実験室、②音響実験室、
③バイオクリーン・バイオセーフティ実
験施設、④緑化研究スペース、⑤耐火実
験棟、⑥大型工場実験室、⑦遠心模型実
験室等を見学した。

月

月 日㊊

概ね 歳以下対象合同就職説明会

31

月 日㊋
第 回ビジネス商談会
船橋 ２０１８を開催！
船橋・習志野・八千代・浦安・千葉商
工会議所の県内５商工会議所および東京
商工会議所江戸川支部は、船橋商工会議
所にて合同でビジネス商談会を開催した。
当商談会は地域を越えた事業拡大や販
路開拓などを目的とし、商工会議所の会
員企業のうち、参加申し込みのあった事
業者から事前に商談希望先をヒアリング
した上で、相手企業とのマッチング調整
を行っているため、密度の濃い商談を行
えることが特徴である。
業 種 は、建 設、卸 売、小 売、製 造、
サービス業など多岐にわたっており、当
日は の事業所が参加し、計 組の商談
が行われ、県内・都内の各地から集まっ
た参加者たちは、自社の売上拡大に向け、
互いに情報収集を行いながら熱心に商談
を行った。

10

商工会議所地元チーム応援企画

45

月 日㊍
交流深め、 組がラウンド
役員・議員、４部会合同ゴルフ大会

10

▲連携共同事業について協議している様子

12
夢シティちば 2018年12月号
夢シティちば 2018年12月号

13

10

10

10

昨今、中小企業・小規模事業者におい
て、人手不足感が強まっている。このよ
うな状況のなか、当所は、一人でも多く
の求職者に魅力ある地元企業を知っても
らうことを目的に、合同就職説明会を千
葉公共職業安定所及び千葉市と共催で開
催した。
当日は、会員企業 社の採用担当者が、
来場した大学新卒者・既卒者 歳以下の
求職者 名に対し、積極的に自社の魅力
をＰＲした。
本説明会終了後、参加企業にアンケー
ト調査を実施したところ、「定期的に開催
してほしい」「このような機会がないとな
かなか求職者と出会えないため、また参
加したい」などのお声をいただいた。

道場店・稲毛店・銀座店

10

会員交流事業として、ジェフユナイ
「役員・議員、４部会合同（金融、運
テッド市原・千葉 モンテディオ山形戦
輸、観光・サービス、自由業部会）合同
を 名で観戦した。
親睦ゴルフ大会」が、源氏山ゴルフクラ
参加者には、特典として選手直筆のサ
ブ（市原市）で開催され、 組 名の参
インボールをお渡しした。
加を得た。
試合は前半 分、左サイドからのクロ
当日は天候に恵まれ、全員が ホール
をプレー。思い思いラウンドを楽しんだ。 スに、指宿選手が頭で折り返したボール
を、町田選手がヘッドで押込みジェフが
その後は、クラブハウス内のコンペル
１点を先制。前半終了間際にも、追加点
ームで、表彰式と懇親会を開催。参加者
をあげた。
は互いに名刺交換や談笑をするなど、交
後半、キーパーの大野選手が相手選手
流を深めていた。
を倒してしまい、ＰＫで１点を失うが、
なお、主な結果は次の通り（敬称略）
そのまま２対１で勝利。１点差ではあっ
【優 勝】 ㈱マルカミ装商 神
 戸 睦也
【準優勝】 内藤事務所  内藤三地郎
たが、 本のシュートを放ったジェフユ
【３ 位】 ㈱千葉ステーションビル
ナイテッド市原・千葉の完勝だった。
スポーツを通じて会員交流ができ、参
加者には大変好評であった。

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

〒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
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/

日立特約店
千葉名産

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

10

22

▲自社商品を提案している様子
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10

15

45

22

10

椿
浩

【ベスグロ】 ジャパンゴルフスクール
大和田将弘
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日㊌

月

月

日㊍

日㊊

生産性向上セミナー「生産性向上のために今すぐ
できるひと工夫～心理学に基づく現場改革」を開催

月 日㊍・ 日㊎

月 日㊌

女性経営者等向けゼミ
当所は、女性経営者等の事業経営の継
続・発展を支援することを目的に、女性
経営者や管理職等を対象とした少人数制
ゼミを開催した。本ゼミは、最新の市場
動向やマーケティング手法について学べ
るもので、シリーズ形式になっており、
７月から 月にかけて隔月開催、さらに
１日のみの休日開講ゼミも開催した。
講師には、早稲田大学 教授 野口 智
雄氏をお招きし、
「マーケティング・マ
インドを身につける」
、
「マーケットをつ
かむ方法」
、
「ブルーオーシャン理論を理
解する」の３つのテーマごとにご講義い
ただいた。マーケティングの基本はもと
より、新たなアイデアを生成するオリジ
ナルの方法論である「水平思考のプロセ
ス」手法などについて、野口教授がユー

▲野口教授による講義

月
2

新入社員フォローアップ研修

11
11

当所は消費税軽減税率窓口相談等事業
当所は、入社半年を経過した新入社員
として消費税軽減税率制度セミナーを開
等を対象とした新入社員フォローアップ
催した。
研修を開催した。本年度は、働き方改革
第１部は講師の橋本泉氏から「ブラッ
や生産性向上についてのカリキュラムを
クボード手描きＰＯＰ講習会」と称して、 取り入れ、従来の１日研修を２日間研修
消費税率引上げに負けない集客術と、売
に拡充した。
上アップを目指す手法を学んだ。販売経
一日目は三和インターナショナル㈱の
験を活かした講師の適切なアドバイスを
加藤栄子氏、木村三起子氏を講師に迎え、
もとに、受講者は集中して書き上げ、目
基礎編として接遇や電話応対等のビジネ
を引くＰＯＰを完成させていた。
スマナーを振り返り、参加者間で悩みを
第２部では千葉東税務署から「消費税
共有し、解決策をディスカッションした。
軽減税率の概要」について説明を頂き、
二日目は㈱エム・アイ・エス・インター
来年 月の制度導入に備えるようにお話
ナショナルの畠山直美氏を講師に迎え、
があった。なお、今後も当所では消費税
展開編としてグループワークの時間を多
軽減税率制度に関するセミナーを開催し
く設け、キャリアアップやワークライフバ
ていく。
ランス等について検討し、発表を行った。
受講生はストレスや悩みを共有し仕事
に対する意欲を新たにしたようであった。

「ブラックボード手描きＰＯＰ講習会」を実施

消費税軽減税率制度導入に備え売上アップを目指す

11
当所は、経営講習会事業として（ 一
社）銀座カウンセリングルーム代表理事
の清水 聡 氏を迎え生産性向上セミナー
シリーズの第２回を開催した。
セミナーは、ブレインストーミング形
式で進行し、参加者同士で、自社の生産
性向上に今後どのように取り組むのか、
従業員のワークライフバランスを実現す
るにはどうしたらよいのかを考えた。
講師からは、現在の人手不足に対応す
るには、採用活動に注力するばかりでな
く、現在のスタッフの能力・自主性を高
めることが重要であると解説があり、明
日から実行できる生産性向上等について
参加者に具体例の紹介を行った。

