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機械にはできない“ものづくり”を
合言葉は「Quality is our Priority
（品質は私たちの最優先事項）」

広く会員の皆様にご意見を伺い、その結果を当所事業へ反映し
て参ります。より皆様のお役に立てる商工会議所を目指して参
りますので、調査にご協力をお願いいたします。

～建築金物製作でワンストップサービスを実現～
有限会社長谷川製作所
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調査方法

千葉名産

http://www.osenbei.co.jp/
本店

ちーバル開催決定！／幕張ビーチ花火フェスタ
千葉商工会議所

千葉市中央区新宿1‑20‑5

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

青年部通信

道場店・稲毛店・銀座店

共済制度

千葉商工会議所 女性会の活動

今月の表紙

編集者のひと言

今月は、世界リレー2019横浜の事前キャンプで受け入れ
たオランダ代表チームと、公開練習を見学した県内の中学生
との交流のひとコマです。千葉県では、2017年12月にオラ
ンダを相手国としたホストタウンとして登録され、様々な取
り組みを行っています。他市でも、文化講座や料理教室など、
相手国の文化を体験するイベントが開催されています。
ホストタウンの取り組みをきっかけに県内のホストタウンの
相手国に興味を持っていただき、大会本番では、注目してみ
てください。

今年4歳になる姪っ子は、
私のスマホを見つけると、
なぜかスマホのCMを真似て
「おっけーぐーぐる、
〇〇
して」
と音声検索をしたがります。残念ながら、滑舌の
問題からかGoogleの検索結果は〇〇の部分を
「女と
して」
と認識するようで、
正解が分からずじまいです。
も
しかしたら本当に女として何か聞きたいことがあるの
か。
。
。
3歳といえ、
いっぱしの女子です。

（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

電気とシステムの総合コンサルタント
日立特約店

福井電機 株式会社
〒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

千葉市花見川区千種町55-9
千葉市工業センター内
☎043-259-4416

１９５０年に機械加工業として創業し、来年 周年を迎える有限会社長谷川
製作所。少数精鋭でものづくりを極め、現在は建築金物を中心に顧客のニーズ
に応えながら、若い世代の職人たちを育てるべく社内の働き方改革に着手する
長谷川誠代表取締役にお話を伺いました。

有限会社 長谷川製作所
代表取締役

長谷川 誠

作所なら間違いないものが作
れる」
と言ってもらえる信頼関
係さえ築ければ、
景気の波と関
もの。
厳しい状況の中でふるい

係なく、
仕事はつながっていく
図から施工図を起こし、必要

近年は一般住宅の階段の手
ました。私自身、「この世にそ

すりなどの製造・施工も増え
１９７２年に現在の工業団

のままの形でできているもの

げと言われたことはありませ

働きました。先代から跡を継

学に通いながら昼間は当社で

ど影響を受けず、半世紀以上

ましたが、幸い当社はほとん

ル崩壊後は業界的にも低迷し

の社長に就任しました。バブ

はどんどん機械化が進みます

で仕事をしています。世の中

いはずがない」という気持ち

いるんだから、自分が作れな

などない、必ず誰かが作って

地に移転し、 年に先代が会

機械にはできない仕事を

る企業を目指してきました。

にかけられても、残っていけ

取り付けまで行い、
お客さまに
ご好評をいただいてきました。
子どもの頃から機械大好き
夜学に通い、ものづくり一筋

長に就任。私が 歳で２代目

んが、子どもの頃からこの仕

げて全ての機械を動かし、大

だけ。そこからベルトをつな
型バスのブレーキパッドを交

から途切れずに発注があって、 ライオリティー」（品質は私た

が「クオリティ イズ アワー プ
父の仕事を手伝うものだと自

したりして、時間を忘れてし
まうんです。当社に入ってか
ら１年ほど他社に出向して働
いたことはありますが、 歳

になる現在に至るまで、いま
だに「ものづくり」一筋で、
好

来年の創業 周年を迎えたい

できない仕事を」を合言葉に、

ちの最優先事項）
、
「機械には
いいお客さまと仕事に恵まれ
建築は形に残る仕事。もの

然に感じていましたし、とに
学生の時、父に買ってもらっ

づくり企業として「長谷川製
んでしまいました。何かを組

を作ってから一気にのめり込

たヘリコプターのプラモデル

てきました。

のお付き合いになる県内企業

さまざまな工場の折板（トタ
ン）屋根の成形機などを受注
していました。
やがて高度成長時代に建築
ラッシュが始まると、鉄骨の
溶接などゼネコンからの受注

社は設計屋さんが作った設計

う会社は少ないのですが、当

置するところまで一貫して行

ようになりました。製品を設

の建築金物を幅広く製作する

銅製の手すりや階段など特注

テンレス、アルミ、真ちゅう、 み立てたり、壊れたものを直

が増え、鉄工所として鉄やス

かく昔から機械が大好き。小

換前に旋盤で削り取る作業や、 事が染みこんでいて、将来は

私は高校卒業後、夜間の大

お客さまの駆け込み寺として

な部材をそろえて製造・加工、 ようなものです。

きな道を真っすぐ進んできた

景気の波に左右されないものづくり企業として
特注建築金物の受注で信頼を築く
旋盤１台から始めた機械加工業
高度成長期に建築金物へシフト

当社は１９５０（昭和 ）

～建築金物製作でワンストップサービスを実現～

と思います。
創業当時の社屋と従業員
カメラ好きだった先代が、受注した製品を納品する
様子などを克明に記録した写真が多数残る

長谷川 誠
代表取締役

70

ました。当時は工場も木造で、

盤１台から機械加工業を始め

の父である先代がひとりで旋

年、
現在の中央区神明町で、
私

25

動力は天井のモーターひとつ

93

40

有限会社 長谷川製作所
はせがわ・まこと／1953（昭和28）年11月23日、千葉市生まれ。71年、工
学院大学生産工学部の夜間部に通いながら有限会社長谷川製作所に入社。以
降、ものづくりひと筋で40歳の時に同社の代表取締役に就任し、２代目社長
となり現在に至る。

機械にはできない“ものづくり”を
合言葉は「Quality is our Priority
（品質は私たちの最優先事項）」
70
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「12年前、
息子の晃一が入社し、
さまざまな改革に尽力してくれています。
親としては同じ苦労をさせたくないと反対もしたのですが、
後継者となってくれた
ことは、
やはりうれしいですね」
と長谷川社長。

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

会員情報プラザ

千葉の本格的九州とんこつラーメン

「幸福軒」

ペットのいる家族が笑顔になるアイテムを販売致します‼

外注に頼らず未経験の若手を採用
スキルアップを支援し職人を育てる

未経験でも若い世代を

長谷川クオリティで育てたい

働省のマイスター制度を利用

14

社員教育については厚生労

９人が職人です。これまでは

して講習を開いたり、資格取

ュニケーション能力の高さを

重視して若い未経験者を採用

したところ、長谷川クオリテ

ィが染み込み、仕事の標準化

も進みました。

工場長もまだ 代、若い世

30

現在の従業員は 人、うち

社内に職人気質や
「町工場」
色

代が意欲的に腕を磨き、
チーム

得の費用を全面的に負担した

が強く残っていましたが、常

ワークもいい。
３Ｋと言われる

業界ですが、
ホワイトカラーに

務である息子の晃一の発案で、 りと、従業員のスキルアップ

を支援しています。

ンがあります。社内環境が良

２年前に始めた取り組みの成

絶対数が減り、繁忙期に外注

くなれば仕事のクオリティも

10

はない面白みやモチベーショ

まず社内の各部署の担当者

を確保するのが難しくなって

上がり、将来的に良い仕事を

ここ 年で全国的に職人の

を決めて各自責任を持って管

います。また、外注だけに頼

果が少しずつ現れてきました。

理する、社内会議では作業の

6:55 9:15 12:15 14:15 16:35 19:25

呼び込めると考えています。

千葉駅発

体調管理に努めてほしいですね。

ると売上げや利益は伸びても

100字～150字以内

6:47 9:07 12:07 14:07 16:27 19:17

Ａ 責任感からか無理をしがちなので

安全や生産性の向上について

○ＰＲ原稿

県庁前発

Ｑ ３代目に期待することは？

社内で職人が育たず、技術も

○写真または画像（1枚～3枚まで）

6:40 9:00 12:00 14:00 16:20 19:10

「失敗することによって自分が伸
ばせる」という言葉をいつも自分に
言い聞かせています。

話し合い、良いと思ったこと

（店舗の場合は、営業時間・定休日）

蘇我駅発

Ａ 悩んだ時は松下幸之助語録を読み

残りません。以前は即戦力を

◆時刻表（毎日）

Ｑ 座右の書は？

は報告・提案。他社のやり方

予約不要、 PASMO・Suica ご利用いただけます！

ラジコン飛行機を飛ばしています。
５年前からはバードカービングもし
ます。
連休などは、妻と森林浴を愉しみ
に出かけたりします。

求めて経験者を募集していま

映画「翔んで埼玉」で話題の埼玉へ、ちばたまライナーなら最短
90分でご案内！当路線は、蘇我駅・千葉駅を出発し、さいたまスー
パーアリーナ直結のさいたま新都心駅を経由し、鉄道博物館で有名
な大宮駅まで運行しています。スマホ充電もOK ！トイレ付でゆっ
たり座れる快適な小湊バスに乗って、埼玉へお出掛けください！

