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夢シティちば

今月の表紙

編集者のひと言

今月は、東京2020大会の一部競技会場となっている幕張メッセ周辺です。
大会期間中は、交通量の大幅な増加が見込まれ、何も対策をしないと鉄道や
道路が混雑し、経済活動に影響を及ぼす恐れがあるといわれています。首都高
の渋滞はおよそ２倍、鉄道も利用者が１割増加すると見込まれており、各社が
従業員の出勤を含めてどういった影響が出るかを把握する必要があります。
幕張メッセ会場周辺でも通行規制や迂回路などの交通対策が講じられていま
すので、事前の対策を図る際に参考にしてしてください。
（写真提供：千葉県）

新型コロナウイルスの影響で、マスク不足、トイレットペーパーの買い占
め等で店頭から商品が姿を消しています。様々な情報が錯綜しているなか、
デマだとわかっているけれど、本当になくなると困るからあるうちに……と思
ってしまうのもわからなくもないのですが、私たちひとりひとりが、メディア
からの情報を理解し見極める力を養わないといけないですよね。一日も早く
収束し、日常が戻ってくれることを願うばかりです。

（企画広報課 E.M.）

2020年₄月号

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

【中小企業・小規模事業者の皆さまを全力でサポートします！
！】
●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。

●事業を始める方を創業支援でサポートします！

創業計画から資金調達にいたるまで、事業を始められる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！

お客さま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。

当協会 LINE 公式アカウントは検索もしくは
下記QRコードからご登録できます。

LINE
公式アカウント
当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！

森川 誠

ヘアーサロンモリカワ
店長

氏

が難しくもあり、面白いところです。

まざまな表情を出してくれます。それ

先輩に学び、父に学び、ヘアカット一筋 年
妻は福祉のプロ、自身は訪問福祉理容師を
極める
祖父が開いた理容店の３代目
サロンでの修業時代に技を磨く
この店は、１９１４年に現在の中央
区富士見で、祖父が「理容モリカワ」

もりかわ・まこと／1962（昭和37）年5月28日、千
葉市生まれ。理容専門学校を卒業後、東京都大田区のサ
ロンに就職。市川市の支店で５年間技術を磨き、父の経
営するヘアーサロンモリカワに入店。経営を引き継いで
現在に至る。

イスされました。それが、あらゆるお
客さまとの共通の話題につながり、今
でも新聞は毎日、隅から隅までじっく
り読んでいます。

福祉に対応できる理容師に
妻は県内随一の存在
年 ほ ど 前、所 属 し て い る 千 葉 県
理容組合で、体の不自由なお客さまの
来店や、ご自宅や施設への訪問理容に

業を継ぐことを考えるようになり、理

という選択肢がなく、そこで初めて家

ただ、商業高校だったので大学進学

はありませんでした。

い頃から親と同じ道を目指したわけで

が受け継ぎ、私で３代目ですが、小さ

２００５年に私が店主となりました。

１９８８年に現在の場所へ店舗を移し、 内は理容師になる以前、看護専門学校

ある私に店をまかせてくれましたね。

す ぐ、 父 は 仕 事 量 を 減 ら し、 息 子 で

リカワ」に入店しました。私が入って

積んでから父が営む「ヘアーサロンモ

その後、東京の銀座支店でも経験を

を受験した経験があったので、私の代

からずっと一緒にお店で働いていた家

ければならなかったんです。結婚して

校の「職業訓練指導員」試験を受けな

した。しかし私は同じ日程で職業訓練

ルパー２級講習」の受講を薦められま

対応できる理容師を育成しようと「ヘ

容専門学校に進みました。

めて世界一になった先輩がいて、そこ

ヘアカットのコンクールで日本人で初

としてスタートしました。その店には

持つサロンに就職し、市川店で理容師

こまでやるのか」と思うくらい、もの

だ」が口癖でした。一方、仕事は「こ

一生、遊びは一時、だから俺は遊ぶん

は７年前に亡くなりましたが「仕事は

カットも行える福祉のプロとなり、現

得した家内は、県内で唯一無二のヘア

ジャー、国家資格の社会福祉士まで取

た。やがてヘルパー１級、ケアマネー

在は福祉施設の社員として働いていま

すごく丁寧でしたね。
理容師は「見て覚えろ」という職人

お店に出た時、あらゆる年代のお客さ

しずつ上達しましたが、 歳で初めて

きない寝たきりのお客さまの訪問理容

「訪問福祉理容師」
資格を取得。来店で

す。
の世界ですが、先輩は言葉で理論的に

まとお話するのが本当に難しく、先輩

を行うようになりました。

理容師になって 年近く、技術は少

説明してくれて、技術的なことを納得

に「新聞を１日１回読んでいたなら毎

その影響から、私も全国理容組合の

し な が ら 学 べ ま し た。 髪 は、 ほ ん の

日 回、 回と読んでごらん」
とアドバ

した。

で働いた５年間が何より勉強になりま

卒業後は東京大田区の多くの支店を

わりにヘルパー２級資格を取得しまし

新聞で身につけた会話力
理容師歴はもうすぐ 年

～理容師によるヘアカットをバリアフリーに～

歳まで店に立ち、仕事をしていた父

として開業しました。その後、私の父

Profile
誠氏
森川

1914年開業の老舗理容店「ヘアーサロンモリカワ」は、車いすなど体の
不自由な方でも来店しやすい店舗づくりにこだわり、来店の難しい方には
施設や自宅への訪問理容を長年継続しています。福祉に特化したサービスを
展開している３代目の森川誠店長にお話を伺いました。

ヘアーサロンモリカワ

〈DATA〉

千葉市若葉区桜木2-16-25
☎043-231-9813
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ご入会いただき
ありがとう
ございました

中央区

新入会員 のご紹介

縁結び

中央区

Words and Hearts ㈱

花見川区

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

経営談話室

（順不同・敬称略）

㈱エヌアルアル

【代 表】 木下 直樹 ☎090-2255-4115 【代 表】 青木 多香子☎090-6043-4913 【代 表】 小関 幸子☎043-377-7112
【所在地】 中央区大巌寺町
【所在地】 中央区院内
【所在地】 花見川区こてはし台
結婚相談所

手紙の代筆・代行、キャリアコンサルティング他

ウルトラプリント千葉ベイサイド

花見川区

【代 表】 野中 一樹☎090-5002-2424
【所在地】 花見川区幕張本郷

若葉区

【代 表】 一瀬 健司 ☎043-371-3081
【所在地】 若葉区千城台南
リフォーム業

☎043-291-7813

建設現場に建設機械搬入、搬出、リース

車いすでも来店できるよう
店舗を改装し予約制に

2020年₄月号

アカットが難しく、どこまで体を動か

どこまでしていいかを理解した上で

していいかわからず怖いと感じる理容

自由で姿勢を維持できず、踏ん張れな

切ってもらえるのがうれしかった、と

師も多いんです。だからこそ、個々の

いお客さんでも頭を預けやすい特殊な

感謝されることもありますね。

夢シティちば

お客さまの体で何をしてはいけないか、

形状のものを選びました。

2020年₄月号

当店のお客さまの約１割が体の不自

夢シティちば

現在はほぼ予約制で、介助の必要な

んでいきたいと思います。
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年ほど前にエントランスの階段

0120 ‑ 06 ‑ 2771

由な方。福祉関連の仕事は今後も増え

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

お客さんの来店時はお一人だけに対応

営業センター

をスロープにし、窓をフルオープンで

http://www.ohshima-cp.com

ら常日頃、とにかくまずは動くように、と
言われています。

ていくでしょう。それに対応していく

街頭防犯カメラ

Ｑ 座右の銘は？
Ａ「行動無くして何も生まれない」。家内か

できるよう配慮しています。車いすの

総合防犯設備・用品

症状ごとに対処できるよう
実践で学んでいきたい

くじっくり読みます。店内に業務用のコ
ピー機があって、組合の新聞を作る側で
もあるんですよ。

きる折戸に替えて、車いすのまま来店

Ｑ 愛読紙は？
Ａ 千葉日報と理容業界紙。新聞はとにか

には、まだまだ勉強していかないとな

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

ままカットできる理容店は意外に少な

最短１日で複数の損保会社の見積りを案内します。ＷＥＢ会
議により全国対応可能です。

できるようにしました。また、車いす

企業向け損害保険代理業

サウナ付大浴場を完備しており、
ビジネスでもファミリーで
も満足し利用していただけます。

らないですね。あらゆる病気や症状ご

ビジネスホテルとして、宿泊サービスの提供

く、当店にも遠方からお問い合わせが

☎043-216-5102

クロスバイクで走ったり、近くの市営霊
園を散歩したり、いつも発見がありますね。
店の脇にある家庭菜園では野菜を育て
ています。また、近年は毎日夕食を作っ
ていて、料理も得意ですよ。