▲POPの書き方についてプロジェクターを用いて説明

外国人観光客の対応について検討
ホテルと商店街・店舗との意見交換会

1
5

当所は、ホテルと商店街・店舗との意
見交換会を開催した。
本意見交換会は、地域の商店街・店舗
が外国人観光客を受け入れていくにあ
たって、課題となっていることに対応し
ていくため、開かれたものである。
前回の会議では、「外国人観光客歓迎の
意をアピールすること」
「商品等の説明」
「メニューの多言語化」などが課題とし
てあげられたことから、当所では、多言
語メニューの作製や外国人留学生による
ロールプレイング講習、講習会等で学ん
だことの実践の場である「まち歩きガイド
ツアー」などを実施していく予定である。
会議では、当所が実施予定の事業につ
いて説明し、各出席者から意見を頂戴し
た。今後は、 月に多言語メニューの作
製を行うこととしている。

月 日㊏〜 月 日㊏
平成 年度 千葉商工会議所
創業スクールを開催

▲ホテル・商店街・店舗の皆様から意見を頂戴した

当所は 月６日～ 月３日
（各土曜日）
の５日間に渡って創業スクールを開催し
た。
当スクールは毎年、千葉市周辺で創業
を目指す方を対象に行っているもので、
創業にあたって必要な経営に関する諸知
識を学びながら、創業に向けた事業計画
の作成を行うものである。今年度は、実
際の創業を見据えたより実践的な内容と
すべく、計画作成を重視した内容で進め
た。
スクールでは、創業者が陥りやすい失
敗のパターン、資金繰り管理や計画作成
の重要性、千葉市内での創業者が利用で
きる支援制度などについて学び、最終日
には、スクールで作成した事業計画をプレ
ゼンするビジネスプラン発表会を行った。

11

相続税対策スタッフ

モアを交えながら事例紹介を行うことに
より、受講者は楽しみながら学ぶことが
できた。
また、シリーズ途中には、野口教授を
囲み懇親会を開催し、ざっくばらんな懇
談と、受講者同士の交流が深められた。
ゼミ終了後、受講者に対しアンケート
調査を実施したところ、「知らないことが
多く、興味深く聴講できた」「他の受講者
とも交流ができ、人脈が広がってよかっ
た」などといったお声をいただいた。
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10・11月
タイムライン
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▲懇親会の様子

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＞

タイムライン

医療・介護部会（藤本部会長）は、仕
事と介護を両立出来る社会の実現に向け、
介護離職防止に貢献すべく「従業員の介
護問題対策セミナー」を開催した。
（一社）介護離職防止対策促進機構 理
事の飯野三紀子氏による「課題解決にむ
けて（企業の取組み）
」および、㈱在宅支
援総合ケアサービス 代表取締役の依田
和孝氏による「介護サービスの種類につ
いて」の２部構成でご講演いただいた。
介護現場の現状や問題点、仕事と介護
の両立に向けた企業・従業員の取組み方
法について、経験を基にご説明いただい
た。
参加者は皆、メモを取りながら熱心に
聞き入っており、関心度の高さがうかが
え、大変有意義な時間となった。

月 日㊍
従業員の介護問題対策セミナーを
開催
月 日㊋
インバウンド対応の
普及方法について意見交換

▲インバウンド対応をいかに普及させていくか意見交換

国際委員会（久保委員長）及び情報委
員会（池田委員長）は、合同委員会を開
催した。会議では、有限会社なかはらと
株式会社千葉ショッピングセンターから、
インバウンド対応の事例について、それ
ぞれ個店、商店街の立場からご説明して
いただいた。その後、ご説明いただいた
事例を参考に、
「中心市街地でＷｉ Ｆ-ｉ
やキャッシュレス決済などのインバウン
ド対応をいかに普及させていくか」につ
いて意見交換を行った。
出席者からは、「事業者がキャッシュレ
ス決済などのインバウンド対応を行うメ
リットが必要」「広域で共通の取組となる
よう行政の協力が必要」「外国人観光客を
受け入れる側の機運醸成も必要」などが
意見としてあげられた。

▲商店街の取組みについて話を伺う（川越商工会議所内会議室）

小売部会（中島部会長）
・食品部会（森
山部会長）
・卸売部会（山口部会長）は共
催で川越視察研修会を開催した。
川越は都心から キロメートルの位置
にあり、伝統に培われた商工業、豊かな
歴史と文化を資源とする観光業等が充実
している都市である。
午前は川越商工会議所のご協力のもと、
竹澤穣治専務理事から川越全体の概要・
商工会議所事業をご説明いただき、川越
一番街商業協同組合の小峰春彦理事長か
ら「川越のまちづくり」をテーマに商店
街の歴史や現在の課題等を伺った。
午後からは自由散策の時間をとり、午
前に説明いただいた商店街の様子を、参
加者各々の事業運営に活かすために視察
した。

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。

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

依田和孝氏

飯野三紀子氏

○相談日
1月18日（金） 14：00〜17：00

●債権が回収できない
●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
応じます。

○相談員
榎本 初雄

○相談日
1月10日（木） 14：00〜17：00

30

氏（千葉県社会保険労務士会千葉支部所属）

※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

経営支援課

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

医療法人社団 報徳会

報徳千葉診療所
千葉市中央区本町1−1−13

☎043‑225‑6232
17
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まで

TEL.043-227-4103

2

小売・食品・卸売部会

○相談員
伊藤 達郎

11

日㊎

労務相談全般に応じます。

○相談日
1月17日（木） 14：00〜17：00

30

月

就業規則、社会保険、助成金等、企業経営における

氏（千葉県税理士会千葉東支部所属）

10

蔵造りの街並みを視察

○相談員
河原 大輔

社会保険労務士による労務相談窓口

氏（弁護士）

18

国際・情報合同委員会

弁護士による商工法律相談

○相談員
大谷たかし
石井 孝昌

14：00〜17：00

10

医療・介護部会

専門家による相談窓口（無料）

10・11月

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

ちば県民保健予防財団
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
千葉市美浜区新港32-14

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp
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業を考えました。