Ａ 年に一度、飛行場で自作の大型

※ＰＤ
 ＣＡサイクルとは…生産技術に
おける品質管理などの継続的改善
手 法。 Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｃｈｅｃｋ
→Ａｃｔの４段階を繰り返すことに
よって業務を継続的に改善する。

千葉↕埼玉が最短90分‼

【申込内容】
○会社概要（社名（店舗名）、所在地、連絡先

FAX 043-290-1106

Ｑ 休日にはどんな趣味を楽しみますか？

も躊躇せず取り入れ、お互い

TEL 043-290-1102

Q &A

の
「いいところ発表会」
をする。 したが、キャリアよりもコミ

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、
お気軽にご相談ください。
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。

千葉市中央区椿森3-4-5 椿森ウエルズ21 G号室千葉

長谷川社長

今では従業員の自主性が高ま

貴社の商品、サービスを
「夢シティちば」で
ＰＲしませんか？

〒260-0042

ファインスタッフサービス

り、社内の雰囲気が良くなり

Tel：043-225-5029

営業時間：11:30〜14:30 17:30〜20:30
土曜祝祭日は昼の部のみの営業
日曜定休日／スープ無くなり次第終了となります。

株式会社

ました。
５月からは社内に
「な

千葉市中央区中央3-13-15

福 軒

ぜなぜボックス」
を設置し、
従

九州とんこつラーメン   幸

https://www.petpiffly.co.jp
https://rakuten.co.jp/pet-piffly//

業員が疑問点を投函。担当者

自社サイト
楽天市場

が取りまとめてＰＤＣＡサイ

検索してね！

クル※ を実践し、解決してい

ペットピッフリー

長谷川誠社長（左）と、長谷川晃一常務

常務の発案で社内改革
職人が会議で自主性養う

休憩室にて、従業員全員での会議の様子。イスとテーブルの脚（スチール部分）は自社製

ます。

PetPifflyペットピッフリーでは、
ペット服を中心
に可愛い、
オシャレなハーネス・ベッド・おもちゃ
など…沢山のグッズもご用意しております。
また、PetPifflyペットピッフリーオリジナルの
お洋服もございます！
ご購入は、自社サイトと楽天市場とのネット
ショップのみの販売となります。
ぜひ、
下記のURLよりご覧ください！
！
商品につきましては、各ネットショップのお問い
合わせよりお気軽にお問い合わせください。

千葉中央の分かりづらい路地裏の小さな店ながら、口コミ
によって支えられ、開店以来19年、頑張り続けている九州
とんこつラーメンのお店です。ラーメンWalkerという雑誌
の人気投票で上位に選ばれ殿堂店入りしました。

●千葉駅・県庁前～さいたま新都心駅・大宮駅
………………大人（片道）1,200円（小児600円）
●蘇我駅～さいたま新都心駅・大宮駅
………………大人（片道）1,300円（小児650円）

お帰りの時刻やのりば
案内はこちらから。

【お問い合わせ先】

【お問合わせ】
企画経営部企画広報課 TEL 043－227－4103

塩田営業所
千葉市中央区塩田町810

☎ 043-261-5131
社員旅行
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ドミニカ共和国、ルーマニア

米国、
アイルランド

成田市
ブルガリア

銚子市
英国

台湾

ドイツ

市川市

浦安市

旭
米国

ベリーズ
ニュージーランド

横芝光町
市原市

市

オランダ

千葉県

館山市

山武市
オランダ

スリランカ

オール千葉で東京オリンピック・パラリンピックを応援しよう！

ペルー、
ボツワナ

松戸市

船橋市

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの一部競技会場

また、同年８月には、世界陸上北京
大会に出場するオランダ・ベルギー両
国陸上チームの事前キャンプを受け入
れました。
そうした実績が評価され、 年７月

でドイツとオランダを訪問した森田知

員会は、東京２０２０大会の事前キャ

に、千葉県とオランダオリンピック委

17 16

当時 西の長崎、東の佐倉 と謳われ

幕末の佐倉藩では蘭学が奨励され、

へのおもてなし及び魅力の発信として、

開練習を見学するほか、オランダ選手

史的にもオランダと深い縁があります。 受け入れ、県内の中学生がチームの公

ンプを千葉県総合スポーツセンターで

でも、オランダ代表チームの事前キャ

6

の歴史的な交流から１９８７年に「佐

ダの文化などを学ぶ特別授業の開催、

他にも流山市では、小学校でオラン

れました。

倉日蘭協会」が設立され、児童交流や

食育として学校給食でのオランダ料理
の開催など、また、館山市ではオラン

の提供、市民向けにオランダ料理教室
また、明治時代には、オランダ人技

ダ文化講座の開催など様々な取り組み

５月の世界リレー２０１９横浜大会

オルガン体験を実施しました。

協力による民族衣装体験やストリート

介するクイズやパネル展示、佐倉市の

ショッピングモールで、オランダを紹

ウンＰＲイベントとして、千葉市内の

今年３月には、オランダのホストタ

まな取り組みを進めています。

ちとの交流会を開催するなど、さまざ

ムの事前キャンプ受入れの際に選手た

特別講演会開催や、オランダ代表チー

千葉県では、オランダ人講師による

県内各地で子どもから大人まで
スポーツにとらわれない
相互交流を

図るもの。

タウン」として登録し、その推進を

交流を図る地方公共団体を「ホスト

域との人的・経済的・文化的な相互

実現等に資する観点から、参加国・地

地域の活性化、観光振興、共生社会の

スポーツ立国、グローバル化の推進、

て、東京２０２０大会の開催に向けて、

ホストタウンとは、内閣官房におい

〈ホストタウンとは〉

ール千葉」で取り組んでまいります。

活発になるよう、市町村とともに「オ

ポーツなど幅広い分野での相互交流が

の取り組みによって、経済、文化、ス

引き続き、
千葉県では、
ホストタウン

運河が現在の流山市域に完成しました。 が実施されています。

師ムルデル氏の設計、監督による利根

活動が続けられています。

オランダ関係講演・研修会の実施等の

日本各地から医学生が訪れました。こ

たほど佐倉藩の蘭医学は全国に知られ、 書道体験や琴の演奏・体験なども行わ

”

米国、ベリーズ

オランダ

となっている千葉県では、大会成功に向けたさまざまな取り組

東京２０２０大会を契機に
江戸時代からゆかりある国と
交流を深める
２０１５年５月 日から６月３日ま
事は、オランダのオリンピック委員会

年 月には、千葉県はオランダを

年 月に、館山市は千葉県と同じく

相手国とする「ホストタウン」として

年 月に登録しています。

ションしました。

大会）
の事前キャンプ誘致に向けて、
千

12

登録されました。県内では流山市が

17

葉県のさまざまな魅力をプレゼンテー

パラリンピック（以下、東京２０２０

ンプについて基本合意を交わしました。

16

を訪れ、東京２０２０オリンピック・

28

千葉県は、佐倉市や流山市など、歴

12

“

佐倉市
流山市

みを行っています。今回はその取り組みの中から「ホストタウ
ン」と「アスリート強化・支援」についてご紹介します。みん
なで千葉県にゆかりのある国や選手を応援し、大会を盛り上げ
ていきましょう！

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
事前キャンプ・大会競技支援課
教育庁教育振興部体育課

千葉県はオランダのホストタウン
県民レベルの国際交流で地域活性化を推進

▲流山市内の小学校で行われた「オランダ教室」
▲館山市内の中学校で行われた「オリンピック・パラリンピック教育講演会」

米国
英国

特集
印西市
市
柏

6
夢シティちば 2019年₆月号
夢シティちば 2019年₆月号

7

▲合意書署名式 中央右：森田知事、中央左：オランダオリンピック委員会ボルハウス会長（H28.7.5 撮影時の役職）
▲オランダ代表チームの練習風景

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture
オール千葉で東京オリンピック・パラリンピックを応援しよう！