に乗ったままヘアカットできるスペー

【代 表】 末永 幸生
【所在地】 美浜区中瀬

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。

との対処方法が身につけられるよう、

損保ワークス ㈱

あり、
それまで他店で断られ、
自宅で家

【代 表】 岡田 朋也 ☎043-306-1181
【所在地】 中央区富士見

美浜区

スも確保し、３年前にはトイレの扉を

㈱ベッセルホテル開発 ベッセルイン千葉駅前

家内の仕事現場にサポートとして同行

中央区

Ｑ 休日にはどんな趣味を楽しみますか？
Ａ 趣味はパソコンや写真。休日には市内を

族が切っていたという方が大勢いらっ

システム開発、
インフラ構築、
ホームページの作成などＩ
Ｔ全
般をサポート致します。

引き戸にして面積を１・５倍に広げ、
介

低価格で１人１人にオリジナルのキャンピングカーを。
特殊車両の製造を手掛けていた職人が作ります。

させてもらいながら、実践で経験を積

車イスで入店できるようにスロープを設置し、
トイレも車イ
スで入れるようになっている。

10

しゃいます。

コンピュータソフトウェア開発、デザイン、保守ホー
ムページ作成等システム全般

助者の方も車いすと一緒に入れるよう

・キャンピングカーの製造販売及びレンタル
・キッチンカーの製造販売及びレンタル

Q &A

リフォームしています。

サロンでのカットにあわせて、ご自宅や施設に訪問
福祉理容師が訪問させていただきます。

森川店長

昨年 月には商工会議所さんにお世

【代 表】 中臺 友章 ☎050-5374-1956 【代 表】 北 寿幸 ☎043-216-4621
【所在地】 中央区富士見
【所在地】 中央区栄町

話 に な り「 小 規 模 事 業 者 持 続 化 補 助

㈱ネクステージ

一方、訪問理容では、症状が重い寝

中央区

金」
を使わせていただいて、
シャンプー

㈱ ハウスオンザモビリティ

たきりの方は、まひの部位によってヘ

【代 表】 森川 誠 ☎043-231-9813
【所在地】 若葉区桜木

中央区

【代 表】 富永 和幸
【所在地】 緑区平山町

台もリニューアルしました。手足が不

ヘアーサロンモリカワ

㈱よしなが物流

緑区

車いすのままヘアカットできる店
あらゆる症状に対応できる理容師目指す

プリンタ及び複合機のレンタル事業
若葉区

㈱Ｆ
ｉ
ｒｓｔリフォーム

道路車止めの製造、販売

4

幕張メッセ会場の交通対策（概要）

県道15号線

幕張新都心地下第一駐車場
（浜田〜豊砂 メッセ方向のみ）

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

・利用休止
・７月10日〜９月６日（予定）

・大会関係車両専用レーン設置
（３車線のうち歩道側１車線のみ）
・７月中旬〜９月上旬
（規制時間等の詳細は調整中）

メッセ大通り

・通行規制（両車道）
※車線により規制範囲が
異なる

・通行規制（両車道）
※車線により規制範囲
が異なる

・７月２日〜９月14日

東 京 ２ ０ ２ ０ オ リ ン ピ ッ ク・ パ ラ
リンピック競技大会期間中は、世界中
から約１０００万人を超える人たちが
日本を訪れると言われています。県内
でも８競技が行われ、道路や鉄道など
の交通混雑が懸念されています。快適
な交通環境づくりへ、各企業には交通
需要の抑制・分散・平準化をする「交
通需要マネジメント（ＴＤＭ）
」など、
交通対策への理解と取り組みが求めら
れています。

１０００万人が日本へ

予想される混雑
選手、メディアなどの関係者は専用
のバスや乗用車で選手村や宿泊施設、
各競技会場を行き来します。そのため、
１日約７万台に相当する交通量増加が
見込まれており、何も交通対策を行わ
なかった場合、首都高の渋滞は約２倍
に悪化すると言われています。
競技会場は、都内の臨海部に集中し
てい ま す が、都 外 に お い て も 県 内 の

期 間 中 は 、選 手 約 １ 万 １ ０ ０ ０ 人 、
競技開催が予定されています。そのた

岸（一宮町）をはじめ、近県各地での

幕張メッセ（千葉市美浜区）
、
釣ケ崎海

メディアなどの関係者約２万８５００

め、都内だけでなく、日ごろから交通

オリンピック（７月 日～８月９日）

人、観客約７８０万人、パラリンピック

量の多い圏央道の内側についても交通

◆選手・関係者ルートとなる
東関道、国道357号、
会場周辺の交通量を抑制する

（８月 日～９月６日）期間中は、
選手

24

千葉県広報／環境生活部
オリンピック・パラリンピック推進局

約４４００人、メディアなどの関係者

混雑の緩和に向けた対策が求められて
また、
観客は原則、
鉄道を利用して競

います。

迂回エリア②（広域）

約 ７ ０ ０ ０ 人、観 客 約 ２ ３ ０ 万 人 の
来訪が見込まれています。

技会場を訪れ、大会期間中は、観客と
観光客をあわせて１日最大約 万人の

首
⃝都高の料金施策
首都高では、７月 日～８月 日、

るエリアも設けられます。

のみの車両に対して、迂回を呼び掛け

辺の交通量を抑制するため、通過する

置が検討されています。また、会場周

会場では大会関係車両専用レーンの設

ほか、幕張メッセ会場を含む一部競技

て通行止め等の交通規制が実施される

競
⃝技会場周辺の交通対策
会場近くの一般道では、必要に応じ

きる対策を行います。

として設定し、円滑で効率的に移動で

道路・一般道を大会関係者輸送ルート

大
⃝会関係者輸送ルートの設定
選手村から競技会場等をつなぐ高速

が講じられます。

大会期間中は、さまざまな交通対策

さまざまな交通対策

されます。

ており、車内の混雑や遅延などが懸念

利用者が約１割増加する見通しとなっ

鉄道利用が想定されます。平均すると

80

10

８月 日～９月６日を実施期間として、

20

・通行規制（両車道）
・５月７日〜９月14日

パークモール

・７月２日〜９月14日

【会場周辺の迂回案内】

東京２０２０大会時の交通対策

・通行規制
・７月14日〜９月６日

浜田川通り

東京２０２０特集

【会場直近の交通規制等】

25

◆迂回路として
国道14号、海浜大通り、
京葉道に誘導する
迂回エリア①（会場直近）

ビジネス通り
至浜田交差点

マイカ―等を対象に日中時間帯の料金
上乗せや、ＥＴＣ車を対象として夜間
割引が実施されます。
▲詳細はこちら
首都高ドライバーズサイト
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Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture
東京2020大会時の交通対策

東京2020特集

示されていますので、迂回案内への協力
をお願いします。また、同プロジェクト
では、配送ルートの変更や時間をずら

業務への影響確認を
こうした中、各企業には円滑に業務
す、まとめ配送や在庫の調整による物資
移動の効率化を求めています。

テレワークや時差通勤

送をはじめ業務にどのような影響が出

雑を確認し、従業員の通勤や商品の発
レワーク」や時差通勤の推進で、特に

間や場所にとらわれない働き方の「テ

情報通信技術（ＩＣＴ）を利用した時

東京２０２０大会の成功とレガシー形

の一声

一環として
「声かけ・サポート運動」
に

方、障がい者、外国人等を社会全体で

高齢者や子ども、
妊婦、
子ども連れの

広めよう「声かけ・サポート運動」

成に向けた活動をおこなっております。 ●さりげなく見守るのもサポート
活動は①「おもてなし」
、②「機運の醸
成」
、③「情報の発信」の３つの取組分

も取り組んでいます。本運動を推進し

見守り、支え合う機運を醸成させ、誰

野に分かれており、①
「おもてなし」
の

ていくための手引きの作成・配布に加

※声かけ・サポー
ト運動が対象と
している方々へ
の接し方のポイ
ントについては
こちらの冊子を
ご参照ください。

いします。

だき、お困りの方へのお声かけをお願

も、是非、本運動の趣旨をご理解いた

動を広めるため、皆様におかれまして

ポート運動」
を展開しています。
この運

㈷
注

8
2020年₄月号
夢シティちば

を 行 う た め に、混 雑 を 避 け た 日 時 や
ルートを使うような交通需要マネジメ
ント（ＴＤＭ）の取り組みが求められ
ています。
物流業界はもちろん、各企業は大会

るかを把握する必要があります。交通
通勤ラッシュと観客の移動が重なる時

人の流れを減らす取り組みとしては、

混雑の影響を受けそうな日や時間帯は
間帯の混雑緩和が期待されています。

の競技会場や日程、予想される交通混

「 ２０２０ＴＤＭ推進プロジェクト 」
また、同プロジェクトでは、混雑が

▲詳細はこちら
大会輸送影響度マップ
〈 鉄道 〉

▲詳細はこちら
働き
 方・休み方改善コンサル
タント〈 厚生労働省 〉

フレットを 同 封しています。 事 業 所 内

今月号に声かけ・サポート運動のリー

するため、早めの対策を図りましょう。

大会期間中の業務への影響を最小限と

の発 送 な ど で 物 流 が 増 え る 時 期 で す。

る傾向にあります。特にお盆前は商品

楽シーズンでもあり、交通量が増加す

７月下旬から８月にかけては、夏の行

例 年、 オ リ ン ピ ッ ク が 開 催 さ れ る

しています。

振替休日を設定したりすることを提案

予想される日に夏期休暇を変更したり、

ホームページの大会輸送影響度マップ
で確認できます。
▲詳細はこちら
２０２０ＴＤＭ推進プロジェクト

▲詳細はこちら
大会輸送影響度マップ
〈 道路 〉

迂回ルートや時間変更の検討も
大会関係者が移動するルートや混雑
が予想される日時が公表されており、事
前に対策を検討することで大会に起因
する混雑の回避ができる可能性があり
ます。さらに、競技会場周辺について
は、大会ルートを考慮した迂回ルートが