代表取締役／岡田 れい子
〒263－0001 千葉市稲毛区長沼原町679－7
電話 043－377－9972

たデザイン画をもとに、型紙を作る仕

ー（ファッションデザイナーが作成し

元々私はアパレル会社のパタンナ
上げました。常勤はこのほかパートタ

社の内河直道専務取締役と一緒に立ち

たちと３人の予定でしたが、現在の会

社名の「ａｎｅｍｏｉ（アネモイ）
」と

てきて、部下に指示を出して急いで社

が熱を出すと保育園から電話がかかっ

たので、勤務は厳しかったです。子供

子供２人を抱えるシングルマザーだっ

す。火は風によってよく燃えあがりま

「火」とつながっていると言われたんで

ますし、以前、占ってもらった時に私は

会社名がアルファベットのＡから始まり

神さまたちの総称なんです。電話帳でも

子供の寝顔しか見られなかったりして、
もう少し自宅に近い会社に転職するこ
か条件が合いませんでした。そこで起

繊維小物品 などのお直しや検品、国

現在の柱となる事業は、オリジナル

とも考えましたが、年齢的にもなかな

徐々に生産は国内生産に販売はユーザ

プリントで外部の工場に発注します。名

れま す。 統一柄（デザイン）はシルク

でロゴや個人の名前、背番号などを入

Ｔシャツやユニフォームにプリント

興味を持ってくれるよう、ＨＰやカタ

つくることが多いので、当社もパンフ

体育祭、文化祭でお揃いのＴシャツを

この仕事をしていて本当に良かったと

主に高校生を対象にしているのですが、 が、お客さまに喜んでいただけると、

レットを作成して、営業しています。

思いますね。

ザインや型をこだわってしまうのです

方々が気づかないような細部にまでデ

私は職人気質なので、発注された

だければと思っています。幼稚園の袋

な専用の機器もあるので、使っていた

ンや刺繍の機械やそのほか縫製に必要

て社内を改装しています。仕事柄ミシ

ーキングスペースをつくりたいと思っ

今、洋服や服飾小物に特化したコワ

製なども行っています。

前や背番号など個々に異なる部分につい
ログも親しみやすいデザインにして工

いきました。

てはラバープリントという手法で社内で
夫しています。今年は関東近郊の高校

りするコスプレイヤーなども多くいま

を縫ったりするお母さんや衣装を手作

作業します。お客さまに喜んでいただ

に２５００部を配布して１８０件受注

フォームも体育祭・文化祭前など受注

課題はオリジナルのＴシャツやユニ

服に関心のある人がもっと増えるので

人たちが気軽に集える場があれば、洋

が高いと感じる人も多いんです。そんな

すし、裁縫を一人でするのはハードル

時期が限られてくることです。企業の

はないかと思います。洋服にはいろい

洋服に特化した
コワーキングスペースを

ちなみに、起業してから子供たちと

ユニフォームも受注が春先に集中しま

ろな楽しみ方がありますので、様々な

おり、生産力は非力ですができるだけ

接する機会が増えました。土日に私が

す。けれどもそれだけでは他のシーズ

形で伝え、広めていきたいですね。

拡大していきたいと思います。

出勤する時などは会社に来て、簡単な

ンの収益が見込めないので、衣料品や

しました。作業を行う人数は限られて

くためにこうした個別のものにも対応

学生向けのものですね。クラブ活動や

内外のＯＥＭ（ブランド品の生産）縫

プリントでオリジナルプリント
Ｔシャツなどを制作

時も、早朝や深夜しか家にいないため、 すので、この名前を選択致しました。

を出たり、母が面倒を見てくれている

生産を担当しておりました。家庭では、 いうのはギリシャ神話に出てくる風の

東京の企業ユニフォーム会社で企画・

イマーの人がいます。

創業しました。当初は前の会社の同僚

２０１０年７月 日に現在の会社を

アネモイ株式会社

事）でした。この仕事を経て、前職は

ワークライフバランスにより
起業を決意

会社DATA

販路を拡大したいと考えているのが、 ーと直接取引を行う販売へと変更して

したいと専用の機械を導入しました。

企業の制服やプリントＴシャツなどの
企画・製造・販売などを行っているアネ
モイ株式会社の岡田れい子代表取締役に
お話を伺いました。

ユニフォームやプリントＴシャツで
少しでも服を着る楽しさを伝えたい

業制服（ユニフォーム）の企画製造販

プリントウエアーの製造販売や各種企

創業して10年未満の若い企業をご紹介

売です。

29

作業を手伝ってくれる時もあります。

ユニフォーム制作では
細部にまでこだわりを持つ
もう一つの柱のユニフォームですが、
私はもともとパタンナーでものづくり
に携わっていたので、この会社ではモ
ノづくりを中心にと考えていました。
ただ、この部門も紆余曲折があり、
創業当初は中国生産ＯＥＭ中心で納品
までの間にレートが変動し、当初の利
益率が確保出来ない場合もあったり下
請けが中心だったので利益を確保する
のが非常に厳しい部分でした。なので、

18
夢シティちば 2018年12月号
夢シティちば 2018年12月号
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汗 の 輝き

市外

㈱ヒューム 東京ドローンプラス

【代 表】 馬場 美絵 ☎03-6268-8822
【所在地】 東京都港区新橋

緑区

㈱Ｂｅ−Ｖｒｔｘ

【代 表】 貝沼 邦男 ☎043-312-6179
【所在地】 緑区おゆみ野

産業用ドローンの製造・販売並びにドローンスクール
の運営、
ドローンによる空撮

インターネットを利用した通信販売業、卸売業及び
小売業ならび、それらのコンサル

ドローンのことなら、
すべておまかせ下さい。

インターネット等を利用し輸入品などを安価で販売します。

中央区

㈱アルバ

【代 表】 大木 康則
【所在地】 中央区栄町

千葉支店
☎043-223-5688

中央区

中央区

小売店舗等商業施設の内外装工事、サイン、什器、
ディスプレイのデザイン、設計、施工
経験豊かなスタッフが多く得意先の評価も良好で、
情報を
創造的、
革新的に商品化する会社。

