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令和元年台風第15号による災害に関する
特別相談窓口の設置について

もくじ
2〜

経営談話室 187

令和元年９月に発生いたしました台風第15号では、千葉県内の広範囲にわたり甚大
な被害がもたらされました。被災された多くの方々に対し、謹んでお見舞い申し上げ
ますとともに、被災者の方々への救援が一刻も早く行われ、一日も早い被災地の復興
を心よりお祈り申し上げます。
千葉商工会議所では、この度の令和元年台風第15号による災害に係る災害の発生
により事業活動に影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまのために、下記
のとおり「令和元年台風第15号による災害に関する特別相談窓口」を設置し、ご相
談を受けております。ご相談内容に関する守秘義務は厳守いたしますので、お困りの
方はお気軽にご相談ください。

他に代わりがない物性の面白さに魅せられて
ドライアイスとその関連機器の保守・販売を極める
～様々な産業を支え、途絶えぬニーズに応える～

塩崎 栄二 氏

株式会社ドライアイスサービス 代表取締役
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■令和元年台風第15号による災害に関する特別相談窓口

千葉商工会議所 議員選挙・選任特集
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千葉商工会議所景気動向調査
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生きる伝統 つなぐ暖簾／恵藤計器株式会社
代表取締役社長

【相談窓口の設置日】 令和元年９月12日
【窓
口】 経営支援課
【受付時間】 月曜日～金曜日 9：00～17:00（祝日を除く）
【電
話】 043−227−4103

瀬口 力也 氏

＜ちばインフォメーション＞
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8・9月の動き

千葉商工会議所 女性会の活動

編集者のひと言

今月は、幕張メッセで開催される「レスリング」です。人
類最古の格闘技とも呼ばれるレスリングは、道具を使わず
衣服もつかまず、技を掛け合うシンプルな競技ですが、そ
の中でいかにパワーとスピード、テクニックで相手の両肩を
1秒マットにつける
「フォール」
を取るか。一瞬の隙が勝敗を
分けるともいえます。リオ大会でも多くの選手が活躍したの
は記憶に新しいかと思います。11月16日から成田で女子
ワールドカップ（国別対抗戦）が行われます。今年9月の世界
選手権（カザフスタン）の国別対抗得点の上位8ヶ国が参加
しますので、ぜひ世界トップレベルの試合を観戦してください。

９月号で異常気象による大雨についてお伝えしましたが、
まさか千葉県に台風が上陸するとは思ってもみませんでした。
千葉市の最大瞬間風速は9日4時28分で57.5m/sと会議所
近くの樹木も根本から倒れているものもあり、台風の威力を
目の当たりにしました。すでにニュースでも伝えられていますが、
千葉県内の広範囲にわたり甚大な被害が出て、全容を把握す
るのも難しい状況が続いています。被災者の方々への救援が
一刻も早く行われ、一日も早い被災地の復興を心よりお祈り
申し上げます。
（企画広報課 E.M.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

千葉市中央区中央二 五- 一☎二二七 四-一〇一

今月の表紙

株式会社 ■■■■■■■■■

事業承継

代表取締役社長

青年部通信

千葉 商太郞

千葉商工会議所

年賀用
募集
﹁誌上名刺広告﹂

会報誌「夢シティちば」令和２年１月号（１月10日発行）にて年賀用「誌上名刺広告」の掲載を
企画しています。会員企業の皆様の多数のご参加を心よりお待ちしています。

（ＰＲスペースになります）

夢シティちば 2019年10月号
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1

トピックス

募集要領
【掲載の体裁】 誌面の統一を図るため、「会社名・肩書き・ご芳名」については
左記見本のように活字組で掲載します。
【掲

載

料】

【締

切 日】

5,100

円
（税込み）
〈銀行振込先〉
千葉銀行中央支店 普通預金 No.1382433
千葉商工会議所
※お申込後、
12月13日
（金）
までにお振込願います。
お振込手数料は貴社にてご負担ください。