特集

木

現議員任期満了

6

水

（順不同、敬称略）

選挙管理委員会委員名簿

医療法人学而会木村病院

國見倫太郎

㈱スタンダードコンサルティング

〃

倉持佐多治

千葉港運協会

㈲エンジョイ

〃

鮫島

功一

千葉アロー㈱

㈲田子作本舗

〃

藤澤

茂久

㈱ Craftsmans Community

㈱金子機材

〃

大久保博史 司法書士法人つばさ総合事務所

三立機械工業㈱

〃

木村
員

三郎

千葉商工会議所

副委員長

河野

功

千葉商工会議所

委

小池

毅彦

〃

長島

敬

〃

金子

和彦

〃

中根

昭

章
宮島

事業所名
氏名

〈お問い合わせ〉

33

43

火

選挙人名簿作成基準日（入会・口数変更の申込期限）
26

月

選挙人名簿作成・縦覧開始（選挙人名簿の内容を確認していただく期間）
30

金

選挙人名簿縦覧満了
4

水

選挙人名簿確定（会費、特定商工業者負担金納入期限。この日までに納入さ
れませんと選挙権・被選挙権を行使できません）
9

月

17

火

１号議員選挙告示

19

木

２号議員選出

小売部会／食品部会
20

金

２号議員選出

卸売部会／工業部会
24

火

２号議員選出

金融部会／運輸部会

25

水

２号議員選出

建設部会／観光・サービス部会
26

木

２号議員選出

自由業部会／医療・介護部会
27

金

部会予備日

2

水

１号議員立候補・推薦届出締切

昨年７月に行われた指定証授与式の様子。授与式は本年度も７月10日に千葉市内で開かれる予定

選挙管理委員会事務局（総務課内）

TEL.043-227-4101 FAX.043-227-4107

アスリート強化策への資金助成で
千葉県ゆかりの選手をバックアップ

31

ジェッツの富樫選手ほか

第３回選挙管理委員会

千葉県ゆかりのアスリート１３０人を

金

出場が期待されるアスリートを指定

１号議員立候補・推薦辞退締切

本年度の強化指定選手に

18

委
委員長

員

１号議員選挙（即日開票）

役職
事業所名
氏名
役職

第68回 臨時議員総会
（当選証書、選任証書交付、会頭・副会頭・専務理事・常議員・監事等の選任）
木

10

20

9

17

11

第262回常議員会（３号議員選任）

選挙人名簿縦覧の告示

内

8
夢シティちば 2019年₆月号
夢シティちば 2019年₆月号

9

第２回選挙管理委員会
10

部会長会議（２号議員割当決定）

金

10

16

26

曜日

8

日
月

投票場入場券発送
月
7

容

強化指定された選手のうち、
プロバスケ
ットボールＢリーグ・千葉ジェッツふな
ばしのエース、富樫勇樹選手ら 人が新規
指定され、オリンピックは浦安市が練習拠
点の了徳寺大学職員で今夏の柔道世界選
手権代表に選ばれた永山竜樹選手と志々
目愛選手、県内が練習拠点となっている富
士通所属で陸上アジア選手権３千ｍ障害
３位の塩尻和也選手ら 人。パラリンピッ
クの新規指定は 人で、順天堂大の県内キ
ャンパスに通うゴールボールの佐野優人
選手や、県内居住でパラバドミントン国
際大会優勝の里見紗李奈選手ら。いずれ
も千葉県内の出身・在住者や、勤務地・
練習拠点として千葉県と関わりのあるア
スリートが選ばれました。
オリンピック・パラリンピック本番
を前に、急速に力をつける新鋭の登場
を想定し、本年度途中での追加指定も
可能となっています。指定を受けた選
手からは「アスリートとしての意識が
高まった」といった喜びの声が寄せら
れています。開催地のひとつとして、
千葉県から大会成功の機運醸成を図り、
県民をあげて地元ゆかりの選手たちを
応援していきましょう！

議員選挙・選任日程表

来年夏に迫った東京２０２０オリン
ピック・パラリンピックで、千葉県と
県教育委員会は５月７日、出場が期待
される千葉県ゆかりの１３０人を本年
度の強化指定選手に決定したと発表し
ました。指定証の授与式は、７月 日
に千葉市内で開かれる予定です。
今後、競技団体などが取り組む強化
策への資金助成を通じて、強化指定選
手を支援していきます。具体的な支援
内容としては外部指導者の活用、ケガ
の治療など医・科学サポート、競技用
具の整備、国内外の遠征、国際大会の
視察、強化合宿、選手・チームの招聘
（しょうへい）で、本年度は特に国の支
援が届かない個人への支援や、日常の
活動・生活への支援の充実を図るほか、
昨年度は対象年齢を 歳までとしてい
た年齢制限を撤廃するなど、指定の範
囲を広げるとともに、競技実績の基準
を引き上げることで、出場可能性の高
い選手に絞りました。千葉県ゆかりの
選手が１人でも多く東京２０２０オリ
ンピック・パラリンピックに出場する
ことで、県民に元気と勇気を与えるこ
とを目的としています。

議員選挙・選任日程のお知らせ

任期：2019年４月１日から2022年３月31日まで

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

き落とされる）
」
「後で支払う（月末等

「いま支払う（即時で銀行口座から引

等）をイメージすることも検討基準の

か（例えば業務の効率化や販売促進

レス決済を通じて実現したいことは何

説していきます。

還元制度の動向

一般社団法人キャシュレス推進協議会

経済産業省は２０１９年３月、キャ
ッシュレス決済事業者の仮登録を行い、
１００を超える登録希望を受けたそう

小・小規模事業者の取扱い、ならびに
補助対象外となる事業・取引の詳細）
については４月に公表されています。

対象要件は、原則、中小企業基本法第

す。今のところ、
中小・小規模事業者の

加するための要件等を公表する予定で

補助要領など、ポイント還元制度に参

加盟店登録や決済端末、決済手数料の

登録を行うとともに、中小小売店等の

になります。その後、決済事業者の本

議会がこの仮登録実務を引き継ぐこと

団体（補助金の運営主体）として当協

それぞれから見た視点と、決済事業者

す。そこで、「消費者」
「中小小売店等」

皆様にとっても導入方法は千差万別で

わたっており、一方の中小小売店等の

れば決済手段やサービス内容は多岐に

シュレス」と言っても、消費者から見

ることと思います。ひと口に「キャッ

ールを導入すればよいか迷っておられ

元制度への対応に向けて、どの決済ツ

多くの中小小売店等は、ポイント還

決済ツールの種類

２条の定義に準ずることとし、それ以

です。今後、ポイント還元事業の執行

外の要件（大企業に匹敵する規模の中

えしたい
「決済ツールの種類」
「消費者と事業者のニーズ」
「プラン選択」
という観点で解

き続きポイント還元制度の最新動向や、同制度への参加を検討中の中小小売店等にお伝

消費者還元事業」
（以下、「ポイント還元制度」
という。
）
の概要を紹介しました。今回も引

前回は、わが国におけるキャッシュレス決済の普及状況や、政府の
「キャッシュレス・

キャッシュレス決済に関わる政府施策［その２］

にまとめて支払う）
」の３通りありま

一つになります。そして最後は、
コスト

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。

２．中小小売店等が実現したいこと
一方、中小小売店等は、どのような
決済ツールやサービスを導入すべきか。

す。
「前もって支払う」
ものにはプリペ

の観点から導入可能な決済端末（接触

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

のプラン内容を理解することで、購買
シチュエーションに応じた決済ツール
は何か、わが店舗に適したプランはど
れかを選択しやすくなります。
まず考えるべきは、
「消費者ニーズに
わが店舗のお客様は、いったいどのよ

如何に適合させるか」という観点です。

「消費者」
が支払手段を選択する際の
うな決済を望んでいるのかイメージし

１．消費者の視点

検討軸には、①どのタイミングで自分
て決済手段を検討することが重要です。
０％応えることは難しいと思います。

とは言え、すべての決済手段に１０

の資産から支払われるのか、②何を提
示することで支払えるのか（支払いの
媒体）の２つがあります。

イド、つまり事前に現金・銀行口座・

端末、非接触端末、コード読取機）を

この場合、経営者の皆様がキャッシュ

クレジットカードから任意の金額をチ

選択することが重要と言えるでしょう。

①については、
「 前もって支払う 」

ャージしておき、チャージした範囲内
で使える「電子マネー」があります。
次に「いま支払う」ものには、銀行口
座と連携して即時に支払を完了させる
「デビットカード」があります。
「後で
支払う」ものの代表例はクレジットカ
ードです。②については、物理的な媒
体として「スマートフォン」
「プラスチ
ックカード」の２種類があります。
このように、
消費者の選択肢には、
３
通りの支払いタイミングと２通りの支

相続税対策スタッフ

10
夢シティちば 2019年₆月号
夢シティちば 2019年₆月号
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払い媒体を掛け合わせた６通りが存在
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
http://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

全10回

店舗ニーズ
消費者ニーズ

ビジネス上の
ニーズ
端末コスト
なにで払う？
いつ払う？

2
消費者と店舗のニーズの組み合わせ

「とにかく様子を見てみる」が１位となった。
「定
年まで勤めたい」は昨年度に引き続き２位となった。
３位は昨年度３位であった「結婚・出産後も勤めた
い」を抜いて「わからない」であった。

結婚・出産まで
勤めたい
（8％）

独立するまで勤めたい
（5％）

30社（3％）

20社（5％）

１位は
「１社」
、２
位は
「２社」
、３位は
「３社」
となった。昨
年 度 は、50社 が 最
高であったが、今年
度は、20社が最高で
あった。

10社（8％）
１社（29％）

5社（8％）

4社（13％）
3社
（16％）

結婚・出産後も
勤めたい
（10％）

わからない
（15％）

Q8 勤務するうえで、
最も不安に思っていること
１位は昨年度同様「仕事をうまくやっていけるか
どうか」で40％、次いで「上司、先輩、同僚との人
間関係」が25％で２位。３位は「生活環境の変化に
対応できるかどうか」であった。
「不安などない」と
回答した参加者も２％いた。
不安などない
（2％）

その他
（4％）

基本的なマナーや
常識が不足してい
るのではないか
（11％）
生活環境の変化に
対応できるかどうか
（18％）

上司、先輩、同僚
との人間関係
（25％）

13

夢シティちば 2019年₆月号

仕事がうまくやっ
ていけるかどうか
（40％）

昨年度２位の
給料が良い（4％）
「仕事がおもしろ
そう」
が１位、
昨年
度１位の「自分の
先輩や知人が
勤めている（5％）
能力や個性が生か
せると思った」が
２位となった。そ
経営者に魅力を感じた
の他の理由として （8％）
は「通勤に便利」
、
労働時間が短く休
「技術が覚えられ
日が多い（8％）
る」
、
「会社が堅実
で安定性がある」 会社の将来性がある
などがあった。
（8％）
会社が堅実で安定性が
ある（9％）