みんなで取り組もう

「声かけ・サポート運動」

に掲出するなどご活用ください。

たリーダーに対する「声かけ・サポー
ト」
講習会を実施し、
運動の趣旨や障が
いのある方への接し方等への理解を大
いに深めたところです。

「声かけ・サポート運動」 の
ポイント
●明るい挨拶は「声かけ・サポート運
動」
の基本
●困っている人を見たら積極的な声か
けを
●魔法の言葉「何か、お困りなことは
ありますか？」

都内路上で競技が開催されます。

援！千葉県経済団体協議会」
（注）
では、 ●外国人には
「Ｍａｙ Ｉ ｈｅｌｐ ｙｏｕ？」

当 所 も 参 画 し て い る「 み ん な で 応

「みんなで応援！千葉県経済団体
協議会」 による取組

向けた運動です。

適に暮らし過ごせる地域社会の実現に

をすることで、誰もが安心・安全・快

助けが必要な方に、積極的に
「声かけ」

なかなど様々な場面で困っている人や

の方、障がい者、外国人をはじめ、街

高齢者や子ども、妊婦、子ども連れ

「声かけ・サポート運動」 とは

〜何か、お困りなことはありますか？〜

「声かけ・サポート運動推進宣言」

高齢者や子ども、妊婦、子ども
連れの方、障害者、外国人をはじ
め、街なかなど様々な場面で困って
いる人に気付いたら、
積極的に「声
かけ」をします。
「声かけ」を通じて、押し付けで
はなく、相手が求める範囲でのお
手伝いに努めます。
「声かけ」を通じて、おもてなし
や敬愛、善意の気運に満ち溢れ、誰
もが安心・安全、快適に暮らし過ご
せる地域社会の実現に貢献します。

トライアスロン・マラソンは

もが 安心・安全・快適に暮らし過ごせ

千葉県内の経済団体が一丸となってオール千葉体制の
もと、東京２０２０大会の成功と、その取組を通じて
活力ある地域社会づくりに資することを目的として設
立され、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、一般社団法人
千葉県商工会議所連合会で構成されています。

▲「声かけ・サポート」講習会での車いす体験

※記載されている自転車競技・

る地域社会をめざして、
「声かけ・サ

©Tokyo2020

▲詳細はこちら

㈷

え、昨年 月 日には、各構成団体か
ら本運動を推進していくために選出し
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「誰もが暮らしやすい社会をめざして
～心のバリアフリーとサポート事例～」

東京2020大会時の交通対策

東京2020特集

付帯調査

2020年２月期

調査結果のポイント

千葉商工会議所景気動向調査

調査結果のポイント

▶時間外労働の上限規制について「すでに必要な対応は終えた」
と回答した企業の割合は
20.8％にとどまった。
（1）時間外労働の上限規制について

（2）時間外労働の上限規制への対応について

①名称も内容も知らない
3.0％

③名称は知っているが
内容は知らない
30.4％

調査結果報告

②名称・内容ともに
知っている
66.6％

⑦特に対応する
必要はない
24.5％

①すでに必要な対応は
終えた 20.8％

▶業況DIが６期ぶりに改善したものの、新型コロナウイルス 調査期間：2020年₂月₇日（金）～ ₂月28日（金）
感染症の影響が出始めており、低水準となっている。
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：414社 回答率：82.8％）
▶先行きは、全業種にわたって新型コロナウイルス感染症
100
が経営に与える影響を不安視する声が多く寄せられており、
80
悪化する見通しとなっている。
60
DI値（景気動向指数）
とは、売上･採算･業況などの項目についての判断
の状況を表す。ゼロを基準としてプラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示す。従って、売上高などの実数値の上昇率を
示すものではなく、強気･弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。
DI値：
（増加･好転などの回答割合）
－
（減少･悪化などの回答割合）

⑥対応が必要かどうか
分からない
6.4％

②現在取り組んで
いる最中
25.3％

⑤対応が必要だが、
何をすべきか
分からない 5.1％
④具体的な対応に
関する検討をしている最中
15.2％

40
20

建設業
82社

製造業
86社

卸売業
84社

小売業
81社

サービス業
81社

0

景気動向調査はインターネットで詳細をご覧いただけます。

https://www.chiba-cci.or.jp/

全産業業況推移

③対応が決まり、
今後取り組む予定
2.7％

（３）時間外労働の上限規制への対応として講じた取組について（２）で「①～③」と回答した企業に伺った
【複数回答可】
①時間外労働の管理の徹底

74.2%
46.7%

②出退勤管理や休暇取得に関する管理職や一般社員への研修、意識啓発

41.2%

③業務内容や人員体制の見直し・平準化
29.1%

④36協定の変更、締結

17.0%

⑥人員の増強
⑦その他

全体の特徴 （▲はマイナス）

22.0%

⑤勤怠管理システムの導入・見直し

2.7%

（４）時間外労働の上限規制への対応にあたっての課題について
【複数回答可】
39.7%

①業務量に対して人員が不足している

44.7%

②年末年始や年度末など、特定の時期に業務が過度に集中する
③組織間・個人間で業務量にムラがあり、特定の社員に業務が集中する

40.0%

④取引先からの短納期要請や急な仕様変更等への対応

26.6%

⑤社員の意識が不足している

16.9%

⑥管理職のマネジメント能力の不足

15.3%

⑦経営層や管理職の意識が不足している
⑧会社全体に定時退社や休暇が取得しづらい雰囲気がある
⑨その他
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10.6%
5.9%
9.1%

業況DI（前年同月比ベース、以下同じ）を見ると、前回
調査（2019年11月、以下同じ）と比較して、製造業が下降し、
建設業・卸売業・小売業・サービス業が上昇した結果、全産
業合計DIは2.3ポイント上昇して▲22.5となり、６期ぶりの改
善となった。
また、向こう３ヶ月（３月～５月、以下同じ）の先行き見
通しは、建設業、卸売業、小売業、サービス業が下降し、製
造業が上昇の見込みとなっており、全産業合計DIは現状より
3.7ポイント下降の▲26.2となっている。
売上DIでは、前回調査と比較して、製造業・サービス業が
下降し、建設業・卸売業・小売業が上昇した結果、全産業合
計DIは3.4ポイント上昇して▲13.5となり、３期ぶりの改善と
なった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、建設業・卸売業・
小売業が下降し、製造業、サービス業が上昇の見込みとなっ
ており、全産業合計DIは現状より4.4ポイント下降の▲17.9と
なっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、製造業・サービス業が
下降し、建設業・卸売業・小売業が上昇した結果、全産業合
計DIは1.0ポイント下降して▲24.7となり、７期連続の悪化と

なっている。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、建設業、卸売
業が下降し、製造業、小売業、サービス業が上昇の見込
みとなっており、全産業合計DIは現状より3.6ポイント上
昇の▲21.1となっている。
仕入単価DIは、２期ぶりに改善しているものの、原材
料・燃料価格の高騰は続いている。
従業員DIは、２期ぶりに下降しているものの、深刻な
人手不足の状況は続いている。
資金繰りDIは、３期ぶりに改善しているものの、長期
的には横ばいで推移している。
全体を総括すると、業況DIは前回調査から2.3ポイント
上昇し改善しているものの、新型コロナウイルス感染症
の影響が出始めており、低水準となっている。先行きは
「注文・予約のキャンセル」
「中国製品の不足」等、全業
種にわたって新型コロナウイルス感染症が経営に与える
影響を不安視する声が多く寄せられており、悪化する見
通しとなっている。

夢シティちば

2020年₄月号
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千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業