11月22日（金）

※お申し込みについては、ホームページをご覧ください。 https://www.chiba-cci.or.jp
【お問い合わせ先】 千葉商工会議所
〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1

企画広報課 （担当：松尾）
☎043-227-4103

塩崎 栄二
代表取締役

千葉市若葉区殿台町595-1
☎043-255-5640

氏

株式会社ドライアイスサービス
代表取締役

マイナス ℃という商品特性を活かし
様々な産業の生産性向上に貢献し続けたい

（昇華）
という面白い性質があ
ります。
ただ、
あまり一般的な

私は京都の大学で工学部を

造機械についてサラリーマン

た。ドライアイスの製造や製

りできるなど会社も寛容でし

仕入れて新しい商品を作った

たり、外国産の機械を日本に

械の買い付けに行かせてくれ

れられないですね。

いただいた時の感激は今も忘

ず、ようやく初めての注文を

最初の１～２カ月は全然売れ

事を回してくれるなど協力し

れ、魅せられた人たちが、こ

じ、物性の面白さに引き込ま

分も多い。そこに新鮮さを感

やっていくことができました。 ん。使い方も含めて未知な部

てくれて、何とか会社として

れを使って新しいことができ

験値はあまり知られていませ

イスに関する技術や知識、経

品物ではないので、ドライア

卒業し、産業・家庭用ガスな

時代に身につけたことが、現

海外で活躍するはずが…

時に固体から直接気体になる

塩崎 栄二

マイナス ℃で固体から気体へ昇華する固体二酸化炭素、ドライアイス。
電力の使えない場面でも効率的に冷やすことができる唯一無二の素材は、国
内外でさまざまな産業を支えています。株式会社ドライアイスサービスとし
て独立し、 年。塩崎栄二代表取締役にお話を伺いました。
78
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～様々な産業を支え、途絶えぬニーズに応える～

株式会社ドライアイスサービス
しおざき・えいじ／1962（昭和37）年5月22日、兵庫県芦屋市生まれ。同
志社大学工学部卒業後、岩谷産業株式会社に入社。1993（平成5）年に31歳
で独立、株式会社ドライアイスサービスを設立し代表取締役に就任。

世界に

気づけば国内向け機械製造の

どを扱う大手商社の岩谷産業

ないか…と長年研究を続けて

在の仕事に生かせていると思

くさんありますが、基本的に

ていました。ちょうど入社し

ましたが転勤も多く、チャン

仕事は面白くて充実してい

ドライアイスを通じて、充実

契約などのお付き合いがあり、

など海外の取引先とも代理店

アメリカやカナダ、フランス

ニーズは途絶えません。

品で、保存が効かないために

の開発・販売・保守などです。 煙になって消えてしまう消耗

ストックする容器や関連機器

販売よりも、製造・加工機械、 いて、つまり改善の余地がた

現在、
事業のメインは加工・

に入社しました。同社は古く

います。
前職からのサポート受け

から工業用ガスの製造販売メ
ーカーでもあり、ドライアイ
スの原料となる二酸化炭素

年目を迎える

た頃に始まったドライアイス

スがあれば起業したい気持ち

した事業を続けさせていただ

独立して

製造販売部門に配属され、新

もありました。市原市にドラ

（液化炭酸ガス）
を製造販売し

事業の立ち上げから７年半ほ

いています。

年ほど暮らした経験から、商

た父の転勤で、アメリカで３

ってきたのは （平成 ）年

立しました。現在の場所に移

自宅のある四街道で会社を設

思議な商品です。品物は一つ

ドライアイスというのは不

未知の部分も多く魅力は尽きない

ストックできない消耗品

イアイス製造工場がある関係
で、１９９３（平成５）年、
歳の時に私と家内の２人で、

社で海外向けの仕事をしたい

販売の仕事に組み込まれてい

タート。私もまだ若かったの

たドライアイスの販売からス

最初は岩谷産業から仕入れ

化炭素が固体になったもので、

ものはありません。液化二酸

ライアイスですが他に代わる

だけ、どこで買っても同じド

ました。それでも海外との取

10

温度はマイナス ℃。溶ける

98

で、前職の上司・取引先が仕

国内向けのドライアイス製造

です。

小学生の頃、商社マンだっ

ました。

ど現場を担当することになり

26

と考えていたのに、気づけば

31
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引もあって、アメリカまで機
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経営
「9月8日の台風15号の被害で、県内は停電が長引きドライアイスへの問い合わせも殺到しましたが、当社が仕入れる
製造工場も操業が停止し、復旧が遅れて品不足となり、ご迷惑をおかけしました」
と塩崎社長