福利厚生施設が
その他 良い（3％）
（3％）
仕事が
おもしろそう
（19％）
自分の能力や
個性が活かせる
と思った
（13％）

平成31年４月２日
（火）
、３日
（水）

◆調査対象

平成31年度の新入社員

◆調査方法

 記調査日に開催した新入社員研修に
上
おいて、参加者に調査票を配布し、そ
の場で回収した。

◆調査内容 「会社を選んだ理由」

や「不安に思うこ
と」
など、新入社員の意識に関するもの。
（調査結果の項参照）
◆回答者数

男性20名、女性19名

29

11

11

1

計39名

通勤に便利
（10％）

技術が覚えられる
（10％）

Q3 今の会社を知った方法

Q6 働く目的
「楽しい生活がした
い」が昨年度と同様
１位となった。２位
は「経済的に豊かな生
活を送りたい」
、３位
は「自分の能力をため
す生き方をしたい」と
なった。

26

◆調 査 日

新規学卒社員の傾向を知ること
は、社員管理に必要かつ有用です。
アンケートの結果を今後の採用等
にご活用ください。

定年まで勤めたい
（22％）

Q5 今の会社を選んだ理由

今年度の特徴は、勤続意欲の「とにか
く様子をみてみる」が昨年度と同様１位
となり、平成 年度まで 年連続 位で
あった「定年まで勤めたい」を再び上
回った。今の会社を知った理由は、「求人
情報サイト」が昨年度の ％から今年度
％となり、就職活動の傾向に変化が見
られた。

ほかに良い仕事が
あれば転職する
（13％）

とにかく様子を
みてみる
（27％）

2社
（18％）

仕事に対する意識とは……

Q4 訪問した企業数

Q7 勤続意欲

新入社員職業意識調査結果

トピックス

新入社員職業意識調査結果

先輩や知人が
勤めている
（8％）
専門的知識を
身につけたい
（13％）

独立して社長
になりたい
（1％）

社会のために
役に立ちたい
（13％）

自分の能力をためす
生き方をしたい
（19％）
経済的に豊かな
生活を送りたい
（23％）

楽しい生活が
したい
（31％）

Q2 就職活動で苦労したこと Q1 就職活動について
就職活動の
期間が
長かったこと
（8％）

やや厳しかった
（10％）

自分で探した
（11％）

親・知人
（11％）

順調だった
（41％）

学校就職課
（31％）
会社の情報
の入手
（18％）
求人情報サイト
（26％）

その他（13％）

厳しかった
（3％）

競争が
厳しかった
（2％）

会社の選定
36％）

その他
（26％）

説明会・面接等の
日程調整
（10％）

ほぼ順調だった
（46％）

「順調だった」
「ほぼ順調だった」はそ
れぞれ41％と46％であわせて８割以上
となり、あわせて６割であった昨年度よ
り上昇した。

夢シティちば 2019年₆月号
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月 日㊋
会員増強について
ワーキングメンバーと協議
当所は 階特別会議室にて各部会の代
表者を交えた会員増強ワーキング会議を
開催した。当会議は一昨年１月に行われ
た部会長会議の決定を受けて組織された
ものであり、通算７回目の開催となる。
今回は、 年度の会員増強に関する結
果報告と、 年度における増強計画につ
いて意見交換を行った。「会員でない方々
が集まるイベントなどの場で会議所とし
てブースを設けてＰＲを行う、といった
方法もあるのではないか」「若い経営者の
継続的な加入が必要であり、そのための
工夫を凝らさなければならない」「入会の
メリットを簡潔に訴求できるキャッチー
なアイテムが必要」等の意見があり、協
議の結果、 年度も目標数値達成に向け
て、議員・部会も含めての全所的な増強
活動を展開することを確認した。

月

日㊎

経営計画作成支援セミナーを開催

月 日㊍
増加する訪日外国人への対応
Ｗｉ Ｆ-ｉセキュリティセミナー

日㊍

医療・介護部会

月 日㊋
千葉市大型店会
総会・懇親会を開催

都市・産業委員会

千葉市大型店会（大川代表幹事／㈱千
当所は、千葉県警察本部、千葉市、東
葉ステーションビル常務取締役）は、第
日本電信電話㈱千葉支店とともに、Ｗｉ
回定時総会を開催した。
Ｆｉセキュリティセミナーを開催した。
会議では、「２０１８年度事業報告及び
本セミナーは、２０２０年東京オリン
、「２０１９年度事業計画（案）
ピック・パラリンピックの開催に向けて、 収支決算」
及び収支予算（案）
」
、「２０１９年度役員
今後、ますます需要が増加するであろう
Ｗｉ Ｆ-ｉなどの受入環境整備に関して、 （幹事）選任」について協議を行い、全議
案とも原案どおり承認された。
関係者向けに開催したものである。
２０１９年度代表幹事は、㈱そごう・
講演では、まず千葉市内のインバウン
西武 そごう千葉店、会計監事は㈱千葉
ドの現状と市の取組について説明があっ
薬品、幹事は㈱千葉経済開発公社となっ
た後、オリンピック・パラリンピック開
た。
催時、急速に整備が進むＷｉ Ｆｉのリ
スク・脅威等について、サイバー攻撃の
総会終了後、当所堀江副会頭及び河野
デモンストレーションも交え、説明があ
常務理事を招き、懇親会を開催した。懇
った。
親会では、新役員（幹事）の挨拶のほか、
その後、安心・安全なＷｉ Ｆ-ｉとし
自己紹介を兼ねて会員同士で近況報告を
て、「千葉おもてなしＷｉ Ｆ-ｉ」の紹介を
行うなどし、盛況のうちに閉会した。
行った。

月

月 日㊋
千葉市要望回答報告・
今年度研究テーマ協議

10

新入部会員歓迎会を開催

都市開発委員会（飯沼委員長／千葉県
酒類販売㈱代表取締役社長）および産業
政策委員会（伊藤委員長／㈱幕張メッセ
代表取締役専務）は、合同委員会を開催
した。今年度第１回目の委員会となるた
め、昨年度に千葉市へ提出した要望およ
び要望に対する千葉市からの回答につい
て確認後、今年度の具体的な研究テーマ
を検討した。
主な研究テーマは「遊休不動産を活用
したエリアリノベーションの促進」とし、
以前から研究している「ＩＲ（統合型リ
ゾート）に関する動向」については、引
き続き協議することとした。なお、現在
の委員任期満了である 月末を目途に今
年度の研究成果をまとめる予定である。

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。

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

23

23

当協会主催イベント等、
最新情報を配信しています！
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。

4

44

4
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▲「千葉おもてなしWi-Fi」について紹介
▲挨拶をする藤本部会長

▲挨拶をする大川代表幹事
▲今年度の研究テーマについて協議

当所経営安定特別相談室は、本年度第
１回目のセミナーを開催した。
今回のセミナーでは、中小企業診断士
の石井孝昌氏を講師に迎え、小企模事業
者持続化補助金制度の経営計画策定から
申請に至るまでの事務的な流れについて
わかり易い説明を行った。
また、セミナーの重点である事業計画
の作成については、「目標やビジョンを明
確にする」
「具体策（アクションプラン）
を練る」
「成功までの『ものさし』を作
る」
「情報共有する」
「見る人を意識して
書く」等効果的な作成の方法を受講者に
対し丁寧に説明した。参加者からは、多
くの質問等が寄せられ、活発な意見交換
も行われた。
医療・介護部会（藤本部会長／藤本歯
科長洲医院 院長）は、すし波奈富士見店
にて、新入部会員歓迎会を開催した。
藤本部会長の挨拶、鷲見副部会長の乾
杯の音頭と続き、しばらく歓談した後、
平成 年度にご入会頂いた方をはじめ、
総勢 名の参加者全会員による、自己紹
介、事業所ＰＲを行った。
２０１９年度の活動に向け、活発な意
見交換を行い、会場は熱気に溢れた懇親
の場となった。
特に新入部会員の方は、自社の事業に
ついて熱心に説明をしており、人脈作り
に繋がる良い機会となった。
最後に、㈱ひまわり薬局の金親様によ
る中締めで終了した。

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！

18

18

31 30

31

4

20 30

▲今年度の増強計画について意見交換
▲事業計画の効果的な作成方法について学ぶ

4

9

26

13

4

4

4・5月
タイムライン
タイムライン

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：//www.chiba-cgc.or.jp/

【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！
！】 下記QRコードからご登録できます。

当協会LINE＠アカウントは検索もしくは
●金融機関からの資金調達をサポートします！

＜ちばインフォメーション＞

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。

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
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。

軽減税率制度への準備に向けて
何から取り組めばいいのか分から
ないなど、消費税に関する相談に
応じます。

○相談員

6月26日
（水）
・7月10日
（水）
13時30分〜16時30分
税理士 千葉県税理士会所属

○相談日

月曜日〜金曜日

○相談員

外部専門家

IT導入何でも相談窓口

高齢者活用相談窓口

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。

60歳以上の人材を派遣・紹介し
て欲しい、60歳以上の方で千葉市
内に就職したいなど、高齢者の方の
求人・求職に関する相談に応じます。

○相談日

随時

○相談日

火曜日・木曜日

○相談員

千葉商工会議所IT導入促進チーム

○相談員

専門相談員

中小企業診断士による経営の相談窓口

弁護士による商工法律相談窓口

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

○相談員

大矢たかし
石井 孝昌

14時〜17時

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

税理士による税務相談窓口

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

7月19日（金） 14時〜17時

○相談員

榎本

初雄

■自由業部会

水野部会長
【㈱ちばぎん総合研究所 取締役社長】
日時 ４月23日（火）
会場 当所14階 第１ホール
※今年度市内で開催されるパラリンピック
競技大会の観戦および周辺の視察を予定