稲毛区

☎043-306-5001

整骨院鍼灸院＆フィットネススタジオ アシスト

【代 表】 澤野 啓祐 ☎090-7211-3379
【所在地】 稲毛区小仲台

人材派遣事業、人材紹介事業、人材コンサルティン
グ、介護福祉車両運行管理

求人広告代理業、採用支援ツール制作（ＨＰなど）、
中国語翻訳

整骨・鍼灸・
トレーナー派遣を行い、人々の健康維持、
増進のお手伝いを行う。

ドライバー及び作業員、
事務スタッフ等の優秀な人材の派
遣をご提案しております。

求人広告代理店事業20年の経験をベースに千葉を中心に
活動しております。

整骨・鍼灸・パーソナルトレーニング、
トレーナー派遣を行い、
健康増進をサポート。

市外

㈱なゆた フットケアなゆた

【代 表】 大岩 久恵
【所在地】 船橋市金杉

☎047-489-1304

花見川区

行政書士フォース国際法務事務所

【代 表】 内山 将之 ☎047-406-4492
【所在地】 花見川区横戸町

フットケアサロン経営・スクール事業、講演活動、靴
下・靴販売業

外国人ビザ申請、飲食店等開業支援、各種許認可申
請のサポート、
Ｉ
Ｔ関連業務、
ＹｏｕＴｕｂｅ

健康経営優良法人認定制度：従業員の健康増進と生活習慣
病予防対策プランを無料でご提案します。

ＶＩＳＡ申請手続き、
Ｉ
Ｔ関連業務、
図面作成代行、
ＹｏｕＴｕｂｅ
マーケティングなどを行っております。

中央区

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。

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

㈱プレミアム

中央区

船越広治

【代 表】 大沼 雄一郎 ☎043-308-6777 【代 表】 船越 広冶
【所在地】 中央区松ケ丘町
【所在地】 中央区椿森
中古車販売

中央区

中央区

☎043-375-9525

Ｔシャツ・
トレーナー等の卸売

㈱プロイト

中央区

㈱エイシル

機械の設計及び製作、設置、
コンサルタント業務

中央区

(同)ＴＲＹＣＥＰＳ

【代 表】 大出 邦雄 ☎043-221-5566
【所在地】 中央区富士見
パーソナルジム

ホタカ㈱

中央区

おたからや きぼーる通り店

不動産・建設業

若葉区

㈱浅川ブロイラー

㈲川合商事 ケアペッツ千葉中央店

【代 表】 伊藤 賢一 ☎043-216-3279
【所在地】 中央区神明町

女性動物看護師によるペットの訪問介護・看護・ペッ
トシッター等のケアをするお店です。

若葉区

読売センター桜木

【代 表】 佐藤 芳興
【所在地】 若葉区桜木

☎043-233-3443

新聞小売業を営み、取扱新聞は読売・日経・報知・千葉
日報他。

中央区

Ｓｈａｐｅｒｓ　 Ｊａｐａｎ ㈱

【代 表】 松本 範昭
【所在地】 中央区松波

美浜区

㈱千葉土地建物
☎043-312-9108

トップソルブ㈱

【代 表】 渡邊 淳 ☎080-1104-9785
【所在地】 美浜区高洲
整骨院

中央区

フルハシＥＰＯ㈱

【代 表】 山口 直彦 ☎043-262-0100
【所在地】 中央区浜野町

不要となった木くずを１００％リサイクルし、環境で
未来をクリエイト致します

市外

(一社)助成金人事労務支援協会

【代 表】 加藤 光 ☎0120-94-6406
【所在地】 静岡県浜松市中区曳馬

働き方改革の推進と助成金活用についての無料説
明会を実施

稲毛区

稲毛区

サクセス㈱

【代 表】 吉田 功子 ☎043-252-9677
【所在地】 稲毛区穴川
不動産賃貸業

戸建て分譲地を中心とした売買・仲介を営む

【代 表】 浅川 政明 ☎043-228-1295
【所在地】 若葉区高根町

中央区

☎043-488-6315

不動産の仲介買取販売

若葉区

☎043-301-5357

ブランド品や金属類の買取サービス

ファーストアップレジデンス㈱

【代 表】 高橋 武浩
【所在地】 中央区南町

☎043-376-1800

総合ペットケアサービス、
トレーラーハウス企画、販売

中央区

ソフトウェア開発

【代 表】 佐々木 貴史 ☎043-215-7808 【代 表】 帖佐 英史
【所在地】 稲毛区園生町
【所在地】 若葉区都賀

養鶏業
（ブロイラー）

㈱ ｉ−ｎａリフォーム

☎080-3480-6258 【代 表】 芝㟢 竜吾 ☎043-441-7673
【所在地】 稲毛区小仲台

若葉区

㈱シュアショットインターナショナル

【代 表】 大貫 貴之
【所在地】 若葉区原町

☎043-207-2072

自動車販売、修理業、自動車用品販売業

花見川区

㈱プラクティカルアクション

【代 表】 杉田 圭 ☎043-273-2750
【所在地】 花見川区花園
障害者を対象とした福祉事業

美浜区

（公財）ちば国際コンベンションビューロー

【代 表】 佐藤 忠信
【所在地】 美浜区中瀬

☎043-297-4301

国際会議などMICEの誘致・支援、国際交流イベント
開催、在住外国人相談支援

中央区

アイリスチトセ㈱ 千葉営業所

【代 表】 板持 貴哉
【所在地】 中央区新町

☎043-388-8893

オフィス、福祉、教育家具を含む業務用家具の製造、販売
業務用家具の事でお困りでしたら、
ぜひご相談下さい。

美浜区

千葉トータルサービス

【代 表】 長谷川 淳
【所在地】 美浜区幸町

☎043-245-6160

ハラール産業に関わる展示会の企画、運営

内装リフォーム

清涼飲料水等の自動販売機設置開発事業

ハラール産業に関わる展示会の企画、
運営

稲毛区を中心にした内装リフォーム専門会社です。

各大手メーカーの飲料品をご用意しております。皆様の心と
体を潤します。

美浜区

㈱ビュート

【代 表】 村田 洋一
【所在地】 美浜区中瀬

若葉区

☎043-296-8776

㈱ Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ

【代 表】 閔 弘圭 ☎043-497-5740
【所在地】 若葉区都賀

緑区

機動洗車隊

【代 表】 早川 大輔
【所在地】 緑区誉田町

千葉中央店

☎070-2185-6397

大型客船クルーズシップによる船旅専門旅行会社

ドローン製造、
リース、開発

水に代わる洗車液剤を使った出張洗車

個人旅行はもちろん、
社員旅行やインセンティブでもクルー
ズは人気です。お得プラン有。

屋内を自律飛行する非ＧＰＳ型ドローンの自社開発からクラ
ウドサービスまでを提供。

水に代わる洗車液剤を使って、
いつでもどこでも洗車ができ
る新しいサービスです。

中央区

㈱ハーレー タイコラボ千葉

市外

㈱ ＲｅｎＫ’ｚ

【代 表】 稲生 亜紀奈 ☎043-215-8100 【代 表】 齋藤 練吾 ☎0436-55-9467
【所在地】 中央区富士見
【所在地】 市原市ちはら台東

夢シティちば 2018年12月号

㈱アルファベット

【代 表】 日色 晴康
【所在地】 中央区春日

【代 表】 中川内 博史 ☎043-420-8881 【代 表】 長谷川 雄一 ☎043-216-2664 【代 表】 菅又 雅道
【所在地】 中央区蘇我
【所在地】 中央区新町
【所在地】 中央区中央