昨年の創立 周年を経て
さらなる未来へ、知見の継承目指す
また当社にはメーカーから
来て技術関係を長年担当して
いる、ドライアイスのオーソ
リティーのような 代のベテ

却材としてドライアイスを使

で、電気式の冷凍庫の補助冷

便です。荷物が非常に多いの

最大のニーズはクール宅配

強く非常に効率がいい。温度

よりも約２倍、エネルギーが

て、同じ重さなら氷や蓄冷材

も言えます。冷やす能力とし

まざまな部分を支えていると

が使われるなど、世の中のさ

止める場合にもドライアイス

メンテナンスのために電気を

非常に問い合わせが増えてい

は、働き方改革の世相からか

加工設備の省力化・機械化に

当社で取り組むドライアイス

くしてから販売されますが、

アイスは規格が大きく、小さ

ている海外からの輸入ドライ

してくれます。恐れずに新し

りの年配の皆さんも必ず応援

には可能性がありますし、周

材も多く、人手不足も著しい。 でほしいですね。若い人たち

危険な手作業でカットされ端

い世界に飛び込んでいけるよ

世代に我々の知見を引き継い

今の目標です。できるだけ次

のを若い世代に伝承するのが、

ランもいます。長年培ったも

景気に左右されないドライアイス

います。また各生協様の戸配
帯でいえばドライアイスに代
うな人材を育てていきたいで

今後も需要の伸びに期待

やネットスーパー、Ａｍａｚｏｎ
わる蓄冷材はまだありません。 て、事業として今後さらに力

小林 正英

すね。

様、楽天様といった通販でも
も左右されず、今後も伸びて

を入れたいと考えています。

年間約 万ｔの需要は景気に

つ、堅調に伸びています。食
いくと思います。
加工設備の省力化や

品以外では薬品会社、葬儀会

社、また重い冷凍庫を積めな

道場店・稲毛店・銀座店

人材育成が今後の課題

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

使われ、需要は毎年約５％ず

70

千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

い飛行機でも、貨物や機内食

http://www.osenbei.co.jp/

用として使われます。

弁理士

近年、品不足の関係で増え
和夫の言葉で「誰にも負けない努力
をする」ですね

Ｑ 座右の銘は？
Ａ いろいろあるのですが、現在は稲盛

スーパー・コンビニなどで

千葉名産

30

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

0120 ‑ 06 ‑ 2771
千葉市稲毛区宮野木町1664-11

小林 正治

Ｑ 座右の書は？
Ａ 田中角栄、松下幸之助、稲盛和夫、
所長弁理士

Q &A
塩崎社長
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千葉商工会議所会員

ーメタルまで良いと思ったものは幅広く
聴きます。でも休日も気がつけば仕事
をしてしまっていますね。
街頭防犯カメラ

本田宗一郎ら昭和の偉人の著書をよ
く読みますが、新聞を隅から隅まで読
むのが習慣になっています。全ての
情報が網羅されていて、大抵の書物
より面白いです。

TEL 03-3866-3327
http://www.ohshima-cp.com

営業センター

Ｑ 休日にはどんな趣味を楽しみますか？
Ａ ゴルフと音楽鑑賞。クラシックからベビ

総合防犯設備・用品

▲ドライアイス製造機器や保冷庫の修理などを行う作業所

手みやげに一番

▲この１包25kgの立方体が、ドライアイスの基本的なサイズ
▲「ペレコン」と呼ばれるドライアイスの保冷庫。「普通の冷凍庫ではストックできま
せん。マイナス78℃の専用冷凍庫は消費電力も大きく、特殊な装置で非常に高
価です。通常は厚い断熱材を使った専用の保冷箱で保管します」と塩崎社長