■小売部会

中島部会長【㈱中島書店 代表取締役】
日時 ４月24日（水）
会場 当所12階 研修室A

7月4日
（木） 14時〜17時

○相談日

7月11日（木） 14時〜17時

○相談員

佐藤 忠雄 氏 （税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

○相談員

小林 博幸 氏 （社会保険労務士）
千葉県社会保険労務士会千葉支部所属

横田部会長【日本通運㈱ 千葉支店 支店長】
日時 ４月26日（金）
会場 当所13階 特別会議室
会議終了後、新入部会員歓迎会を開催

■卸売部会

山口部会長【㈱さつま屋 代表取締役】
日時 ５月９日（木）
会場 当所14階 第２ホール
会議終了後、懇親会を開催
※７月に３部会（建設・卸売・工業）合同
親睦ゴルフ大会を開催予定

■観光・サービス部会

臼井部会長【千葉興行㈱ 代表取締役】
日時 ５月10日（金）
会場 当所14階 第２ホール

■建設部会

大久保部会長【旭建設㈱ 相談役】
日時 ５月13日（月）
会場 当所14階 第２ホール
※７月に３部会（建設・卸売・工業）合同
親睦ゴルフ大会を開催予定

30

11

私たちは、千葉県エリアにおける
地域密着型の
総合飲料自販機オペレーターです。
エースター株式会社
千葉市中央区中央1丁目1番3号
住生・りそな千葉ビル3F
☎043-202-7111

千葉・柏・袖ヶ浦・茂原・幕張・成田・松戸

総合防犯設備・用品

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

夢シティちば 2019年₆月号

長谷部部会長【㈱はせべ 代表取締役社長】
日時 ４月23日（火）
会場 当所12階 研修室A
※7月に3部会（建設・卸売・工業）合同親
睦ゴルフ大会を開催予定

氏（弁護士）

社会保険労務士による労務相談窓口

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。

17

9時〜17時

■工業部会

31

た、今年 月の当所議員改選について説
明があった。
また、事務局より会員増強について昨
年度実績を報告し、今後も引き続き入会
勧奨の協力を要請した。

○相談日

森山部会長【㈲虎屋 代表取締役】
日時 ４月22日（月）
会場 当所13階 特別会議室

■運輸部会

２０１９年度各部会の活動計画について協議

消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口

■食品部会

当所では、
各部会において正副部会長・
所属議員および常任委員会議を開催した。
会議では、平成 年度事業報告及び平
成 年度事業計画
（案）
について協議を行
い、両議案とも原案通り承認された。ま

商工会議所の無料相談窓口

4・5月

タイムライン

街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

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/

夢シティちば 2019年₆月号
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いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

時田ミシン

ミシンの老舗

ミシンの使い方を様々な形で伝えて、
お客さまに真の「豊かな生活」を提案していきたい

１９６５（昭和 ）年 には千葉市富

かつては各家庭に１台はあったミシンは消費生活の変化とともに、そのあり方が変わっ
ています。ミシンを通じて、新たな生活の豊かさを提案する時田ミシン株式会社の代表取
締役である時田智さんにお話を伺いました。

部品ごとに購入し、
オリジナルを販売していた時代
和 ）年に現在の場所に塚本總業と共

士見町に移転しました。１９７３（昭

40

み、ミシンで足袋を縫って販売してい

た。祖父の両親は市原市で洋品店を営

年、ミシンの販売店として開業しまし

子供時代には空地がたくさんあったの

時は高いビルが全然ありませんでした。

身はここで生まれ育ったのですが、当

社の４階までを使用しています。私自

同建築で現本社屋を建設しました。当

ました。祖父は小さい頃からの機械い
で、友達とよく野球をして遊びました。
んでいました。
にぎやかでしたね。
国道

と取り換えたこともあったようです。そ

足りない時代があり、針１本とお米１俵

たそうです。需要があり過ぎて、部品が

それを組み立てて塗装して販売してい

別の場所に自宅を持つようになりまし

はゲームセンターもありました。今は

いました。近くにはデパートや屋上に

りではワゴンセールとか頻繁にやって

に会社組織として、有限会社時田ミシ

てから、当社に入りました。父は直接

職して、２年ほどは技術研修などをし

学を卒業して、ミシンのメーカーに就

祖父の後を父が継ぎました。私も大

まちゼミにも教室が空いていた２日間、

ます。千葉商工会議所が開催している

ければ、作品を持って帰っていただけ

していますので、手ぶらで来ていただ

日コースを設定しており、生地も用意

ても人気があります。半日コースや１

縁を使ったバッグをつくる教室などと

キルトの教室を開催しています。畳の

ーショーなど東京ドームやビッグサイ

また近年では、ギフトショーやホビ

きな武器と考えています。

に修理ができるということが当社の大

テナンスでは困っていらっしゃる。特

ーは使い方の詳細な問い合わせやメン

るケースも多くなり、そうしたユーザ

く、量販店やインターネットで購入す

すが、購入される方々も専門店ではな

ン商会を設立しました。

指導するのではなく、自分の仕事を

参加させていただき、皆さんに喜んで

トなどで開催される大きなイベントに

と思います。もちろんミシンの購入に

に、父が突然倒れて他界しましたので、 ちにもどんどんミシンを使ってほしい

りました。幸いにも私の長男・次男の

べきこととをより深く考えるようにな

がら、進化させることと、守っていく

も出店し、広く多くの方々と交流しな

つながれば有難いのですが、何よりも

私が３代目の社長に就任しました。
現在の「時田ミシン」に商号変更し

て、
一家に一台あり、
学校の授業でもあ

かつてミシンは嫁入り道具ともされ

士会連合会 縫製機械整備（国家検定）

でも日々勉強です。私自身は全国技能

や技術を身に着けることにおいては今

ていましたが、今はミシンの使い道を

も今まではミシンの使い方の説明をし

です。職業訓練指導員も務めています。

しました。まだ、全国に数人だけなん

スターを２０１７（平成 ）年に更新
29

います。

の一助としてお役に立てればと思って

ら、千葉のまちを見守り、また活性化

同時に、祖父が店を開いたこの場所か

の存在を普及していきたいと思います。

すので、これまでにない考えでミシン

ほか、姉と甥も一緒に仕事をしていま

の後は、シンガーパッピージャパン、
ＪＵＫＩ販売、蛇の目ミシン工業、ブ
ラザー販売、ベビーロック、ベルニナ

国内外のメーカー 社ぐらい扱ってい

りました。今は時代が変わって、何で

のマイスターです。一級縫製機械整備

ます。

も既製品を買って生活できますし、ミ

技能士は２００７（平成 ）年に取得、
２０１２（平成 ）年度に取得したマイ

19
提案しています。 年ほど前から小物

衰退していることは確かです。私たち

シンのない家庭も多い。ミシン業界が

取り扱うミシンの種類も増え、知識

家族・親族とともに
ジャパン、ハスクバーナなど、現在は、
将来を見据えた経営を

を知っていただきたいですね。

作ることの楽しさ、できた時の達成感

こうしたことをきっかけに若い人た

見せて覚えさせるタイプで、私も営
１９９７（平成９）年、私が 歳の時

いただけました。

２階に住んでいました。

たが、当時は私たち家族はこのビルの

していましたが、
１９４８（昭和 ）年

店はしばらくは個人事業として経営

れぐらい大事にされていたんですね。

ラバラで東京にリヤカーで買いに行き、 はこんなに広くはないですけれど、通

当時はミシンの部品や台、脚などバ

の本千葉町でミシン店を開業しました。 ビルがなくてもここはずっと店舗が並

じりが高じて家業を継がずに、千葉市

私どもの店は、１９３５（昭和 ）

48

業などはそうして学んでいきました。

ミシンの使い道
その可能性の広さを紹介する

10

23

たのは１９６６（昭和 ）年です。そ

32

18
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19

24

ミシンの機械としての進化もそうで

代表取締役 時田 智
〒260-0015 千葉市中央区富士見2-6-8
TEL：043－222－2020

41

やバッグ、洋服を縫う教室や、ミシン

時田ミシン株式会社
会社DATA

10

10

▲店舗２階では、ミシンを使った各種教室を開催
▲全国でも数名しかいない縫製機械整備のマイスター

〜つくる楽しさを伝える〜

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

はビジネスの視点からも注目が高まってき

ナイジェリア、ガーナ、コートジボワールな

れやすい庶民の食材として愛されています。

アフリカの政財界から多数の要人・訪問団
が訪日する予定です。
そのアフリカに向け、日本からの輸出が急

野菜類などと煮込みスープにして食べるほ
か、そのまま揚げたり焼いたりして、ヤム芋
などの練り物やご飯、トマトソースなどと一

アフリカ諸国の水産品輸入は３７２万トン

いてみると、尻尾と頭を竹串で結わえて燻製

ーです。西アフリカの典型的な青空市場を覗

料などと一緒に焼いて食べるのがポピュラ

増しているのが冷凍魚。近海産のサバです。 緒に食されます。エジプトでは、野菜や香辛

体の輸入取引の ％を占めます。欧州やアジ

（２０１６年、国連食糧農業機関）で、世界全

にした丸まったサバが、たくさん並んでいる

■不況が産んだ商機

す。しかし、日本からのサバの輸出をみると、 光景を目にすることでしょう。
アフリカ向けが輸出全体（ 万９，５１７ト

達してきました。しかし２０１０年代半ば、

拓

こうした経
済の不安定
性は取引上の
リスク要因の
ひとつですが、
価格競争力を
持つ商品には
好機となりま
した。これま
で欧州の商社
経由で、アフ
リカに少量の
サバを輸出し
てきた千葉県