稲毛区

21

（順不同・敬称略）

【代 表】 板谷 保 ☎043-209-5440
【所在地】 中央区稲荷町

㈱ＵＨＢ

【代 表】 植野 直子
【所在地】 中央区中央

新入会員 のご紹介

㈱オーク・インテリジェンス

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

市外

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸・松坂屋

【代 表】 好本 達也 ☎03-5846-1257
【所在地】 東京都江東区木場

和太鼓スクール タイコラボ千葉、船橋、行徳の経営

警備業、調査全般

全国主要都市に、大丸・松坂屋を17店舗展開する小売業

初心者のための和太鼓スクール、
タイコラボ千葉です。
よろ
しくお願いいたします。

ストーカーをはじめとした女性、
子どもの保護対策に特化し
た警護、
調査に自信があります。

千葉県でご活躍される経営者の皆様に、
大丸松坂屋の外商
サービスをお勧めいたします。

夢シティちば 2018年12月号
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外部からのお知らせ

国家戦略特区
National Strategic Special Zones
ビジネスを行う上で求めたい規制緩和はありませんか？
千葉市は国家戦略特区です！

2016年1月29日に千葉市は国から特区の指定を受けました。
「ビジネスの支障となっている▲▲▲の法規制が緩和されると、 新しく●●●を行うことができる」とお考えの方、 ぜひ、 その規制
改革(緩和)のアイディアをお寄せください。
いただいたアイディアを千葉市と共同で国へ提案することで、 新たなビジネスの道が拓ける可能性があります。
国家戦略特区では、 新たなビジネスとして以下の規制改革事項などが実現しています。
特区民泊（滞在施設の旅館業法の適用除外）

まずはお気軽にお問い合わせ、
ご相談ください！

本 店 ＴＥＬ043-221-8110
支 店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//chiba-cgc.or.jp/

●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さま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、
お客さまの夢の実現に向け、
サポートいたします。

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

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。

23
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当協会LINE＠アカウントは検索もしくは
右記QRコードから
ご登録できます。
当協会主催イベント等、
最新情報を
配信しています！

実現した
規制改革
事例
(一部)

旅館業法に基づく宿泊業では許可が必要となるが、特区民泊では、
一般住居(空家等)を有料で観光客等に宿泊させることが可能
※千葉市は住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行に先駆けて国の認定を受けました。
「道の駅」の設置主体を､ 市町村等の公的主体に限らず、
市町村との協定締結等を前提に､ 民間事業者に拡大

道の駅の設置者の民間拡大
農家レストランの農用地区域内設置の容認

農業者が自己の生産する農畜産物等を主材料として調理提供する場合、
農家レストランを農用地区域内に設置することが可能

テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の
対面原則の特例

遠隔診療が行われた場合、薬局の薬剤師は医療資源の乏しい地域に
居住する者に対し、テレビ電話を活用した服薬指導が可能
※千葉市は居住する場所にかかわらず都市部においての実現を提案しています。

ビジネスの支障となる法律や制度等でお困りであれば、まずはご相談ください‼
千葉市は、 市内に国際競争力のある産業を集積させることで雇用や税収を生み出し、 市民の利便性や都市の魅力・
競争力の向上を図ることを目的に、 幅広い分野の“規制改革メニューの活用”や国に対して“規制改革提案”を行うなど、
民間事業者・国・千葉市の三者で連携し、 各種取り組みを推進・支援しています。
規制改革アイディアのご提案やメニュー活用に関するご質問など、まずは千葉市までお問い合わせください。
【お問い合わせ】 千葉市役所国家戦略特区推進課
QRコードもしくは、 国家戦略特区

☎043－245－5346
千葉市 検索

夢シティちば 2018年12月号
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度の運用に問題があることが多いので
す。
■評価制度の目的

は評価制度の運用面を再度点検してい
ただくようにしています。具体的には、
評価者の方が、①自社の評価制度をど
のように捉え、②どのような心構えで、
どのような評価・フィードバックを

最近では、評価制度を改訂したいと
いうご相談が増えてきました。このよ
うなご相談をお受けした際には、まず

②次には、他の人との比較をして評価
を行わないということです。これもよ
くあるケースです。
評価を行う時に、
Ａ

ていない」との考えになりがちですが、 素を理解し、それぞれの要素について
実は、うまく行かない原因は、評価制
の評価を行うことが重要です。

行っているのかということです。
従業員から評価に対する不満が聞こ
えるようになると、「制度が当社に合っ

さんは優れているが、Ｂさんは劣ると
いうように、対象者以外の方を基準に

価を行う際に多く見られます。評価者
側に対象者のイメージが色濃くできて
しまっているからです。個々の評価要

いうことです。評価の際には、従業員
や部下の方の全体イメージを思い浮か
べ、その印象だけで評価をしてしまい
がちになります。この傾向は、長い期
間見続けている従業員や部下の方の評

用をしていきたいものです。
■評価を行う際の原則
①まずは、印象だけの評価をしないと

しまいます。ある意味、従業員や部下
の方から、評価者が評価されていると
いうことであり、評価者はそのような

説明をきちんとすることが重要であり、
それができない評価者は信頼を失って

員や部下の方にフィードバックをきち
んと行うことです。従業員や部下の方
に対し、評価結果について納得のいく

支援を行ことが評価者の役割です。
④そして、評価結果については、従業

ていたところは褒め、できなかったこ
とや不足していたところは、どうすれ
ば良いのかを考えさせ、助言するなど

ります。評価期間中に、従業員や部下
の方が、できたこと・できなかったこ
と、優れていたところ・不足していた
ところについて、しっかりと棚卸を行
うことが大切です。できたことや優れ

けでなく、育成の観点を忘れないとい
うことです。評価を行う時は、従業員
や部下の方に成長を促す良い機会とな

中

評価制度の本来の目的は、育成・能
力開発にあります。しかし、「評価を行
評価をしてしまうのです。評価の原則
は絶対評価でなければなりません。絶
対評価とは、各評価要素の基準に照ら
自覚を持って、運用していくことが大
切です。
皆様の事業所でも、評価制度の運用
状況を一度点検してみてはいかがで
しょうか？

公正な評価が従業員や部下の方の
やる気を引き出す！

う」ということにとらわれ、個人の優
劣や評価の結果だけを見てしまいがち
になるケースが見受けられます。
して評価を行ことです。また、優秀な
経営者や上司の方は、自分と対象者を
比較して評価を行う傾向がありますの
で注意が必要です。
③また、評価により点数付けをするだ

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

スポーツビジネスの国際展開
所長

拓

ルを有し日本式の水泳教育方法を徹底
したことで会員数を着実に伸ばしてい
ます。また同社はアジアでの急速な高
齢化を見据え、認知症予防体操
「シナプ
ソロジー」
の海外展開を図っています。
スポーツインバウンドでは、大歩
危観光（徳島県三次市）が、日本で初め
てラフティング世界選手権を誘致し、
ヵ国６００名の外国人を受け入れ
ました。コンサドーレ札幌（北海道）は、