は大規模開発の動きもあり、ここ数年で
まちが大きく動きだそうとしています。

２・３地区のＮ棟がデッキで接続され、駅

トゲート千葉の新日本ＥＸビルと新千葉

が分譲住宅となる予定です。また、ウェス

の共同により、旅客船桟橋や港湾緑地

民に身近な親水空間として、千葉県と

ら南西に約２㎞の都心部に位置し、市

千葉みなとエリアは、千葉駅西口か

■千葉みなとエリアの
賑わい創出について

へ直接アクセスできるようになり、登戸
平成 年 月に、千葉港初となる旅
客船専用桟橋が供用開始されて以来、

運航が行われています。また、平成

する予定で、市としてもできる限りバッ

また、ＪＲ千葉駅南口に隣接したＪＲ

年３月に、旅客船ターミナル等複合施

港内遊覧や工場夜景クルーズ、高速ジ

千葉支社跡地では現在、新たな交流拠点

設「ケーズハーバー」を代表施設とす

クアップを行い、エリアの価値向上を図

としての活用が行われていますが、今後

ェット船による伊豆大島クルーズ等の

業は令和３年に着工し、令和５年に完了

等の整備を進めています。

▲新千葉２・３地区市街地再開発のイメージパース図

方面からも利用しやすくなります。本事

Ｓ棟（ 階建）は低層階が商業、中高層階

階が商業、中高層階が賃貸住宅、南側の

が整備され、北側のＮ棟（９階建）は低層

準備組合の計画では２棟の再開発ビル

る区域となっています。

まちづくり

っていきます。

12

（ 階建）は保育施設・薬局・スポーツ
クラブ・賃貸住宅など、新千葉公園ビ

利用と都市機能の更新を図り、千葉駅

整備し、土地の合理的かつ健全な高度

広場等公共施設と共に、再開発ビルを

ての位置にあります。このため、駅前

であり、また臨海地区への玄関口とし

本地区は千葉都心の一翼を担う地域

創出しました。新千葉公園では、千葉

方面と繋ぐことで、快適な駅前空間を

デッキを接続して、３階レベルで千葉駅

また、新千葉公園ビルの屋上と既存

科目を設ける総合病院となっています。

科・外科・腎臓内科など全 科の診療

上公園、三愛記念病院（９階建）は内

ル（３階建）は物販店舗・駐輪場・屋

西口駅前地区に相応しい市街地の形成
みなとエリアの玄関口に位置すること

■遂に完成する
千葉駅西口地区再開発事業

を目標にしてきました。

に、市に代わって民間事業者がビルを建

に分け、ビルの整備計画を変更すると共

えるよう、二つの街区（Ａ工区、Ｂ工区）

したが、段階的な再開発ビルの整備を行

済状況の変化等により長期化していま

交流できる公園をコンセプトに整備し

催できる広場など多世代の方が利用し、

具や落着ける滞留空間、イベントが開

しています。さらに、子供が遊べる遊

を使用し、砂浜や海の波打ち際を表現

柔軟性が高く、色彩の良いゴムチップ

から「海辺」をモチーフに、床材には

本事業は平成 年に着手後、社会経

築工事して取得する特定建築者制度を

■西エリアで進む新たな開発の動き

ました。ぜひ足を運んでみてください。

千葉

ウェストゲート千葉に隣接する街区
では新たな再開発事業が動き出してい
ます。地元権利者の組合が施行者とな

ル、三愛記念病院の３棟から成る「Ｗ

を経て、
新日本ＥＸビル、
新千葉公園ビ

の３棟（Ａ工区）が完成してから５年

台線や駅前ロータリー、ウェストリオ

を図るエリアに位置付けられていますが、

まれ、商業機能の集積や都心居住の促進

方針において、特に市街地の再開発が望

定しました。この地区は、都市再開発

開発事業を令和元年 月に都市計画決

る、新千葉２・３地区第一種市街地再

ＥＳＴＧＡＴＥ ＣＨＩＢＡ（ウェス

平成 年に都市計画道路千葉港黒砂

～多機能を取入れた３棟の再開発ビル～

■ＷＥ
 ＳＴＧＡＴＥ ＣＨＩＢＡが
オープンします

ウェストゲート

用することによって事業を進めました。

採用し、民間事業者の能力を積極的に活

13

築 年を経過した店舗併用住宅や駐車場

日にオープンします。新日本ＥＸビル

る周辺９施設が「みなとオアシス千葉
みなと」として国から登録を受けると
ともに、運営団体として「千葉市みな
と活性化協議会」
が設置されました。
協
議会では「クリスマスマーケット」や
「イルミネーション」など、海・船・街
が一体となった港ならではのイベント
を開催し、年間を通じた賑わいの創出
に向け、積極的に取り組んでおり、毎
年多くの方々が訪れています。
令和２年度末には、港湾緑地が完成
する予定であり、当エリアの回遊性が
高まることから、地域の連携強化を図り、
「みなと」を核としたまちづくりを推進
していくことで、多くの賑わいと憩い
のある親水空間を提供していきます。

千葉駅ビルの開業やウェストゲート

トやフェラーリナイトなど少し変わった

また、本市では「海辺」を市のアイデ

イベントを開催したり、定期的にワゴン

了後は、その効果を周囲に波及させて

ンティティの一つに掲げ、臨海部の整備

千葉の完成は、周辺部の開発機運を醸

いくために、再開発ビルを運営してい

を進めており、その玄関口である千葉駅

出店が行われるなど、充実してきていま

く事業者の皆様と協力しながら、まち

西口エリアとつなぐプロムナード沿いに

成し、新たな投資のきっかけとなりつ

づくりのコンセプトなどを地域で共有

賑わいを誘導しようと考えています。

内での営業に留まらず、自由通路など

ンドを持ったテナントを誘致し、店舗

ウェストリオ２ではパブリックマイ

めてまいります。

力と魅力を高めるべくまちづくりを進

その回遊性を高め、千葉都心全体の活

も千葉駅西口エリアの賑わい創出と、

この事業の完了を契機として、今後

の共用部まで滲み出し、千葉駅西口エ

り組む必要があります。

し、官民連携による賑わいづくりに取

すので、ぜひお立ち寄りください。

しています。最近ではピンチョスナイ

リアを魅力的な空間にすることを目指

が立地するなど、土地が細分化されてい

11

つあります。千葉駅西口再開発事業完

■ 官民連携によるまちづくりの取組み

50

12
2020年₄月号
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トゲート千葉）
」
（Ｂ工区）が、４月１

26

夢シティちば
2020年₄月号
夢シティちば

13

28

2

▲ウェストリオ２共用部の活用

～千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業～
千葉市 熊谷市長

30
▲千葉みなとエリア イベント

日々成長する
15

公認会計士

岸本 健介

14
2020年₄月号

食品部会・卸売部会

田中 昌夫

日㊍
２月 日㊎
食品・卸売部会合同研修会を開催
食品部会（森山部会長 ㈲虎屋 代表取締
役）及び卸売部会（山口部会長 ㈱さつま
屋 代表取締役）は、千葉市保健福祉局健
康部保健所食品安全課食品調査班の奥平氏
を講師に迎え、第一部「食品衛生法改正に
よるＨＡＣＣＰの制度化について」
、第二
部「食品表示（衛生事項）について」の二
第 一 部 で は、 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に 沿 う 衛 生 管

部構成で合同研修会を開催しました。
理の手法として衛生管理における取組みを
「見える化」することの重要性、第二部では、
一般用加工食品を中心にその名称、原材料
名、アレルゲン等の表示法について説明が
ありました。研修会には大勢の方々が参加
され、質疑応答においては多くの質問があ
るなど、参加者の衛生管理意識の高さが伺
えました。

総務委員会
２月 日㊍
令和２年度
事業計画・収支予算を協議
総 務 委 員 会（ 粟 生 委 員 長 塚 本 總 業 ㈱
取締役副社長・千葉支社長）は、今年度
粟 生 委 員 長 の あ い さ つ に よ り 開 会。 出

２回目となる委員会を開催しました。
席委員に対し、日頃の委員会活動への御
礼と、活発な審議になるようお願いを述
会 議 の 中 で は、 主 に「 中 期 行 動 計 画

べ、協議に移りました。
（ ２ ０ ２ ０ 〜 ２ ０ ２ ２ 年 度 ）（ 案 ）
」、「 令
和 ２ 年 度 事 業 計 画（ 案 ）
」、「 令 和 ２ 年 度
一 般 会 計、 特 別 会 計 収 支 予 算（ 案 ）」 に
回通常議員総会へ上程すること

つ い て 協 議 を 行 い、 第 ２ ６ ５ 回 常 議 員
会・第

が承認されました。

公認会計士・税理士

２月
５商工会議所
合同ビジネス交流会を開催

日㊋

近隣地域の会員間の業種を超えた交
流を目的に、当所と千葉県内の４商工
会議所（船橋・習志野・八千代・浦安）
との連携により、合同ビジネス交流会
を開 催 し ま し た 。
交流会は２部構成で進行し、第１部
では、参加事業所が 秒の自社ＰＲを
行いました。第２部では、名刺交換・
交流会を行い、同会場に設けた展示ブ
ースには多くの自社パンフレットや製
品が展示されました。
交 流 会 の 参 加 者 数 は、 工 業・ 建 設
業・小売業など 事業所 名の参加が
あり、参加者は展示ブースを活用して
商 品 説 明 を 行 う な ど、 活 発 な 名 刺 交
換・商談が行われました。

２月
外国人材活用セミナーを開催

経営改善普及事業の一環として、経営
講習会「外国人材活用セミナー」を千葉
講師に、行政書士バッカス法務事務所

市と共催で開催しました。
須藤代表をお招きし、在留資格全般につ
いてご説明いただいた後、大卒留学生雇
用企業による事例紹介として、㈱協同工
芸社 松村人事課長から、外国人材を活用
する理由や、メリット・デメリット、注
また、独立行政法人国立高等専門学校

意点等についてお話いただきました。
機構 茶山氏からは、日本の高専と同等レ
ベルの技術系人材が育成されているモン
ゴル３高専についてご紹介いただき、
「学
生の多くが日本での就職を希望している