千葉県開催競技の
魅力や見どころを紹介

今月は「幕張メッセ」が競技会場

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

74kg級

57kg級

77kg級
86kg級

62kg級

87kg級
97kg級

68kg級

97kg級
125kg級

76kg級

130kg級

試合を行う円形マット

し「テクニカルフォール」勝ちとな

10

腰から下の攻防が禁止の
グレコローマンスタイル
は、投げ技が中心でダイ
ナミックな試合展開が期
待されます。

試合は直径9メートルの円形マットの上で
行われます。幅１メートルのオレンジ色のエ
リアは「パッシビティゾーン」
と呼ばれ、場外
が近いことを知らせます。場外は１点取られ
ます。

タイル（男女各６階級）に、それぞれ
選手が出場して争われます。

レスリングのルール

第１回アテネ１８９６大会から採用さ

スポーツです。近代オリンピックでは

ており、人類最古の格闘技といわれる

や防具は使わず、シンプルに技を掛け

ニホーム）を着用して行います。用具

トで、赤または青のシングレット（ユ

バル 秒）
、
直径９メートルの円形マッ

試合は３分×２ピリオド（インター

れ、第２回パリ１９００大会を除く
合います。

女子フリースタイルも加わりました。

技でしたが、アテネ２００４大会から

タイルがあります。長く男子のみの競

な状況に追い込むことで与えられる

フォールできない場合は、相手を不利

マットに押しつけようと競います。

し、相手を組み伏せ、両肩を１秒間

選手たちは「フォール」勝ちを目指

体重による階級別で試合は行われ、

グレコローマンスタイル
腰から下の攻防が禁止されている
グレコローマンスタイルは、上半身で
組み合って投げ技中心のダイナミック
な試合展開が繰り広げられます。立ち
技（スタンド）の攻防から始まり、こ
こでいかに攻撃スタイルを行うかが
ポイントになります。相手選手が消極
的とみなされた時は１点が与えられ、
グランド（寝技）からの攻撃権が与え