人口は大幅に増加することが確実なアフリ

他地域と比較して所得水準が低いものの、

伝いをさせていただきました。

した。ジェトロでは、現地の水産輸入会社

ナイジェリアやエジプトは資源価格の下落

らのサバの輸出の 位、 位を独占。他に
もガーナ（ 万５，７４８トン）が 位、コ

本産の輸入が増えたのです。その後に両国

の高い欧州産の輸入が減り、より安価な日

通貨の価値が大幅に下落。その結果、価格

拓を応援させていただきます。

も、日本の水産事業者様のアフリカ市場開

缶詰なども人気です。ジェトロはこれから

サバのほか、アフリカでは日本ブランドの

市場は今後も拡大することが期待されます。

カにおいて、低価格セグメントの水産品

とも厳しい外貨不足が解消したことも、急

4

6

輸出先上位 カ国のうち カ国をアフリカ
トナム、フィリピン）
。日本は、ナイジェリ

増に寄与しました。

が占めました（ 位、 位、 位はタイ、ベ
アのサバの輸入でオランダ、アイルランドに

7

次いで 位、エジプトではブラジルに次いで

3

4

ートジボワール（６，５６５トン）が 位と、 などにより相次いで不況に見舞われ、自国

5

2

欧州から、サバをはじめとする水産品を調

の紹介や商談のアレンジ・同行などのお手

年から西アフリカ向けの直接取引を始めま

の水産会社様は、この商機を捉え、２０１７

宮崎

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

ています（２０１８年、
財務省貿易統計）
。主

ン）の ％を占めるほど、重要な市場になっ

☎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

ちば県民保健予防財団

な国は、ナイジェリア（ 万１，１５３トン）
、 価格です。長年これらアフリカ諸国は主に

近年の日本産サバ人気の最大の理由は、

報徳千葉診療所

公益財団法人

経済環境の変化で商機が広がるアフリカの水産品市場

ました。今年 月下旬には日本で第 回ア

これらのアフリカ諸国では、サバは手に入

位でした（２０１７年、金額ベース）
。

ジェトロ・ロンドン事務所 次長
（前ジェトロ・ラゴス事務所 所長）

～日本のサバが、
アフリカの庶民の食卓へ～

■ナイジェリアとエジプトが 大市場
2

フリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ ）が開催され、 ど西アフリカ諸国では、燻製にして保存して

7

☎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

【問合せ先】千葉市健康企画課 TEL 043−245−5201

日本から遠く離れたアフリカ大陸。近年

2

7

アに比べると 分の ほどの、小さな市場で
1

エジプト（ 万５，７５４トン）で、日本か

5

1

4

2

10
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10

日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

２人以上の方が出入りする施設（事務所、飲食店や商業施設など）は、健康増進法に
より来年４月から原則屋内禁煙が義務化され、違反者には罰則が適用されます。
また、千葉市では、飲食店に対する独自の規制を行います。
以下のホームページで詳しい規制内容をご確認いただき、準備を進めてください。

8

4

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
▲ナイジェリアのファストフード店の一品。揚げたサバと炊き込みご飯、ピリ辛トマトソース

千葉市HP
○厚生労働省ホームページ
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
○千葉市ホームページ
h ttps://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/kikaku/
judoukituen.html

24

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

厚生労働省HP

2020年4月から受動喫煙対策が義務化！
55

3

企業としての重要な価値観を
組織に浸透させるには
和宏

中小企業診断士

吉川

中

ている企業は多いのではないでしょう

して、
「経営理念」という形で表現され

実際に、これらを明文化したものと

実践していただきたいものですね。

の組織に共通するものとして、咀嚼し

の方々にも十分にご理解いただき、そ

このような価値観や思いは、従業員

や思いがあるものと思います。

事業を営んでいく上での重要な価値観

という企業さんがありましたら、企業

もし、現段階で「経営理念」がない

協働意思（貢献意欲）が生まれます。

りと従業員に伝え、共感を得られれば

るものであり、その意味合いをしっか

営理念」は、その組織の共通目的とな

欲）
、③コミュニケーションです。
「経

は、①共通目的、②協働意思（貢献意

きました。
「組織が成り立つ３要素」と

つ３要素」について触れさせていただ

理念」について考える機会を持たせる

と思います。また、②従業員に「経営

のような機会は考えれば多くあること

礼、会議の時、行事の時の挨拶などそ

ついて語りかけることです。毎日の朝

ら事あるごとに従業員に「経営理念」に

①経営者自らの言葉と表現で、日頃か

うケースも見られるのが事実です。

そのような形だけで終わっているとい

員で唱和する、等々工夫はしているが、

などに掲載する、毎日の朝礼で必ず全

か？
の共通目的、重要な価値観を示し、従
ことです。よく朝礼で唱和する企業が

以前に、
この誌面にて「組織が成り立

「企業理念」や「基本理念」といった
業員に効果的に伝えていくためにも是
ありますが、ただ習慣で読んでいるだ

企業の経営者の方には、それぞれに

言い方をする企業もありますが、経営
非明文化することをお勧めします。
ているが従業員に中々浸透しないと悩

また、既に明文化するなど形にはし
をどう実践するのかを、発表していた

日一日の自分の仕事の中で「経営理念」

けでは意味がありません。例えば、今

重要なことは、これらの工夫と共に、

者の方が組織を統率していく上では必
「経営理念」は、①企業の創始者およ
む経営者は多いようです。これには幾

要不可欠なものだと思います。
び経営者がその企業の経営に持ってい
な行動へと結びついていきます。これ

だくことで考えるようになり、具体的

中には明文化はしたが、経営者のデ
は一例ですが企業として重要な価値観

つかのケースが見られます。

まで伝えていくもの、②企業がその営
スクにしまったままといったケースも

る基本的な考え方を表し、それを後々
む事業を通じて、社会に対してどのよ
である「経営理念」を全従業員に理解
し、実践していただくためにも、是非、

ありました。
その他にも、社内の掲示板に「経営

うな貢献をしようとしているのかを表
したもの、③その企業の活動や全従業
働きかけを行ってみてはいかがでしょ

催：千葉市民花火大会実行委員会

理念」を掲げる、明文化したものを額

主

員の活動の拠り所となるものという意

千葉市民花火大会実行委員会では、日本一の長さを誇る人工海浜の特徴を生かした
国内有数の花火大会になるよう地元企業の協賛を募集しております。
ご協賛いただいた方には特典として、プログラムに御社（団体）名を掲載するととも
に、協賛金額に応じて協賛者席入場券をプレゼントいたします。詳細につきましては、
実行委員会事務局へお問い合わせください。

うか？

山本 俊子

［協賛企業募集中 締切6月21日（金）まで］

に入れて掲げる、社内報や配布物に掲

ちーバル特別部会長

塩川 達也

幕張ビーチ花火フェスタ2019（第41回千葉市民花火大会）

味があり、その企業にとってとても重

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

載する、会社が配布する手帳・カード

〈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

要なものという事ができます。

千葉市中心市街地を６エリアに
ちーバル開催決定！
分け、実施いたしました。
本年度は２０２０年のオリパ
「ちーバル」は、多くの皆様に
ラの開催を見据えて、 月３日
支えられ、参加店舗数において
も日本有数の街バル
（食べ歩き・ （日祝 ）～７日㈭の５日間全エリ
アを対象に連日開催いたします。
飲み歩き）
イベントに成長し、本
「ちーバル２０１９」を通して
年で８回目を迎えます。
参加者に千葉の魅力を発信する
昨年度のちーバルは９月、
月の毎週水曜日を開催日として、 とともに、千葉市中心市街地が
「 もっと人が集まる魅力あるエ
リア」
となるよう、様々な企画を
携えて「ちーバル」を創ってまい
りたいと存じますので、ご支援、
ご鞭撻をいただきますようお願
い申しあげます。
10