本橋 雄一

医療・介護部会
２月 日㊍
健康経営セミナ ー を 開 催
医療・介護部会（藤本部会長 医療法人
健康管理に配慮することが、人材確保に

社団輝 藤本歯科長洲医院）は、従業員の
大きな効果をもたらすことを周知するた
め「健康経営セミナー」を開催しました。
初めに、㈱アクトプロ 人事戦略部の岡
田猛志氏から「業績アップに繋がる健康
経営」について、健康管理は投資であり、
離職による損失を減少させるものである
と説明。次に全国健康保険協会千葉支部
企画総務グループ グループ長の岡田卓也
氏から「健康な職場づくりについて」
、千
葉市 健康企画課 受動喫煙対策室主査 土
谷洋介氏から「受動喫煙対策について（千
葉市独自の規制）
」
、健康支援課 課長補佐
高橋久典氏から「魅力ある事業所をめざ

日㊋

して」を丁寧に説明しました。

２月
報告会及び
ナビゲーター認 定 式 を 開 催
みんなでおもてなしガイド事業・報告
会及びナビゲーター認定式を開催しまし
報告会では、前回の店舗勉強会の振り

た。
返りとまち歩きツアーの実施報告があっ
た後、ナビゲーターからまち歩きツアー
に参加した外国人留学生の店舗に対する
感想や意見について報告がありました。
ナビゲーター認定式では、ナビゲータ
ーからまち歩きツアーの振り返りがあっ
た後、ガイド講師から総評があり、ガイ
ドスキルの磨き方について意見交換を行
いました。
ナビゲーターは、今後、オリンピック・

ことから、採用活動の一環として活用し

パラリンピックや国際会議などの外国人

てもらいたい」とご説明がありました。

公認会計士・税理士

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。

手島 英男

マイルストーン

75

が多く訪れる機会を狙って、訪日外国人

▲講師の奥平氏による研修会の様子
▲粟生委員長が議長に就き、活発な審議が行われました

お客様から信頼される会計事務所を目指して
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
http://chiba-milestone.jp/
（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

▲ビジネス交流会の様子（第１部）
▲外国人材の活用について説明

公認会計士・税理士

代表：橋爪和博

ベンダー見積・追加費用の精査も重視

漠然とした不安に

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

60

14

27

83

63

と店舗とをつなぐ役割を担っていきます。

▲ナビゲーターのお二人と（前列中央2名）

夢シティちば
2020年₄月号
夢シティちば
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▲㈱アクトプロ 岡田 猛志 氏

13
18

6
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2月
商工会議所 の 動き
商工会議所の動き

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

重要

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を
設置しております
事業への影響など経営上のお悩みがございましたらご相談ください。

千葉商工会議所

企画経営部

経営支援課

商工会議所の無料相談窓口

TEL 043-227-4103

TEL043-227-4103

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

事業承継何でも相談窓口

IT導入何でも相談窓口

事業承継の準備を始めたい、事
業を売却したい、廃業の方法がわ
からないなど、事業承継に関する
相談に応じます。

自社のホームページをリニュー
アルしたい、 自社の課題に合っ
たITツールを探したいなど、IT導
入に関する相談に応じます。

○相談日

月曜日〜金曜日 9時〜17時

○相談日

随時

○相談員

外部専門家

○相談員

千葉商工会議所IT導入促進チーム

あなたの健康をサポートする…

弁護士による商工法律相談窓口

中小企業診断士による経営の相談窓口

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
律上の諸問題に関する相談に応じ
ます。
○相談日

4月17日
（金） 14時〜17時
5月15日
（金） 14時〜17時

○相談員

榎本

初雄

氏（弁護士）

社会保険労務士による労務相談窓口

事業計画の作成について相談し
たい、国や県、市の公的支援策を
活用したいなど、経営の様々な課
題に関する相談に応じます。
○相談日

火曜日・金曜日 14時〜17時

○相談員

石井 孝昌 氏（中小企業診断士）
大矢たかし 氏（中小企業診断士）

17

4月9日
（木）
・5月14日
（木） 14時〜17時

○相談員

勝山 喬 氏（４月９日）
森 慎一 氏（５月14日）
千葉県社会保険労務士会千葉支部所属

夢シティちば

2020年₄月号

ちば県民保健予防財団

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社
未来の住環境に夢発見。

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
禁煙外来 骨粗しょう症検査
千葉市美浜区新港32-14

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp

フジセイコー株式会社

http://www.fujiseiko-net.co.jp/

〒260‑0001 千葉市中央区都町1‑18‑13
TEL 043‑231‑1011 FAX 043‑231‑9181

税理士による税務相談窓口

就業規則、社会保険、助成金な
ど、企業経営の労務全般に関する
相談に応じます。
○相談日

公益財団法人

記帳、確定申告など、企業経営
における税務全般に関する相談に
応じます。

○相談日

5月7日（木） 14時〜17時

○相談員

厚地 秀人 氏（税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

夢シティちば

2020年₄月号
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〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

■インドは新時代のベストパートナー

鈴木 隆史

世界のイノベーションを支える都市・ベンガルール

になっています。

る都市でもあり、インドの多様な文化のルツボ

ジェトロ・ベンガルール事務所 所長

～インドのイメージが変わりますよ～

■成田発の直行便が始まりました

なあ、ＩＴの多いところでしょ」、という感じで

ル」と呼ばれていましたが、
「聞いたことはある

の州都ベンガルール、
ひと昔前までは「バンガロー

に、未だにインフラが未整備な発展途上国、と

存知の方も多いかと思います。日本から見た際

ンドのシリコンバレー」とも呼ばれているのはご

先端技術系スタートアップが集まっており、
「イ

スをトータルで捉えた新たなビジネスモデルを

言えます。これからは、ソフトウエアやサービ

功し続けることができない時代が到来したと

業においては、もはや「ものづくり」のみで成

の産業の在り方が問われています。 特に製造

今、
「１００年に一度の変革」と言われ、日本

しょうか。恐らく皆様が想像するインド＝「灼
いうイメージを持たれることが多いインドです
国や企業の枠を超えて追及することが求めら

この街には、インド中から優秀なＩＴ人材と、

熱」の気候はここにはなく、
「インドの軽井沢」
が、もはや中国、米国に次いで、世界で 番目

南インドの内陸部に位置するカルナータカ州

（本当です）と呼ばれる気候の良さと、他の
インドの街にはない「自由な飲食文化」が特徴
います。人口約６，
５００万人の同州内には、イ

に多くのユニコーン企業を輩出する国にもなって
この時代に最も適したパートナーを考えた

者がおり、その 割はベンガルール市内の企業で

れています。

です。インドではヒンドゥー教の考え方に基づく

多く（特に神の化身である牛の肉はご法度）
、
飲
働いています。日本のＩＴ技術者数が 万人程

ことも、新たなビジネスモデル構築の一歩だと思

こういった観点でインドの高度人材を活用する

ビジネスをサポートしております。ご関心の件

「高度人材」をキーワードに、皆さまのインド

ガルールは「イノベーション」、
「スタートアップ」、

がありましたら、何なりとお知らせいただけ
れば幸いです。

２０１９年度 アジア・オセアニア進出日系企業実態調査（在インド日系企業の現地での活動実態をアンケート調査）

〈 参考 〉

への展開（低廉な労働力～経済成長に伴う市

日本企業が進めてきた従前の中国、アセアン

います。

間違いなく強力な連携相手となります。また、 がベンガルールだと思っています。ジェトロ・ベン

語力／交渉力／アピール力」 を誇るインドは、 しいインドのイメージ」、を作っていただけるの

場創出）の延長、とは捉えずに、インドに対

とき、
「圧倒的なソフトウエア開発力」、
「日本

酒も法的に禁じている州が多いのですが、ここベ
度であることと比較すると、この 州に集中す

する新しい視点、協業への関心、ひいては、
「新

ンド全体の 割を占める１２０万人のＩＴ技術

ンガルールにそのような規制はなく、市内には
るＩＴ人材の規模がおわかりかと思います。

にない発想、環境、社会課題の対応力」、「英

ベジタリアン嗜好から肉類を一切食べない人々も

ビーフステーキ／ハンバーガーレストランや地ビー

成田─ベンガルール直行便を新規開設しまし

そして、この 月 日より、ＪＡＬさんが

米国での就業経験を持つＩＴ技術者が多く
た。グッと身近になった（千葉の皆様にとっては

ルを出すバーがブームを呼んでいるほどです。

住んでいることもあり、欧米文化に慣れ親しん

い。「目からウロコ」のお手伝いを我々がさせて

だインド人が多く住む、という事情もあります。 特に！）ベンガルールへ、ぜひ一度お越しくださ
インド人がベンガルールを称して「コスモポリタ
いただきます。

すいものから入るのが一番よい。どう

さらに、彼は歴史書の類を大量に読

〒260-0014  千葉市中央区本千葉町15-1
☎043-227-6543（事務所）

ン」、と呼ぶことも多く、
「外国人が多い」、と

渋沢栄一は、明治以降に４８１（東

せ四書・五経を丁寧に読んで腹にいれ

むことによって、「物事を判断するさい

JR千葉駅・京成千葉駅徒歩1分

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/01/962bd5486c455256.html

商調べ）の会社や、６００余りの社会

ても、
真にわが物になって、
働きを生ず

は、自分とは反対の意見も含める形で

覆を目指して高崎城襲撃計画というの

があると認め、中止にします。こうし

気取らない街で、
ファッション＆グルメをどうぞ！

いうだけではなく、インド各地から人材が集ま

事業にかかわり、ノーベル平和賞の候

るのは、だんだん年を取って世の中に

幅広く情報を集め、それをもとにして

いつか読解力がついて、『日本外史』も

を立てます。仲間を集め、武器も集め

こうした学び方によって、栄一はま

た彼の柔軟さは、幼少のころの勉強法

千葉ショッピングセンター

１８７８
（明治 ）
年、東京商法会議所がわが国初の商法会議所
（現商工会議所）
として設立
しました。その初代会頭として就任したのが、渋沢栄一です。今年度は、新たに渋沢栄一に