を活かし、異業種から参入し、海外展開

日本発のものづくり技術、先端技術

札幌の試合がタイで放映しています。

イのメディアが札幌に集結し、週 回

の訪日応援ツアーが組まれたほか、タ

ティップ選手の活躍によりファン向け

を進めるスポーツ製品メーカーも増え

こうした機会をとらえ、今年 月、

スポーツビジネス国際展開の可能性

■アウトバウンド、インバウンド双方向の

佐 藤

米国は約 ・ 兆円（２０１６年）と日

海外のスポーツ市場に目を転じると、

［２０１７］
）
。

んでいます（第２期スポーツ基本計画

スポーツを通じた地域活性化に取り組

ジェトロ千葉

～日本発製品・サービスの海外展開とスポーツインバウンドの可能性～

■なぜ今スポーツ産業の
国際展開が重要か
２０１９年ラグビーワールドカップ、
２０２０年東京オリンピック・パラリ

てきています。べネクス
（神奈川県厚木

ポーツ目的の訪日外国人数を１３８万

２０１８）
。加えて、スポーツ庁はス

化を目指しています（ 未来投資戦略

る目標を掲げ、スポーツの成長産業

ポーツ市場規模を ・ 兆円
（２０１５

この好機をとらえるべく、政府はス

の経済効果は 兆円超と予測されてい

目される、またとない機会であり、そ

ヤーズ」
と呼ばれ、世界中から日本が注

産業は、
「ゴールデン・スポーツ・イ

り、政府が成長戦略を進めるスポーツ

このように、拡大する海外市場があ

ポーツに取り組む人口が増えています。

心に健康意識が高まり、健康のためス

増えていますが、都市部・富裕層を中

の欧米化等により肥満、過体重が急速に

長著しいアジアにおいては、生活習慣

込んでゆくかが鍵となります。経済成

な巨大な海外市場の成長をいかに取り

国スポーツ産業の成長には、このよう

拡大することを目指しています。我が

続き、２０１５年ハノイのイオンモー

が、２０１４年ベトナム・ホーチミンに

トネス大手ルネサンス（東京都墨田区）

スポーツサービス分野では、フィッ

メーカーとなっています。

場へ参入し、今や国内最大手の卓球台

は、高い木材加工技術から卓球台の市

球台が導入される三英（千葉県流山市）

されました。リオ五輪、
東京五輪にて卓

水泳、乗馬のドイツ代表チームに導入

市）
は、介護向け素材をスポーツ選手の

催されますが、２０２０年に向けて、さ

た。千葉県内ではオリパラ 種目が開

ンバウンド誘致の講演に耳を傾けまし

５００名参加）
。千葉では 月 日、約

ナー」を国内 か所で開催しました（約

から「スポーツビジネス国際展開セミ

携を締結。その一環として、 月下旬

スポーツ見本市ＩＳＰＯで金賞を受賞。 スポーツ産業の国際展開に係る４者連

疲労回復ウェアに転用し、世界最大の

らなるスポーツビジネスの成長、国際

本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、

ジェトロ、スポーツ庁、経済産業省、日

年）から 兆円（２０２５年）へ拡大す

5

10

名がミズノ
（大阪府）
、ツインズ
（千葉

5

5

ます。

人から２５０万人へ、スポーツツーリ

控える中国は約 ・ 兆円（２０１４

2
展開が期待されます。

スターゲームズが我が国で開催される

「タイのメッシ」とも呼ばれる、チャナ

吉川 和宏

評価制度は、①職務遂行能力の開
発・向上、②公正な処遇、③適材適所
の配置、④適切な昇進・昇格といった
目的を実現するための重要な情報を得
る手段となります。しっかりとした運