【参加店舗募集について】

ちーバル実行委員長

千葉市中心市街地まちづくり協議会

11

募集期間は未定となっておりますが、
今 年 度から 新 規でお申し 込みを ご検
討 されている 方は上 記 電 話 番 号 まで
お問い合わせください。

千葉市民花火大会実行委員会事務局
場：幕張海浜公園（千葉市美浜区美浜1）
幕張海浜公園Gブロック隣地（美浜区豊砂1-6）

【問合せ先】
会

Tel．043-242-0007 E-mail：keieik-g@chibacity-ta.or.jp

アクセス：JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩15〜20分

（公益社団法人千葉市観光協会内）
千葉市、千葉商工会議所、公益社団法人千葉市観光協会、
株式会社幕張メッセ、 幕張新都心ホテル協議会、株式会社ベイエフエム

時：8月3日（土）19時30分～20時30分

ナビ

中心市街地NEWS

22
夢シティちば 2019年₆月号
夢シティちば 2019年₆月号

23

※荒天または強風の場合は中止。

日

企業診断
小

まちづくり事業情報

第38回 全国大会「日本のひなた みやざき大会」に参加しました
初めての全国大会は、一生忘れられ

そして、翌 月 日㈮の日本ＹＥＧ第

４月 日㈬に、千葉商工会議所 階
第１ホールにて第 回定時総会が開催
されました。定時総会は、前年度活動
の事業報告を行い、引き継ぐべきとこ
ろを引き継ぎ、今年度の事業計画を決
議にかけ、新年度千葉ＹＥＧとして新
しい時代と未来を切り開いていく活動
をスタートさせるための重要な会議で
す。
会場にはご来賓として、千葉市経済
農政局経済部部長 柗戸様、千葉商工会
議所副会頭 望月様、千葉商工会議所女
性会会長 髙梨様にご臨席頂き、厳粛な
雰囲気の中で総会は執り行われること

・第１号議案 平成 年度事業報告書
承認に関する件
・第２号議案 平成 年度収支決算書
承認に関する件
・第３号議案 ２０１９年度事業計画
書（案）承認に関する件
・第４号議案 ２０１９年度収支予算
書（案）承認に関する件
・第５号議案 ２０１９年度役員選任
に関する件
・第６号議案 規約の一部改訂につい
て
このようにして、定時総会を無事終

定刻通り開会した後、当青年部 田中
には改めて御礼を申し上げます。また、

中ご臨席くださいましたご来賓の皆様

えることが出来ました。今回ご多用の

会長から今年度のスローガンに込めた
ご参加された会員の方々、委任状行使

となりました。

思いや当年度に掛ける意気込みなどの

そして、今年度スローガン「ありが

された会員の方々、すべての会員の皆

けての優しいお言葉や励ましのお言葉
とうを伝えたい ～愛ある街へ～」のも

挨拶を致しました。続いてご来賓の皆

を頂きました。そして田中会長が議長
とに、それぞれ自身の職務を全うしつ

様のご協力にも感謝申し上げます。

席に着き議案の審議に入り、各副会長
つ、また仲間の活動にも愛ある行動で

様よりご挨拶を賜り、青年部会員へ向

が議案内容の説明を行った上で会員に

応援し、千葉ＹＥＧの新しい時代と未
来を切り開いていきます。新しい試み

よる質疑応答と採決が行われました。
今回の定足数については会員総数

ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

が増えていく一年となりますが、今後

て総会が有効に成立し、今回審議した

みやざき大会」
。
全国の６０００名を超

ある、第 回 全国大会「日本のひなた

日本商工会議所青年部の三大事業で

ロック・千葉県連・千葉ＹＥＧ 斉藤

もに、
登壇させて頂きました。
「関東ブ

関東ブロックの他県連の代表理事とと

紹介の場にて、千葉県代表理事として

た。最後の 月 日㈰のエクスカーシ

に熱くこみ上げてくるものがありまし

大会を締め括るに相応しい演出に、胸

される先輩方への記念事業。この全国

のとなりました。
そして、
今年度ご卒業

新入会員紹介

ＰＲ Ｓｅｃｔｉｏｎ 一同

申し上げます。

されました。

各単会の皆様が、趣
向を凝らした「私た

えるＹＥＧメンバーが宮崎の地に集結

玄樹」と、呼ばれたことに、誇りと重

ョンまで、宮崎県連の想いが凝縮され

☎043-222-2888
美容室・インバウンドビジネス
・不動産・コンサルティング

ちの宮崎の良さを存

し、研鑽と交流を重ね、ＹＥＧの連帯

責をしっかりと受け止め、千葉ＹＥＧ

た全国大会を経験させて頂きました。
千葉ＹＥＧ
千葉県商工会議所青年部連合会
会長

斉 藤 玄 樹

なおふみ）

分に楽しんでもらい
たい」という熱量や
想いを目の当たりに
することができまし
た。その夜の大懇親
会のフィナーレでは、
南国宮崎の夜空に大
輪が咲き乱れ、夏と
はまた違った風情あ
る花火を楽しむ事が
できました。
最後に 月 日㈯、
全国大会を締めくく
る記念式典。特に日
本商工会議所三村会頭と宮崎商工会議

を深めて参りました。

のために、邁進していくと決意いたし

所米良会頭の御挨拶は、大変貴重なも

私は、２０１９年度千葉県商工会議

ました。あの壇上からの景色とこの経
とのできない経験となりました。
同日の分科会は、宮崎県内 分科会

Ｄ’ciel urban hair design

☎043-488-5671
外壁塗装・防水
・シーリング工事

今関 直史

たつや）

（いまぜき

山美 達弥

におよび宮崎県連の

次の６件の議案につき全てが可決承認

名中、出席 名、委任状行使者 名に

84

所青年部連合会の会長予定者・千葉県

回通常会員総会の次年度役員予定者

17

験をさせて頂き、文頭の生涯忘れるこ
日㈭からの日本ＹＥＧ第 回役員予
定者会議から、参加させて頂きました。

30

30

14

20

9

千葉商工会議所 女性会会長 髙梨様

代表理事予定者（当時）として、 月

ない経験となりました。

3

議長を務める田中会長

44

10

㈱四葉建装

☎043-306-7622
飲食店

8

千葉市経済農政局経済部部長 柗戸様

24
夢シティちば 2019年₆月号
夢シティちば 2019年₆月号

25

44

3

38

（やまみ

俺STUDiO

3

千葉商工会議所副会頭 望月様

9

4

のぶちか）

高橋 伸知

（たかはし

〜田中会長年度がスタート！〜

3

86

2019年度4月定例会「第44回定時総会」開催‼
7

共 済 制 度

4,500円

9,000円
結

婚

祝

金（１年以上加入者）

4,500円

9,000円
出

産

祝

金（１年以上加入者）

4,500円

9,000円
成

人

祝

金（１年以上加入者）

4,500円

9,000円

～安心して働ける職場を提供～

■生命共済
（ひまわり共済）※

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

■特定退職金共済制度（新企業年金保険）
～従業員の確保と定着化へ～

とで、計画的に従業員の退職金を準備

「特定退職金共済制度
（新企業年金保

主な内容としては、①病気・災害に
するものです。①退職給付金・遺族給

業の役員や従業員の福利厚生制度に活

よる死亡から事故による入院まで、業
付金・退職年金など法律で定められた

険）
」
は毎月、定額の掛け金を支払うこ

務上・業務外を問わず 時間保障、②

用していただけます。

「生命共済
（ひまわり共済）
」
は会員企

▲担当の会員交流課 中川

②事業所の
条件確認

定

諾

法人が役員・従業員のために負担した

医師による診査は不要
（告知のみ）
、③
掛け金は１人月額３万円までで非課税

られるものですが、大きな特徴として、 や企業の将来的な発展に役立ちます。

退職金支払いのための保全措置が講じ

によって安心して働ける職場を提供す

生活のことを思い、こうした共済制度

役員や従業員に対して、企業がその

らとお手頃な掛け金で加入できます。

会社と従業員の信頼関係を結び、若い

に考えています。退職金制度の確立は

たことにも注目して企業について真剣

厚生などにとても関心があり、そうし

特に若い世代の人々は、企業の福利

通算の取り扱いが可能です。

る――そうしたことが企業と人との強
人材の定着にもつながり、経営の安定

企業の経営者、役員、従業員及びその

専門機関とのタイアップにより、会員

固な絆の一助となっていきます。

■千葉商工会議所独自の

けるよう、受診料を設定しています。

家族の方々の健康管理に役立ててい

千葉商工会議所では、ひまわり共済

当所ＨＰ
 に予
 約
 ページ（ https://www.

給付金制度の特徴

に当所独自の給付金制度を設けていま

員の方々の生活に寄り添い、様々な項

補助金」など、会員企業の役員や従業

産祝金」
「成人祝金」
「健康診断受診料

金」「配偶者死亡見舞金」「結婚祝金」「出

単に予約ができるので、ぜひご活用く

いたします。空き状況を調べながら簡

ただければ、ＩＤとパスワードを配布

問い合わせ」フォームからご連絡をい

）を
chiba-cci.or.jp/kenshinyoyaku/
新設していますので、トップ画面の「お

す。
「事故通院見舞金」
「病気入院見舞

目を設定しています。各種見舞金はも

ださい。

中小企業は雇用の問題や人手不足が

サービスなのでぜひ活用を

■当所会員ならではの

ちろん、出産や成人の祝金などは、企
業から細やかな気遣いとして、支給さ
れる従業員にとても喜んでいただいて
います。また、生命共済制度ご加入の
事業所へは健康診断の補助を受けられ
当所の独自の給付金は当所のみで審

関係を築き、いい人材に定着してもら

はなく、時間をかけて従業員との信頼

大きな問題です。当所では、即効性で

査しますので、お申し込みから給付金

うための一つの手段として共済を考え

ることも大きな特徴です。

の支払いまでの期間が比較的短いこと

ていただければと考えています。こう
した共済制度は、当所の会員であるか

も特徴と言えます。
また毎年、共済制度の加入事業者に

らこそ利用できますので、ぜひご活用
ほかにも損害保険や福祉制度などい

向けて、年１回、還元事業を行ってい
演や演劇などのチケットをプレゼント

ろいろなメニューをご用意しており、

ください。
しております。有名演歌歌手のショー

いつでもご説明いたしますので、どう

ます。最近では千葉市内で行われる公

のチケットなどは大人気で抽選となっ

ぞお気軽にご相談ください。

千葉商工会議所 会員交流課
ＴＥＬ ０４３ ２-２７ ４-１０３

【お問い合わせ先】

たほどです。今後は若い世代の方々に
喜ばれるようなメニューも考えていき
たいと思います。
健康診断は健康経営の一環として、
当所が実施する形で年４回行っています。