補 に も 二 回 な っ た「 日 本 の 近 代 化 の

関わっていった上にあるのだから。今

大局的に見ることが重要」ということ

この連載では、そんな彼の思想や行

読めるようになり、『十八史略』も『史

て 決 行 前 夜 と い う と き に、京 都 か ら

て、いまさら止められるか」と同志と

この尾高の教え方がとてもユニークで、 ず大の読書好きになりました。子供の

によって育まれた一面があるのです。

激論になりますが、最後には相手に理

ころ、本を読みながら道を歩いていて

検索
千葉ショッピングセンター

ついての連載をいたしますので、是非ご覧ください。

守屋 淳

作家・グロービス経営大学院客員教授

父」とでもいうべき偉人に他なりませ

のところではかえって『三国志』でも

渋沢栄一の勉強法

ん。
昨年、
大河ドラマの主人公や新一万

も学んでいきました。

動から、現代に活かせる知恵を学んで

記』も『漢書』もおいおい面白くなる

たとえば彼は 歳のとき、幕府の転

いきたいと思います。まず一回目は渋

から、せいぜい多く読むがよい」

帰ってきた同志から実行を反対される

沢栄一の勉強法について。

という観点から、面白いと思ったもの

たくさん読めば読解力も自ずとつく、 のです。渋沢栄一は「ここまで準備し

彼は、６歳から父親のもとで、８歳か

を乱読させていったのです。

江戸時代に豪農の子として生まれた
ら従兄の尾高淳忠（おだかじゅんちゅ

栄一に次のように述べたそうです。

溝に落ちてしまい、母親に怒られたこ

う）のもとで漢籍を学びます。そして、

「読書の読解力をつけるには読みや

員研究員。

3

90

『八犬伝』でも、何でも面白いと思っ

の戦略教科書 孫子』
『 組織サバイバルの教科書 韓非子』
などがある。２０１８年４～９月トロント大学倫理研究センター客

1

円札の肖像に決まり、一躍脚光を浴び

クールにおいて教鞭をとる。著訳書に34万部の『現代語訳
論語と算盤』や『現代語訳 渋沢栄一自伝』、シリーズ
で20万部の『最高の戦略教科書 孫子』『マンガ 最高

29

たものを、心をとめて読みさえすれば、

ともあったそうです。

1965年生まれ。 早稲田大学第一文学部卒業。 現在は

3

るようになりました。

作家として『孫子』『論語』『韓非子』『老子』『荘子』な
どの中国古典や、渋沢栄一などの近代の実業家についての
著作を刊行するかたわら、グロービス経営大学院アルムナイス

9

3
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http://www.c-one.or.jp
シーワン
CHIBA SHOPPING CENTER

ホシーワン

淳

守屋

23

〜
シーワン
CHIBA SHOPPING CENTER

〜皆様とともに歩む

──もりや・あつし──

11

中心市街地NEWS

マル経融資制度をご利用ください‼ 1.21％
（小規模事業者経営改善資金融資制度）
年利

まちづくり事業情報

〈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

千葉商工会議所地域振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

千葉市中心市街地まちづくり

成果や課題の抽出及び各部会の

地商店街等活性化計画に対する

犯意識の向上と市民が安全・安

協議会住み心地部会は、街の防

千葉市中心市街地まちづくり

資金用途

経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を
無保証人
バックアップするため、 無担保
低金利 で融資する制度です。

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

2,000 万円以内

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

融資額

※新型コロナウイルス対策としての別枠もあります。

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。
）


防犯グッズ配布！

協議会は、本年７月からのオリパ

ヒアリングを行った上で今後の組

心に暮らせる街を目指すため、千

２月 日㈪

ラ開催に向けて、開催都市・千葉

織の在り 方を考えていくことと

総務会開催

市を訪れる来街者への「おもてな

葉中央警察署と合同で防犯啓発

しました。
グッズ（ホイッスル、ウェットティッ

シュ）を作成しました。

ホイッスルについては、千葉県警

のシンボルマスコットである「シー

ポック」がパッケージに添付された

オリジナルのホイッスルを千葉市

教育委員会の協力のもと、
千葉駅

から徒歩３０分圏内の中心市街

地の小学校７校に配布し、既存の

防犯ブザーと併せて携帯していた

だくよう呼びかけました。

ウェットティッシュについては、千

葉県内で交通事故の死者数や電

話詐欺被害が多いことから、交通

事故防止と電話詐欺防止を促す

デザインがされたウェットティッシ

ュを中心市街地の商店街各店舗

で配布していただくことで、市民

への啓発を促しました。

し」に関する取り組みを、
新年度

から円滑に、かつ着実に

進められるようにする

ため、当協議会の各部

会長が参加する総務会

を「令和元年度事業進

捗報告と収支決算見込

について」と「令和２年

度事業計画（案）と収

支予算（案）について」

を議題に開催しました。

その結果、議題は承

認されたため、予算執

行が必 要になった場 合

は、暫定予算のもと、各

部会で実施に向けた準

備に取り 掛かることと

しました。

また、当協議会員か

ら協議会の体制について

ご意 見 をいただいたた

め、今後は、中心市街

10

マル経融資とは？

令和2年2月3日現在
※利率は変動しますので
ご確認ください

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 経営支援課
TEL : 043-227-4103

「千葉商工会議所限定 2020年千葉ロッテマリーンズ戦内野自由席“トクトク回数券”」
受付及び販売の一時停止について
毎年ご好評いただいている「マリーンズ戦内野自由席
“トクトク回数券”
」
について、当所会報誌などで
販売をご案内しておりましたが、令和２年３月９日に日本野球機構より新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、セントラル・リーグ及びパシフィック・リーグの2020年度連盟選手権試合の開幕を延期
するとの発表がございました。
この延期に伴い、
「トクトク回数券前半戦」
の対象試合に変更が生じるため、受付及び販売を一時停止
いたします。
「トクトク回数券」の取扱いや対象試合などの方針が決まり次第、改めて当所ホームページ上で
ご案内いたします。
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申しあげます。

〈お詫びと訂正〉 夢
 シティちば3月号（2020年3月10日発行）５ページの会員情報プラザで株式会社建設経営サービス 首都圏営業部様の貸金業登録番号の記載に
誤りがありました。正しくは貸金業登録番号関東財務局長(4)第01480号となります。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
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ドローンを使った写真や映像の広がりを目指すピーエイチ・プラス株式

ピーエイチ・プラス株式会社
千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンCB棟３階MBP
連絡先電話番号 050-3155-1726

ける。しかも、それは単なるサービス

ら取っています。写真に付加価値をつ

「ピーエイチ」は ｐｈｏｔｏ（写真）か

社 名 の「 ピ ー エ イ チ・ プ ラ ス 」 の

える。そして、物流運搬です。これは

が欠かせなかった領域でドローンが使

ソーラーパネルや橋の点検など、重機

届けられる。二つ目として産業の中で

ではなく、最新の技術と考えています。 かなり細分化されていて、小さい物を
所に運ぶなど、いろいろなニーズがあ

映像表現、写真表現を軸にしながらも、 遠くに運ぶ、重い物を高低差のある場
その時々の新しい技術で新しい映像表

ります。
こうした中、特に力を入れているの

現をしていきたいという思いが込めら
れています。

はドローンパイロットの育成です。物
流運搬の話をしましたが、大型ドロー

より広め販売しようと、フリー素材販

世間に浸透している中で、その映像を

サービスとしては、ドローン撮影が

事業の柱にしていて、売り上げも８割

は、テキストの制作やトレーニングを

ターの育成に取り組んでいます。現在

ん。そのため、パイロット、オペレー

ンは危険性も伴い、簡単には使えませ

売サービスがあります。誰もがドロー

が占めています。４人の方を集中的に

パイロット育成に注力、
高度な技術集団を

ンで撮影された動画や写真を１枚、１

作品から購入できるウェブサービスで、 トレーニングしていますが、１年ぐら

地上と違う視点で
ドローンの有効性気づいて
大学では画像工学という写真系の学
部で学び、写真映像制作には昔から関
心がありました。卒業後は複数の会社
で、プログラミング、情報デバイスや
情報サービスの開発をしていました。
２０１７（平成 ）年４月に会社を設