中小企業診断士
☎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

ル内に国内旗艦店級の大型施設を開設

年）を約 兆円（２０２５年）へ市場を

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

しました。７レーンのスイミングプー

年間は「ゴールデン・スポーツ・イ

6

本の約 倍、北京五輪（２０２２年）を

6

20

ンピック競技大会、２０２１年関西マ

54

10

ズム関連消費額を２，
２０４億円から３， ヤーズ」
を迎える翌年以降、またとない
８００億円へと拡大することを目指し、 ビジネスチャンスを迎えます。

県船橋市）
の海外展開、大歩危観光のイ

60

5

20

24
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企業診断
小

千葉駅ビルのリニューアル、駅
示販売を実施。また、和太鼓やフ

プ、
アクセサリー・クラフト等の展
トとして、 月 日に
「ぶらちば祭

多くの方に知っていただくイベン

千葉市中心市街地にあるお店を
チェック。次のお店に行くまでの

みたりと、お店の様子をしっかり

り、普段の提供メニューを眺めて

中心市街地を巡るイベント
「ぶらちば祭り２０１８」を開催

周辺再開発事業等、中心市街地の
ラダンス等の演奏もあり、来街者

富士見本通り歩行者天国開催！

人の流れの変化に対応するため、
り２０１８」を開催しました。ぶ

道中でも、地図を広げながら、
「こ
きたお店かも！」
等、
家族や友達同

を楽しませる取組みが見られ、大
ースから好きなコースを選び、参
士でまちの魅力を再発見している

来街者が行き来しやすい動線をつ
における歩行者天国を定期的に開
加するために必要な
「手形
（５００
様子が見受けられました。

んなお店あったかな？」
、
「最近で

催しております。
円）
」
を事前購入してお店をまわる

らちば祭りは、Ａ・Ｂ・Ｃの３コ

本年度２回目となる今回は、平

の参加者は商品をもらいながら、

当日はお天気にも恵まれ、多く
く、お客さんとの掛け合いが楽し

が多い。初めて来店される方も多

体験できるまち歩きイベントです。 はベビーカーを押した若い参加者

今回は
「富士見マーケット」
と題

時に真言宗豊山派、 ロック講演会が木更津で行われま

平成 年１月 日㈪

今後の活動スケジュール

ばの街を楽しんでいただきました。

れた方も多く、一日ゆっくりとち

（次号詳細報告）
」と併せて参加さ

「いいもの新発見がんば～るちば

た千葉商工会議所主催のイベント

しました。中央公園で開催してい

イズを中心市街地内に４ヶ所設置

府の祖である
「千葉氏」
に因んだク

ー」も同時開催しており、千葉開

ントとして、「謎解きウォークラリ

手形が無くても参加できるイベ

立ちました。

配布するといった独自の工夫も目

き、お店の紹介チラシや割引券を

いイベントです。
」
との声をいただ

のテイクアウトやキッチンカーで
の販売を行った他、飲食休憩スペ
ースの設置、体験型ワークショッ

千葉県商工会議所女性会連合会

広域事業Ｂブロック講演会・交流会に参加
９月５日㈬、木更津ワシントンホテルにて開催されました、千葉県

平成 年度県女連広域事業Ｂブ

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

た。

剱神宮で参集殿の見学を行いまし

商工会議所女性会連合会広域事業Ｂブロック講演会・交流会に、髙梨
会長はじめ８名が参加しました。

当日は、Ｂブロックである船
橋・木更津・館山・市原・習志野・
君津女性会含め、全 名が集いま
した。
時から

時間： 時～ 時 分

新年懇親会

31

内容： 時～ 時 分 ウェルカ

会場：京成ホテルミラマーレ８Ｆ

17

ムリサイタル（ピアノ演奏）
時
 分～ 時 分 懇親会
平成 年２月７日㈭
千葉市女性団体連絡会との
合同セミナー
時間： 時 分～ 時 分

かる程の賑わいで活気溢れていま

の木更津みまち通りは、肩がぶつ

御詠歌を聞き、富士見通りを見下

んの藤平貞順氏による、心静まる

真言宗豊山派、新御堂寺住職さ

通販売課 吉田 伊織氏

いて 講師 千葉県農林産部 流

内容：第１部 チーバベリーにつ

平成 年２月３日㈰

ター 向後 恵里氏

紅茶協会認定ティーインストラク

会場：当所 Ｆ研修室Ａ

した。駅の東口は近代的な建物が

ろし、１５９２年より鎮座してい

副会長 君塚和子

い働きをして下さると思います。

木更津の守護神として目覚まし

拝見いたしました。

並び、広い道路の先にはスーパー

を変えていました。

17

た八剱八幡神社の社殿新築間近を

30

した。
年程前、高校へ通っていた頃

30
25

30

15

新御堂寺住職であり、木更津商工
会議所女性会の理事でもあります、
藤平貞順氏を講師とし、「行雲流水
～らくに生きるコツ～」をテーマ
にご講演頂きました。
講演終了後、交流会、木更津八

21

19

17

19

12 30

ＪＲ千葉駅びゅうプラザ向いにて
つるし雛展示・教室およびパラス
ポーツ体験会開催予定
平成 年２月 日㈯～３月３日㈰
千葉市中心市街地にてひな飾り展示

千葉おもてなしひな祭り

16

80

17

31

31

12

30

31

13

30

第二
 部 チーバベリーによせてお
いしい紅茶の入れ方 講師 日本

50

や住宅地が広がり山や田んぼは姿

初めて入るお店の中を回ってみた

▲▼富士見本通りでの、飲食販売、物販、和太鼓演奏の様子

し、地元商店街店舗等による商品

「中央区民祭り」
と併せて実施。

参加協力店の方々からは、「今回

と、お店の人気商品８品を試食・

いに賑わいました。

17

くる取組みとして、富士見本通り

11

成 年 月 日㈰に、中央区役所
21

と千葉市を美しくする会共催の

10
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〈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
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14 00

階第 ホールにおいて

より千葉商工会議所

10
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平成 年度臨時総会が

新たな役員人事のもと、次年度も
千葉ＹＥＧは、様々な事業を通して
地域経済に貢献していきたいと思っ
ています。
さて、いよいよ岡田義輝会長年度
も残すところ半年となりました。下

に岡田義輝今年度会長
域に必要とされる存在になるために、

計画しています。そして、さらに地

半期も千葉ＹＥＧでは多くの事業を

の挨拶から始まり、来
会員一丸となって活動していきたい
と思っていますので、ご期待くださ
最後になりますが、今回の臨時総

所 会頭職務執行者

様 代理として、同常
会に多くの会員にご参加頂き、また

い。

務理事河野功様よりご
備や後片付けにご協力頂きましたこ

スムーズな議事の進行、懇親会の準

副会頭 粟生 雄四郎

賓として千葉商工会議

臨時総会は、はじめ

開催されました。

30

千葉商工会議所青年部

開催

臨時総会
挨拶を頂きました。ご
多用のところご臨席賜りましたこと

総会後は今年度入会の並木一雅さ

りがとうございました。

とに、改めて御礼申し上げます。あ

め、
「第１号議案 平成 年度役員人
事に関する件」
が諮られたところ、
慎
重審議の結果、本議案は全会一致で
原案通り可決され臨時総会は閉会と
なりました。なお平成 年度青年部
中あすか副会長が指名され、留任理

役員人事は、次年度会長予定者に田

31

事 名、新任理事 名、監事２名が
選任されました。

ました、第 回関東ブロック大会
埼玉かすかべ大会に千葉ＹＥＧ 名

で参加いたしました。春日部の地で
は 千名を超える関東ブロックＹＥ
Ｇメンバーが一堂に会し、各所で積
極的な交流が行われました。
記念講演では脳科学者の茂木健一
郎さんが登壇し、『ＩＫＩＧＡＩ～日
本人だけの長く幸せな人生を送る秘
訣～』をテーマとしてお話頂き、普
段では得られない気づきを得る事が
できました。

11

総務広報委員会 一同

Ｍｕｓｉｃ　 Ｌｏｕｎｇｅ　 Ｇｒａｃｅ

また開催地テーマ、「感孚風道」の

☎043-215-7615
ラウンジ

もと、行われた各分科会では春日部
の産業・伝統・文化に触れ、地域を
越えたメンバー相互の交流を図るこ
とができました。 春日部が舞台に
なっているクレヨンしんちゃんが登
場した大物産展では、千葉ＹＥＧの
メンバーも出店し、大盛況！
最後に行われた大懇親会では、春
日部の地元の味を堪能しつつ、各単
会の方々と連携の輪を拡げることが
出来ました。この第 回関東ブロッ
ク大会埼玉かすかべ大会で経験した
ものを活かし、地域から愛され、必
要とされる千葉ＹＥＧを目指してい