主なポイントでは「相手を場外に出

ポイントで勝敗が決まります。

グレコローマンスタイルとフリース

大会で実施されています。

ります。古代オリンピックでも行われ

ていたともされ、長い歴史と伝統があ

既に古代ギリシャで競技として成立し

レスリングは紀元前３０００年には

人類最古の格闘技

ろを紹介します。

となるレスリングのルールや見どこ

⑤レスリング

67kg級

30

東京２０２０大会ではグレコローマ
ンスタイル（男子６階級）とフリース

ります。消極的な姿勢や、パンチ・
キック、かみつきなどの反則には警告が

投げ技」
（５点）などがあります。
グレコローマンは８点差、フリース

す」
（１点）
、「寝技の相手の背後に回り
頭部、両手両足のうち３つをマットに

与えられ、３度受けた場合は失格とな

53kg級

ります。

タイルは 点差がつくと、試合は終了

65kg級

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
©Tokyo2020

Wrestling
つけさせる」
（２点）
、「立った状態から

60kg級

の投げ技」
（４点）
、「寝技の状態からの

50kg級

16
女子レスリング
ワールドカップ

レスリング競技開催スケジュール

【入 場 料】 無料
敗者復活決勝

は夜も観戦できる日
※11：00〜13：00 ※18：15〜19：15

られます。

フリースタイル
一方のフリースタイルでは、全身を
自由に使うことができます。タックル
で相手を崩しにかかり、スピード感あ

はメダルが決まる日

は開催日

8日
（土）

勝
決
5日
（水）

ふれる展開と多彩な寝技の攻防が見ど
ころとなります。一瞬の隙で勝負が決
まります。
ルールや見どころを押さえて、熱戦
に注目しましょう。

4日
（火）
日
月

57kg級

6
夢シティちば 2019年10月号
夢シティちば 2019年10月号

7

【参 加 国】
日本を含む2019年９月の世界選手
権（カザフスタン）の国別対抗得点の
上位８ヶ国。
7日
（金）

準決勝※

4 5 6
火敗者復活
水 木
2（月）
3
3日

選
6日
（木）

18：15〜22：00

予選※
8月

予

【場
所】
成田市中台運動公園体育館

7 8
金
準 決 土
勝
11：00〜13：30

【開催期間】
2019年11月16日
（土）
〜17日
（日）

2020年8月

2日
（日）

7m
1m

グレコローマンスタイル
フリースタイル

子
男
子
女
子
男

目 （オリンピック階級）
種

（国別対抗戦）

2020年8月2日（日）～8日
（土）
幕張メッセ
程
場
日
会

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 in Chiba Prefecture
Wrestling レスリング