ち上げました。起業したのは 歳にな

影の領域で何かをやれたらと思って立

キルと組み合わせて映像表現、写真撮

ドローンをきっかけに、自分自身のス

ドローンが世の中に浸透してきていて、

立しましたが、その数年前ぐらいから

29

２０１６（平成 ）年に千葉商工会議

身の丈にあった経営、
こだわるのはビジョン

もらえることが醍醐味です。

を知り、ドローンの有効性に気づいて

映像を通じ、地上とは随分違った視点

ドローンをあまり知らなかった方が

います。

できるところが一番のポイントかと思

です。会社の身の丈に合わせて撮影が

１人でも、そういった映像撮影が可能

なります。ドローンを使うことで最低

ろな役割の人がいて大がかりな規模に

マンやディレクター、照明などいろい

通常、映像制作の現場では、カメラ

によってスタッフを集めています。

員がいて、その他にも、プロジェクト

る年でした。私のほかに、もう１人社

39

５年、 年先にはドローンも新しい

たいかのゴールです。

こだわるのは会社のビジョンや何がし

ベストと判断しているにすぎません。

もしれませんが、そういった登り方が

レーニング事業とは唐突に思われるか

つつあります。映像表現の会社で、ト

りをしたらいいかがようやく少し見え

いう頂に到達するにはどのような山登

り返し、掲げたビジョンを実現すると

ていくところは守りながら、模索を繰

理をしないことです。確実に売り上げ

そこで感じたのは身の丈にあった、無

所の「創業スクール」に参加しました。

28

ています。機動力を生かして躍動感あ

乗るようなドローンでの撮影を提供し

特筆的な部分は、より小型の、掌に

身につけた高度なドローンの操作技

トル）ドローンに取り組んでいます。

きな（およそ１メートル×１・５メー

乗るような小型から始まり、いまは大

技術ではなくなると思います。逆に言

る作品が制作でき、今までヘリを飛ば

術は、いろいろな場面で使えます。最

えば、もっと技術的にシンプルになっ

していた大がかりな空撮をコスト的に

高水準の技術を持った集団ができれば、 な人間がそもそも行けない所まで撮影

続けていきたいです。

いと思ってもらえるような映像を作り

時々でこれはすごい、誰も見たことな

ると思います。それもにらみながら、

ができるなど、いろいろな可能性があ

水中の撮影や宇宙、成層圏に近いよう

ります。そんな時の将来展望としては、

単に扱えるようになる可能性も十分あ

て、パイロット育成が不要なぐらい簡

も 抑 え ら れ ま す。自 動 車 販 売 や カ ル

さまざまな仕事のマッチングができま
サービスの拡大にもつながります。

チャー教室のプロモーション映像を

今まで見たことのない映像をどんどん

撮が一番分かりやすいところですが、

域があると捉えています。一つ目は空

ドローンに関しては、三つの成長領

す。最初にお話ししたフリー素材販売

▲ドローンによる空撮

作って、ご利用頂いています。

販売者もサービスで独自に募っています。 いトレーニングを行なっていて、掌に

10

会社の舟迫洋平代表取締役にお話を伺いました。

ふさばさま

洋平
代表取締役／舟迫

最新の技術を使って、
誰も見たことのない映像を届けたい
会社DATA

22
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汗 の 輝き
汗の輝き／創業して10年未満の若い企業をご紹介
汗の輝き／創業して10年未満の
若い企業をご紹介

▲大型ドローン

「美食のまち千葉」
を目指して

創作郷土料理で地域の賑わいづくりを図ろうと、千葉市観光協会は「美食のまち千葉」を目指しています。
第１弾として観光協会と市内料理店でつくる「千葉美食研究会」は、
千葉市の寒川もしくは内房地域が発祥と言われている
房総の漁師料理「さんが焼き」をアレンジした「千葉さんが」を開発し、
昨年１０月から市内の３０を超える店舗が
独自の個性とアイデアを凝らした自信作の提供によりブランド化を図っています。
「千葉さんが」の特徴や開発の経緯、取り組みについて伺いました。

千葉県内に伝わる漁師料理を
アレンジし共通定義
海に囲まれた千葉県は新鮮な食材
が豊富ですが、房総の漁師料理とし
てはアジなど新鮮な魚をみそと一緒
に細かくたたいた「なめろう」
、
それ
をアワビの殻に載せて焼いた「さん
が焼き」がよく知られています。観
光協会が取り組んでいる「千葉さん
が」は、それらをアレンジして新た
な共通定義を設けて開発しました。

魚・肉をたたき
５つの食材絡ませる
「千葉さんが」の基本は①魚・肉な
どの食材を細かくたたく②みそ・ネ
ギ・大葉・ショウガ・千葉名産の落
花生パウダーを絡ませる（落花生に
ついてはアレルギー表示の対象）─
の２つです。これらを踏まえ、より
おいしくするために各店の特徴を生
かした食材により、オリジナルの商
品を作り上げます。生、焼き、揚げ、
煮たものと調理方法は様々です。

和洋多彩なメニューそろう
参加店は「千葉美食研究会」が基
本的な食材により調理されているか
などを審査・認定し、１年間の更新

提供店を探すには
昨年 月の「千葉さんが」提供開
始に合わせ、観光協会は千葉駅や海
浜幕張駅周辺のホテルへのチラシ設
置や、
駅にポスター掲示を行って、
普
及を図っています。さらに、観光協
会では１０８カ国語で対応している
ホームページでの案内に加えて、春
からはスマートフォンの衛星利用測
位システム（ＧＰＳ）機能を使って
近くの提供店が簡単に分かるサービ
スを導入します。イベントへの出店
や試食会も検討しています。