あやみ）

丸山

25

悠

彩美

（まるやま

2

きます。
親睦交流委員会

豊 田

新入会員紹介

ようこそ‼ YEGへ‼

んのお店ビストロ・イヴローニュで

27

総会が有効に成立したことが司会の

38 10

美味しいお食事と共に懇親会を催し、

30

森委員より報告されました。そして、

平成 年 月 日（土）に行われ

に改めて心より御礼申し上げます。
議事に先立ち、会員 名中 出席
名・ 委任状行使 名により、臨時

89

31

会員の結束を固めました。

39

規約により岡田義輝会長が議長を務

31
18

平成30年度
10月定例会
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38

埼玉かすかべ大会
関東ブロック大会

献花する参列者
石井俊昭会頭を偲ぶ写真や愛用品の展示

喪主の石井孝昌氏による謝辞

 平成
年 月 日

30

11

23

９月 日に 歳でご逝去された当所石井俊昭会頭の「お別
20

れの会」が 日、千葉市美浜区の幕張メッセで開かれました。

75

会議所連合会会長に就任されたほか、

葉商工会議所会頭ならびに千葉県商工

活気づけた石井会頭の人柄に触れ、「千

いてや、明るく開放的な性格で周囲を

経済の難局を乗り越えた同行時代につ

利・千葉銀行頭取は、要職を歴任し

後任の同会長・会頭に就いた佐久間

ました。

なる発展に努力して参ります。
」
と述べ

想いをしっかりと受け止め、千葉の更

会議所といたしましても、石井さんの

ら感謝申し上げます。私ども千葉商工

の発展に貢献された石井さんに、心か

思いを致し、生涯を通じて愛する千葉

いました。常に前向きに千葉の未来に

森田健作知事は、石井会頭の写真を

去であるだけに、本県にとっては大き

と思っておりました。その矢先のご逝

と共に見て、喜びを分かち合えるもの

ころであり、これらの成果を石井会頭

どさまざまな取り組みを行っていると

援を受け、力を振り絞って活動されて

けながらも、皆さまからの暖かいご支

の行き届く方でした。近年は闘病を続

さしく気づかうような、とても気配り

部下にも積極的に声をかけ、体調をや

に報いるためにも我々一人ひとりが前

て大きな損失であり「石井さんの偉勲

リーダーを失ったことは千葉市にとっ

に堪えません。千葉を代表する偉大な

卓越した先見性と行動力は、尊敬の念

引していただきました。経済活性化な

引き継いでいくために熱心に議論を牽

活性化につなげ、次世代にしっかりと

は議長として開催効果を県全体の経済

パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議で

長年にわたり深い親交を続けてこら

を向いて、石井さんが遺してくれた多

だけ勇気をもらったことか。その飾ら

れた元衆議院議員の井奥貞雄氏は「長

な痛手であり、誠に痛惜の念にたえま

ないお人柄、その優しさに触れ、どれ

身で耳が大きく、布袋様のように笑わ

くのものをしっかり受け継ぎ、立派に

だけ力づけられたことか。思い返す度

れる、優しく輝く笑顔の中には、物事

せん」と悔やむと同時に「千葉県を良

に御礼の言葉もございません。人と人

の本質を鋭く見透す先見性と洞察力、

発展させていく」と誓いました。

とのつながりにより育まれる信頼関係

歴史観、確固たる国家観を秘めており、
引き付けてこられました。あなたは命
そして千葉県民の満足度日本一に向け

いながら大きな志の下、人生を精一杯、

千葉商工会議所会頭として、病魔と闘
見事なまでに生き抜いてこられました。
石井さん、あなたのその『生き様』こ
私たちの友情は永遠に続きます」と声

の三者会談の設定に着手されたことが

千葉市・ＪＲ東日本・千葉商工会議所

躍を伝える写真や愛用品などが展示さ

会場では石井会頭の公私にわたる活

び、献花しました。

多くの参列者が石井会頭の生前を偲

れました。
かに、未来を見据えた取組みや、その

ついていると考えております。このほ

現在の千葉駅周辺地区の賑わいに結び

いただいておりました。会頭着任早々、 を震わせ、哀悼の意を述べました。

その広いご見識に、いつも勉強させて

く、ときに厳しいアドバイスを頂戴し、 そが、正に皆の心の中に生き続けます。

熊谷俊人・千葉市長も「ときに温か

語りかけました。

て邁進していく覚悟でございます」と

ずや受け継ぎ、県内産業の一層の発展、 のすべてを燃やして、バンカーとして、

石井会頭の揚げられた信念と指針を必

会って話すことを実践される方でした。 その笑顔と豊かな人間性は多くの人を

をとても大事にされ、常に相手と直接

くしたいとの燃えるような信念にどれ

躍は石井さんのお人柄によるものです。 前に「２０２０年東京オリンピック・

ていらっしゃいました。こうしたご活

各種経済団体の役員を数多く引き受け

しみました。

し、誠実で飾らない人柄で親しまれた石井会頭との別れを惜

郷土への愛と強いリーダーシップで千葉県経済の発展に尽力

政財界をはじめ親交の深かった千人を越える方々が参列し、
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森田健作・千葉県知事
熊谷俊人・千葉市長
元衆議院議員の井奥貞雄氏

黙祷する参列者
会場の幕張メッセ コンベンションセンター

後任の佐久間 利会頭

石井俊昭会頭 お別れの会開催
特集

開催中〜
会

1/14㊊㊗

期：開催中〜1月14日（月・祝）

休 館 日： 会期中無休
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

石井林響（1884-1930）は山辺郡土気本郷
町（現千葉市）
に生まれ、明治〜大正の時代
を駆け抜けた日本画家です。 橋本雅邦に
入門、若くして頭角をあらわしました。 歴史
画を中心に高い評価を得た後、色鮮やか
な風景画や田園風俗画、南画など次々と
画風を展開して画壇へ刺激を与えました。「西
の関雪、東の林響」と称えられ、同時代の画
人や房総の人々にも大きな存在感をのこしな
がらも、45歳という若さで没しました。 本展
では新たな資料を交えて画業の全貌を回顧
し、 林響が追い求めた理想の世界とその
魅力を紹介します。
【次回展予告】
「ブラティスラヴァ世界絵本原画展
BIBで出会う絵本のいま」

観 覧 料： 一 般 1,200円（960円）
大学生 700円（560円）
☆おなまえ割引 … 姓が「石井」の方、あるいは名前に「天」
「風」
「林」
「響」が

石井林響《童女の姿となりて》明治39年
東京都現代美術館蔵

会期：1月20日
（日）
〜3月3日
（日）

つく方は観覧料2割引
（姓名のわかるものを受付でご提示ください）
※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

【関連イベント】
■新春 千葉のうまいもん！市
1月12日
（土）
11:00〜15：00／1階さや堂ホールにて
好評であった千葉の「うまいもん」を集めたイベントの新春バージョン。
林響の生きた時代に竣工したモダン銀行建築の空間で、お食事やお買
い物をお楽しみください。

荒井真紀《たんぽぽ》
金のりんご賞

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

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

〒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：12/29～1/1、1/21～1/23
☎043–308–0511
〈千葉市科学館のクリスマスと正月〉
● プラネタリウム番組

「星空散歩 ～クリスマスの夜～」
投影： １２月２１日(金) ～１２月２５日(火)
※投影スケジュールはホームページでご確認ください。
内容： きらめく星の下、クリスマス気分が盛り上がる音楽とともに
星や宇宙の話題をお楽しみください。
場所： 千葉市科学館７階プラネタリウム
定員： ２００名 ※ペアシート５組１０席
料金： 大人５１０円 高校生３００円 小・中学生１００円

● 冬のミニ企画展 「月のふしぎ」
会期： １月２日（水）～２０１９年２月１１日（月祝）１０：００～１６：００
場所： １０階探究実験室
概要： 月周回衛星 「かぐや」 の映像と知られざる月の姿や最新の研究を
２４点のパネルでご紹介します。

● クリスマス実験教室２０１８

「ロウソクに火をともして化学の世界へようこそ！
－ファラデーのロウソクの科学から－」
日時： １２月２５日(火) １１：００～１２：００／１４：００～１５：００
場所： 千葉市科学館８階科学実験室Ａ
定員： 各回２０名
対象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）

● 千葉市科学館新年の開館
１月２日（水）・３日（木）９：００～１７：００
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写真：及川聖彦（天体写真家）

● 新春いきもの観察「モバイル顕微鏡で生きもの観察」
日時： １月２日（水）・３日（木）
①１１：００～１２：００ ②１３：００～１５：００
場所： ８階科学実験室Ｂ
概要： 海 の中の小さな生きものをモバイル顕微鏡で観察します。自分で撮
影したものをプリントアウトして持ち帰りができます。
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