千葉県開催競技

＜ちばインフォメーション＞

これは、来年のパラリンピック

運の醸成とパラスポーツへの更なる

協議会」は、大会に向けた地域の機

日の本祭りでは、千葉市中央公

18

44

○相談日

11月7日
（木） 14時〜17時

○相談日

11月14日（木） 14時〜17時

○相談員

安藤 和則 氏 （税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

○相談員

山根 義道 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

楽しみながら
パラスポーツへの理解を深める

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。

31

らパラスポーツの魅力を体感できる

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。

８月 日㈯に千葉ポートアリーナ

▲▼ボッチャとシッティングバレーを体験

社会保険労務士による労務相談窓口

工会議所の名前が入った特製うちわ

氏（弁護士）

イベントです。

初雄

で「パラスポーツフェスタちば２０

榎本

「みんなで応援！千葉県経済団体

○相談員

１９」が開催されました。

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。
11月15日（金） 14時〜17時

を配布いたしました。

▲東京五輪音頭−2020−が披露された

弁護士による商工法律相談窓口

○相談日

東京２０２０大会の機運盛上げの

9時〜17時

商工会議所特製のうちわを配って
東京２０２０大会の機運盛上げ！

一助になればと、東京２０２０大会

において千葉県で開催される４競技

理解促進を図るため、昨年に引き続

17

第 回目を数える千葉の親子三大

のはっぴを着た当所職員がお祭りに

（ゴールボール、シッティングバレ

夏祭りが８月 日㈯・ 日㈰に開催

園のステージ上において東京２０２

集まった市民の方々にうちわ８００

き、今年も、シッティングバレーボ

されました。

０大会で世界からやってくる方々を

ー、テコンドー、車いすフェンシン

専門相談員

夢シティちば 2019年10月号

本をお配りしたところ、たちどころ

○相談員

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。

9

もてなす気持ちが込められた「東京

千葉商工会議所IT導入促進チーム

税理士による税務相談窓口

ールとボッチャに参加しました。な

専門性の高い40歳以上の中核人材
を派遣・紹介してほしい、40歳以上の
中核人材で千葉市内に就職したいなど、
求人・求職に関する相談に応じます。

○相談員

氏（中小企業診断士）
氏（中小企業診断士）

9時〜17時

人材活用相談窓口

火曜日・木曜日

石井 孝昌
大矢たかし

グ）に、車いすバスケットボール、ウ

外部専門家

○相談日

○相談員

に配りきってしまい、地域の大会へ

○相談員

随時

14時〜17時

お、優勝こそ逃したものの、それぞ

月曜日〜金曜日

○相談日

火曜日・金曜日

ィルチェアーラグビー、ボッチャを

○相談日

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

18

▲商工会議所特製のうちわ

IT導入何でも相談窓口

中小企業診断士による経営の相談窓口

の関心の高さがうかがえました。

○相談員

10月23日（水）
・30日（水）
・11月6日（水）
13時30分〜16時30分
税理士 千葉県税理士会所属

五輪音頭‐２０２０ 」の
- 踊りが披露
され、それにあわせて、当所は商工

○相談日

れの競技において大健闘いたしまし

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。

加えた７競技の体験を中心に、障害

事業承継何でも相談窓口

会議所が作成した「東京２０２０大

消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口

た。

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

がある人もない人も共に楽しみなが

TEL043-227-4103

会のエンブレム」及び全国５１５商

商工会議所の無料相談窓口

夢シティちば 2019年10月号

8

木

13

17

金

火

業

部

時

間

会

11：００～

観光・サービス部会

14：00～

金

融

部

会

11：００～

運

輸

部

会

10：30～

医 療 ・ 介 護 部 会

18：00～

工

業

部

会

１１：００～

建

設

部

会

14：００～

食

品

部

会

16：００～

小

売

部

会

10：３０～

卸

売

部

会

17：00～

場

13階

所

特別会議室

外部会場

10

10

事

地

業

勝又自動車㈱

中央区本町2-2-10

自動車販売

㈱ケーヨー

若葉区みつわ台1-28-1 ホームセンター

塚本總業㈱

業

所

名

所

千葉支社

在

中央区富士見2-3-1

各種商品卸売・不動産賃貸

千葉製粉㈱

美浜区新港17

製粉

㈱千葉日報社

中央区中央4-14-10

新聞発行

東京ガス㈱

千葉支社

中央区新千葉1-4-3

ガス供給

東京電力パワーグリッド㈱ 千葉総支社

中央区富士見2-9-5

電力供給

二宮産業㈱

稲毛区長沼町334-2

機械器具製造

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 千葉支店

中央区千葉港8-4

損害保険業

千葉信用金庫

中央区中央2-4-1

信用金庫

中央区富士見2-3-1

銀行業

中央区今井1-14-22

総合運輸業

㈱三菱ＵＦＪ銀行
日本通運㈱

千葉支店

千葉支店

東日本電信電話㈱

千葉事業部

美浜区中瀬1-3

地域電気通信事業

東日本旅客鉄道㈱

千葉支社

中央区弁天2-23-3

旅客鉄道事業

新日本建設㈱

美浜区ひび野1-4-3

総合建設

千葉興行㈱

中央区中央3-8-8

映画興行・不動産賃貸

中央区中央1-11-1

不動産業

中央区都町1-1-25

民間テレビ放送

三井不動産㈱

千葉支店

千葉テレビ放送㈱

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

会

６ 名

食

品

部

会

１ 名

卸

売

部

会

３ 名

工

業

部

会

４ 名

金

融

部

会

３ 名

運

輸

部

会

２ 名

建

設

部

会

８ 名

観 光・ サ ー ビ ス 部 会

９ 名

自

由

会

５ 名

医

療・

会

１ 名

業
介

部
護

部

31

18

２号議員定数割当決まる

ちば県民保健予防財団

部

10

各部会における２号議員の定数割当は、各部会の部会員数及び口数を勘案し

公益財団法人

売

1

会頭が定めることとなっており、去る部会長会議において、左記のとおり決定

あなたの健康をサポートする…

小

11

されました。

２号議員の割当数

お客様から信頼される会計事務所を目指して

種

議員選挙・選任特集〉

９

由

名

３号議員決まる

12

水

自

会

３号議員

９月９日開催の第２６２回常議員会において３号議員 名が選任されました。

11

火

部

任期は、令和元年 月 日～令和４年 月 日までとなります。

10

曜日

各部会（ 部会）正副部会長・所属議員会議を開催

日

各部会（ 部会）正副部会長・所属議員会議を開催し、２号議員の選任案、

月

正副部会長選任案、今後の部会運営等について協議しました。

正副部会長・所属議員会議の開催日程

〈千葉商工会議所

トピックス

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

11
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6

消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

一日１万件超の登録申請

れぐれも中小小売店等は自動で（申請
手続きをせずに）ポイント還元制度に
参加できるわけではないことに留意し
（ポイント還元制度）
を提供するキャッ
よる消費者向けの情報発信が、８月１