目指せ１００店舗の参加
ゆくゆくは１００店舗の参加を目
指しています。早野委員長は喜多方

した。早野委員長は「千葉は海も山

目指す中で、第１弾として生まれま

委員長）と「さんが」が浮上し、昨

るが、
発祥は千葉ではないか」
（早野

話し合いを重ね、「由来はいろいろあ

ない料理。千葉に来ていただく目的

しているのは、そこでしか食べられ

観光協会では「観光客が楽しみに

が自然と出てくるようになればいい。

は何だとなった時に『千葉さんが』

ご当地グルメを挙げて「千葉の名物

ラーメンや宇都宮ギョーザといった

も畑もあり、おいしい食べ物に恵ま

いずれは『千葉さんが』の専門店が

の方からは看板を見たお客さんから

違い」と指摘します。そして「お店

郷土料理があるとないのでは大きな

飲食店に行っても『千葉さんが』が

んなが一つになって、市内のどこの

した「美食のまち千葉」実現へ、「み

できたら面白い」
と話します。
歩み出

まりました。

『千葉さんがって何ですか』
と聞かれ

あるといい。多くの店が参加しても

現在は中央区内を中心に市内 店

られない名物の郷土料理を作るため、 「千葉さんが」をメニューに加え発

て、お客さんと話ができるきっかけ

らえればもらえるほど、広まってい

ない』という声を聞いていた」と語

売しています。取扱店には共通販促

になったと聞きます」と話します。

舗が趣向を凝らしたオリジナルの

２０１８年７月に観光協会会員の飲

ツールとして、目印となる看板が掲

ります。そこで、千葉市でしか食べ

食 関 連 事 業 者 ら で「 千 葉 美 食 研 究

く」と願っています。

げられています。

行ったら何を食べたらいいか分から

の上位に入ります。アピールできる

▶詳しいお店の情報はこちら
（千葉市観光協会ＨＰ）

▶千葉美食研究会委員長 早野友宏氏

▲各店舗で趣向を凝らした「千葉さんが」のメニューを提供
「写真：あじのさんが焼き（すし波奈 千葉富士見店）
」

年 月から市内の飲食店で提供が始

▲あじのなめろう

れ て い る が、 観 光 客 か ら『 千 葉 に

力を生かした「美食のまち千葉」を

島の玄関口としての特性と房総の魅

この取り組みは、千葉市が房総半

千葉オリジナルの料理を

各店がやっている」と話します。

ある。自分たちが持っている食材で

や豚肉をたたいて作る『さんが』も

タイやサバ、ヒラメでもいい。鶏肉

店でもできる。魚もアジだけでなく、

た。
焼き鳥やイタリアン、
ステーキの

料と技法を中心に『さんが』を考え

長は「街全体で取り組むために、材

「千葉美食研究会」
の早野友宏委員

富んだ料理がそろっています。

ジョをはじめ、和洋バラエティーに

ハンバーグ、ピザ、パスタ、アヒー

んが」は和食ですが、
串焼き、
天ぷら、

制となっています。もともとの「さ

千葉市観光協会

会」を立ち上げました。月に１回の

33
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10

「美食のまち」へ「千葉さんが」誕生

青年部通信／ありがとうを伝えたい

今回の全国大会に参加して、静岡を

付かされました。

るプランとなっていました。三嶋大社参
楽しんで欲しいという想いがとても伝

方が多く、丸一日かけて三島を満喫す
拝にはじまり、日本一長い歩行者用吊
り橋 「三島スカイウォーク」に挑戦し、 わるおもてなしを感じ、この全国大会

マスク着用が徹底されていました。 ま
た、参加者も必ずマスクを着用するこ

令和２年２月 日から２月 日ま
で静岡県沼津市で行われた「日本商
とや、体調に不安のある方への参加自

じのくに静岡ぬまづ大会」に千葉ＹＥ
Ｇから現役、ＯＢ・ＯＧ、事務局合わ

徹底するよう呼びかけられていました。
店舗の出

インフルエンザなどの感染防止対策と

大会期間中は新型コロナウイルスや
の申込方法やキャッシュレスの使い方を

入し、キャッシュレス・ポイント還元事業

店店舗すべてにキャッシュレス決済を導

今大会の物産展では約

して、各会場に消毒液の配置や、物

２月 日の記念講演では㈱メルペイ

察されていました。

所会頭や川勝静岡県知事と会場を視

臣もご来場され、三村日本商工会議

を促していました。松本経済産業副大

域の中小店舗によるキャッシュレス導入

案内するブースが設置されるなど、地

せて 名で参加しました。

粛要請、咳エチケットや手洗いうがいを

工会議所青年部 第 回全国大会 ふ

23

産展等の飲食物を取り扱うスタッフの

50

39

分科会では静岡県連 単会それぞ

いることが感じ取れました。

な意識高揚を図ることに重点をおいて

性の開拓者となる決意を持てるよう

れの地域の未来を見据え、新たな可能

から一堂に会する青年部会員がそれぞ

ついて考える機会を設けており、全国

れ、
大会全体においてキャッシュレス化に

現に向けて」 と題した講演会が行わ

「キャッシュレス化と循 環 型 社 会の実

の代表取締役ＣＥＯ青柳直樹氏より

22

月 日の三島分科会Ａに参加された

されていました。 千葉ＹＥＧからは２

れ特徴のあるおもてなしプランが用意

12

て「酪農王国オラッチェ」にて迫力の

並みなどの絶景を楽しみました。続い
感動しました。
この団結力を見習うと

に向けて仕事の合間をぬって準備 設･
営をされた開催地メンバーの団結力に

事業」は、新型コロナウイルス感染

定していた「２月定例会 オープン

２０２０年３月１日㈰に開催を予

師の公式ＷＥＢページからの告知」
、「千

はありますが、今回の事業準備で「講

今回中止という結果となり残念で

実現できました。

沿った形の告知方法にチャレンジし

スブックによる情報拡散」など時代に

葉市からのツイッター発信」
、
「フェイ

ＹＯＲＵＭＡＣＨＩが開催されてい

千葉商工会議所 周年の記念事業

となりました。

症に対する感染防止の観点から中止

修善寺から伊豆箱根鉄道駿豆線の列
車を貸し切っての居酒屋列車に乗車し
ました。停車駅では地元の学生などと

ず参加者の多さに驚いたのと静岡に由

参加する私には驚きの連続でした。ま

大懇親会では、全国大会に初めて

じてもらうことを目的として準備し

い、夢や目標を持つ事の大切さを感

してもらい、オリンピアンと触れ合

すこと、未来を担う子供達にも参加

かけを創出し経済活動の活性化を促

来のあるアーティストによるステージに

て参りました。

も交流することができました。

釘付けになっていました。 全国大会で

は卒業を迎える先輩を祝福するメン

明くる日の記念事業（卒業式）で

と題したご講演を頂き、第２部では

う！～『夢』にリンク千葉の街～」

よる「
『夢』未来へ氷の階段を登ろ

予定していた内容としては、第

バーたちで会場が満杯になっており、

「
『街』オリンピック前後の街の変化、

しか会えないような青年部メンバーと

各単会が用意した卒業会員ごとのの

震災復興」をテーマとして荒川静香

います。

新入会員の紹介
ようこそＹＥＧへ

☎043-312-1207

部として２００６年トリノオリン

ぼりを掲げて、卒業会員と送る側の

氏と熊谷俊人千葉市長をパネラーと

電飾工事事業、防災事業、空調工事事業、
電気工事事業、内装工事事業

の交流もできてとても良い経験ができ

思いが溢れ出る表 情や光 景に、こん

し て お 呼 び し、 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ

㈱East Japan Lighting

ピック金メダリストの荒川静香氏に

な幸せな環境があるのかと感動を覚え

ションを行う予定でした。

優介

ました。

「仲間」という存在の素晴らしさに気

ゆうすけ）

木村

（きむら

1

一同
Status of YEG Section

Status of YEG Section る中で千葉ＹＥＧとして事業を行い、 今後の活動では今回得られた経験
志賀 美由紀 市民の方々が冬の街へ出ていくきっ を活かし更に邁進していきたいと思

で作った地ビール、丹那の乳製品 地･場 だことを胸に今後の活動に活かしてい
野菜をふんだんに使った料理を堪能し、 きたいと思います。

共に今回参加したことの思い出や学ん

２月定例会 オ｢ープン事業 中｣止の報告

21

ある和太鼓演奏や富士山系の天然水

橋の上から富士山や駿河湾・伊豆の山

23

26
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第39回全国大会「ふじのくに静岡ぬまづ大会」
に参加しました。

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 〜 10階
URL https://www.kagakukanQ.com
休館日：4/6㊊～9㊍
☎043–308–0511
●●●

編集：千葉商工会議所

女性会

千葉市科学館イベント情報【4月】 ●●●

千葉市科学館では、
皆さんの科学心をくすぐるような楽しい企画を開催します。ご来館を心よりお待ち申し上げております。

千葉市女性団体連絡会との合同講演会
パラスポーツを通した

共 生 社 会 実 現 への 道

12

53

!
パラリンピック意義の中にその

答えはあった。
「 パラリンピアン

の力」が「人々に気づきを与える」

アスリートが創意工夫を凝らし、

限界に挑むことが社会の中にある

心・物理的バリアを減らし、無限

の可能が広がる価値を。又、より

より社会を創るために社会変革を

起こそうとする活動を彼らが気づ

かせてくれるということ。

の機会と感動を彼らと共有し、提

22

幕張メッセでの千葉開催の絶好

会 が 始 ま り で あ り、 そ の 目 的 は

毎年恒例となりました、 千葉市女性団体連絡会との合同講演会が、
２月 日㈯、 当所 階研修室にて開催されました。
日本パラリンピック委員会 髙橋秀文副委員長をお迎えして東京
２０２０パラリンピックの成功に向けて～共生社会実現への道～と題
し、 熱意あふれるご講演に、 参加者 （ 名） が感動しました。

パラリンピックの歴史は、１９

起された「共生社会の実現」を担

文 古谷 晴美

身も心も温まる

千 葉 振 舞に参 加 ！

２月３日㈪、節 分の日に開催さ

れた千葉振舞に当会から髙梨会長、

古谷副会長、櫻木副会長、岩藤副

会長、小澤会員の５名が振舞のお手

伝いとして参加しました。

千葉振舞とは千葉氏の認知度向

上と中心市街地の賑わい創出を目

的に千葉神社の節分祭にあわせて

開催されているイベントです。

当日は肌寒い中、和太鼓白鳳の迫

力ある和太鼓演奏や勝浦漁港直送

の干物、金目鯛汁が振舞われ、参

☎043‑225‑6232

加者の笑顔と金目鯛汁の湯気に包

千葉市中央区本町1−1−13

まれ、会場全体が身も心も温まる

報徳千葉診療所

イベントとなりました。

医療法人社団 報徳会

の如くである。

満天の星々に、アロマ
をプラス。
季節の移りかわりとと
もに少しずつ変わって
いく星空と、そのとき
に合わせたアロマオイ
ル、さまざまなテーマ
でいつもとは違うプラ
ネタリウムを演出しま
す。
星 空と香りのコラ ボ
レーションを科学館ス
タッフの生解説でお楽
しみください。

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

2020年₄月号

「福祉」であった。今や、
最新の技

フィールアロマ～アロマを感じる星空～

相続税対策スタッフ

夢シティちば

４４年大戦での負傷兵の治療と社

■

【日 時】 2020年4月24日（金）
、25日（土） 19:00～19:45
【テーマ】 宵の明星 金星
香り：スムーズドライブ（ペパーミント、ライム、マジョラム など）
【料 金】 高校生以上800円／小・中学生300円
千葉市科学館ミュージアムショップにてチケットをお求めください
（当日券当日券）

29

う課題と責務を心に留めながら、

プラネタリウム関連

～共生社会実現への道～とは何か？

※常設展もご覧いただけます。 ※未就学児は無料
（保護者同伴）

術、技量、努力を駆使し、不可能

【料金】大人700円、
高校生450円、
小・中学生250円

会復帰のためロンドンの病院内で

【会場】千葉市科学館 7階 企画展示室・サイエンスアート広場

この祭典を共に楽しみ、共に成功

【日時】Part1 訓練編：
2020年3月20日
（金・祝）
～4月5日
（日）
Part2 宇宙進出編： 2020年4月18日
（土）
～5月17日
（日） 9:00～17:00
※会期中休館日：5月7日
（木） ※展示入替：4月6日
（月）
〜4月17日
（金）

を可能にした世界最高峰の障がい

国際宇宙ステーションって何？ 宇宙飛行士はどんな人？
「人が宇宙に行く」ことにスポットをあて、知られざる宇宙での暮らしや有人宇宙
開発の今をご紹介します。
この春、千葉市科学館から宇宙へでかけてみませんか。

車椅子患者によるアーチェリー大

春・GW企画展「スペースミッション2020
ココ
～千葉が宇宙の第一歩！～」

を祈るばかりである。

■

者スポーツ大会であることは周知

特別イベント関連

夢シティちば
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