当店は、２０１３年に創業したイ
タリアン料理店です。
千葉商工会議所とは、創業時から
融資を含めていろいろと相談にのって
いただいていますが、そのなかで指導
員の方から福利厚生の一環としてひ
まわり共済の加入を勧められました。
個人でも保険に入っていますが、経営
者なのでケガなど何かあった時のため
に少しでも補填できればと思い加入
しました。また、少しでも従業員の
不安を取り除き、安心して働いても
らうために保障をすることが自分の
責任ではないかという思いもありまし
たので、少額ではありますが従業員
を雇用するときは加入させています。
千葉商工会議所の独自給付金制度
で私自身も結婚や第１子誕生の時に
祝金としていただきました。従業員
にもこうした節目に渡すことができ
るので助かります。
指導員の方々には、様々な面から
経営を支援していただいていますので、
私自身も安心して新しいことにチャレ
ンジできます。

利用者 の声

るケースもあることをご了承ください。

定が行われますので、多少時間がかか

だけではなく、アクサ生命保険でも査

度の中でのサービスとなりますので当所

所とアクサ生命保険が締結した保険制

らの共済制度はいずれも千葉商工会議

のちに手続きをとります。なお、これ

を提出し、当所の共済担当で確認した

加入方法は、各事業所から加入申込書

生命共済・特定退職金共済制度への

掛金は、全額損金に算入が可能（法人

1

の形にはなりますが、１口７５０円か

可能）
、過去勤務期間（最高 年間）の

（損金または必要経費としての計上が

※ご加
 入にあたっては、パンフレット、重要事
項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ず
ご覧ください。
【引受保険会社】アクサ生命保険㈱

承

査

共済担当

①加入申込

事 業 者

お申込からご加入までの流れ

千葉商工会議所

税基本通達９ ３
- ５-）――保険期間
年で自動更新となります。掛け捨て

24

⑤加入者証書送付

千葉商工会議所では経営支援の一環として、会員企業の福利厚生制度（退職

配偶者死亡見舞金（１年以上加入者）

③手続き

金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策など）を共済制度でサポートしてい
ることをご存知ですか？ 共済制度には、
「生命共済（ひまわり共済）
」
「特定退

9,000円

④

職金制度」
がございますのでご案内いたします。

者

4,500円

アンティコジェノベーゼ

独自給付金請求から
給付までの流れ
業

病気入院見舞金（10日以上、年１回限度）

④給付金支払い

9,000円

鈴木 康嗣

事

②加入者の
条件確認

共 済 担 当
③手続き
4,500円

給 付 確 定

1,500円
健康診断受診料補助金（法定健診対象、年1回限度）

①給付金の
申込
事故通院見舞金（５日以上、年１回限度）

26
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夢シティちば 2019年₆月号
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１口（一律） 【基本コース】

給付内容

アクサ生命保険㈱本社

商工会議所
２口（一律）
数
口

千葉商工会議所
千葉商工会議所独自の給付金制度の内容（一部）

10

使ってください！

良質な日本近世美術をコレクションし、意欲的に展覧会を開催するこ
とで知られる千葉市美術館と板橋区立美術館が23日間限定でコラボ
レーションします。もしも2館が合体した「CHITABASHI（ちたばし）
美術館」 があったとしたら、というコンセプトのもと、俵屋宗達、尾形
光琳、酒井抱一、鈴木其一ら江戸琳派のほか、柴田是真、岡本秋暉、
小原古邨と言った幕末明治の技巧派など約120点をご紹介します。

千葉市フェアに参加
記念セレモニー＆つるし雛教室

19

今後の「つるし雛教室」予定表
令和元年
〃		
〃		
〃		
〃		
令和２年

６月１６日（日）
９月 １日（日）
１０月２０日（日）
１１月１０日（日）
１２月 １日（日）
１月１２日（日）

当所13階、小会議室
〃
〃
丸万寿司
当所13階、小会議室
〃

各日、13時～16時（参加費：無料）
できれば、裁縫道具は、ご持参願います。
お問い合わせは、043-227-4103（会員交流課）

局にご一報願います。

（次回は、当所 階の小会議室

で、６月 日㈰の午後１時より行

います。
）

13

年度

31

14

16

平成

第１回つるし雛教室を開催

４月 日㈰、伝統文化委員会活

動の一環として、本年度第１回目

【ご案内】

18

のつるし雛教室を丸万寿司さんに

10

て、開催いたしました。

15

当会からは、古谷副会長を中心

30

千葉東間税会女性部＆
千葉商工会議所女性会主催
「定例合同講演会」

13

に、髙梨会長、櫻木副会長、君塚

夢シティちば 2019年₆月号

（日） １４:３０～１５:３０
時：６月23日
所：１０階 探究実験室
象：どなたでも
員：先着５０人（電話申込 ☎０４３－３０８－０５１１）
金：要入館料

令和元年６月 日㈫
時 分～ 時 分

29

日
場
対
定
料

副会長、高長谷顧問の他、市民の

※６月２８日(金) １７:３０まで電話受付。
先着順で定員になり次第受付終了します。

国際宇宙ステーションの日本の実験棟を管制するフライトディレクターの
仕事内容に加えて、有人宇宙飛行の歴史や展望なども紹介します。

方々を含め、計 名の方にご参加

時：６月２９日
（土）
①１０:３０～１１:１５  小学１年生
②１３:００～１４:００  小学２・３年生
③１４:３０～１５:３０  小学４・５･６年生
場 所：1０階 探究実験室
定 員：各回２４名（電話申込 ☎０４３－３０８－０５１１）
料 金：要入館料（小学２年生以下は保護者同伴）

日

「宇宙を支える仕事
すごいのは宇宙飛行士だけじゃない！」

いただきました。

「自由研究のテーマを決めてみよう！」

●千葉キッズサイエンストーク

13

第１部「楽しく税を理解しよう」
講師 千葉東税務署 総務担当副署長
笹木 邦江氏

●関連講座

参加費無料（お茶・和菓子付き）

※直接会場へお越しください。先着順にご案内します。
※自由研究途中の方は、その資料を持参してください。

参加の皆様方は、作業に集中し

（月）
～８月４日（日） １３:００～１５:３０（最終受付１５:００）
期 間：７月２２日
場 所：1０階 探究実験室
料 金：要入館料

ながらも和やかに会話も弾み、あ

「テーマを決めたい！」
「調べ方や実験方法のヒントを教えて！」
「上手に工作したい！」
「研究テーマをもっと深めたい！」など、科学館ボランティアが個別にアドバイスします。

第２部「落語 お菊の皿」
っと言う間の３時間となりました。
講
師
落語家 林家 つる子氏
（９代目林家正蔵一門・二ツ目）

夏休み 自由研究相談会「ふしぎの芽が出る夏休み」

本年度は、８回の開催を予定し

●2019年 千葉市科学館ボランティアによる

ており、ご興味のある方は、事務

〒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：6/24㊊・7/8㊊
☎043–308–0511

イオン千葉市フェアの開幕日 ４月 日㈮にイオンスタイル鎌取
店にて記念セレモニー終了後、当会からの参加では３回目となるつ
るし雛教室を開催いたしました。

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

皆様一生懸命に取り組まれ、全員

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

２階のセントラルコートに設け

小原古邨《月に木菟》
千葉市美術館蔵

柴田是真《猫鼠を覗う図》
板橋区立美術館蔵

完成された可愛いふくろうを写真

古典復興―現代陶芸をひらく―」

られた特設コーナーにて、櫻木副

北大路魯山人

会期：2019年7月2日（火）
〜8月25日（日）

に納め、喜んでお持ち帰りいただ

■「没後60年

会長を中心に髙梨会長と共に、つ

【次回展予告】

きました。

講師：松岡まり江（千葉市美術館学芸員）
6月16日（日）14:00〜
（13:30開場予定）／11階講堂にて／先着150名／聴講無料

るし雛教室を行いました。

■市民美術講座
「ようこそCHITABASHI美術館へ！―本展の見どころ」

また、会場には、フェア期間中、

6月15日（土） 10:00〜15:00
ベビーカーや小さなお子さま連れの鑑賞がもっと楽しくなるしかけをご用意してお
待ちしています。おしゃべりしながらの鑑賞も大歓迎！ 工作ワークショップや探検
ゲームなど、親子で一緒に体験できる様々なプログラムにもぜひご参加ください。

当日は、平日にもかかわらず定

■わくわく親子デー

今まで制作したつるし雛の一部が

【関連イベント】

員オーバーとなるほど、多くの来

※小•中学生、高校生、千葉県在住65歳以上の方と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

展示されましたが、
関心が高く、
多

※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）

場者が訪れて、作品に挑戦されま

会
期：開催中〜 6月23日（日）
開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）

くのご来店の皆様に楽しんでいた

会期中無休

した。

6/23㊐

女性会

URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/

普段は裁縫を為されない方々も、 だきました。

開催中〜

編集：千葉商工会議所
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