政府やキャッシュレス決済事業者に

てください。

シュレス決済事業者は、全国で３５６
日から本格的に始まりました。特設Ｗ

「キャッシュレス・消費者還元事業」

社（７月 日時点）に増えました。そ
ービスを提供するＢ型決済事業者で、

の半数以上が、中小小売店等向けにサ
情報や、地域別の登録申請件数などを

開設され、加盟店登録を完了した店舗

ｅｂサイトには消費者向けコーナーが

万店舗の申請を受け付けています

30

店登録を開始しているかは、本制度の

ていて、審査に要する期間も長くなっ

（図参照）
。現在、一日につき１万件を

意向を表明して、所定の手続きをとる

の店舗が本制度のポイント還元を実施

すいよう、Ｗｅｂ画面の地図上で、ど

さらに、消費者が本制度を活用しや

必要があることです。補助事業の申請

している店舗かをわかりやすく示すマ

シュレスで決済しよう」という機運の

した消費者への周知を通じて、「キャッ

スターの配布も予定しています。こう

あることがひと目で認識できる統一ポ

ップ機能の提供や、店頭で対象店舗で

一（
「取り消し」「キャンセル」といった

高めるよう、店舗オペレーションの統

すとともに、さらにＪＰＱＲの魅力を

県以外にも横展開していくことを目指

では、今後の本格運用に向け、この４

普及事業」が始動しました。当協議会

登録手続きを継続していきますが、出

以降）も、中小小売店等による加盟店

サービスを導入できる仕組みの確立）
、

本化（１つの契約で複数のコード決済

規格ＪＰＱＲを用いたコード決済サー

野、和歌山、福岡の４県で、この統一

総務省では、８月１日から岩手、長

リで読み取ることが可能になりました。

ードを、複数の決済事業者のスマホアプ

ドを読み取る方式）では、１つのＱＲコ

示し、消費者のスマホアプリでＱＲコー

提示型（店頭にＱＲステッカー等を掲

に関する統一規格の通称で、例えば店舗

決済（バーコード、ＱＲコード）の表示

のスタートです。ＪＰＱＲとは、コード

進展がありました。それは『ＪＰＱＲ』

ュレス決済にとって、もう一つの大きな

さて、本年８月は、わが国のキャッシ

コード決済の統一規格
『ＪＰＱＲ』始動

セキュリティ向上を図る予定です。

引き続き、本制度開始後（ 月１日
10

来るだけ早めの申請をお願いします。

用語や手続き等の標準化）や契約の一

高まりが期待されます。

ビスの利用・普及に向けた「ＪＰＱＲ

手続きは「手上げ方式」ですので、く

先のＢ型決済事業者に本制度への参加

超える登録申請をいただいている状況
特設Ｗｅｂサイト（
https://cashless.
で、日を追うごとに申請件数も増加し
）で確認できます。ここで十分
go.jp/
に留意してほしいのが、現在すでにキ

てきています。

24

ャッシュレス導入済みの店舗も、契約

どのキャッシュレス決済事業者が加盟

通じて加盟店登録する必要があります。 公表しています。７月 日時点で全国

中小小売店等はこのＢ型決済事業者を

30

12
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ポイント還元制度の消費者ＰＲが本格化、
統一コード『ＪＰＱＲ』も始動！

全10回

付帯調査

2019年8月期

調査結果のポイント

①景気は良くなる
0.3%

千葉商工会議所景気動向調査

調査結果のポイント

▶消費税率引上げに伴い
「景気は悪くなる」
は全体の62.0％
▶軽減税率制度に向けて
「準備は完了した」
は全体の25.0％
⑴ 消費税率引上げ（8％→10％）に
伴う景気について

調査結果報告

⑵ 消費税率引上げに向けた価格
転嫁の見込みについて
③全く転嫁できない
17.5%

⑶ 軽減税率制度への準備状況に
ついて

①転嫁できる
57.1%
⑥その他
16.6%
（前回15.5%）

①準備は完了している
25.0%
（前回10.4%）

▶製造業・卸売業・サービス業の低調が影響し、
業況DIが４期連続の悪化。
▶深刻な人手不足や原材料価格の高騰が続いている。
▶先行きは、懸念材料多く、慎重な見方が続いている。
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）

調査期間：2019年₈月₅日（月）～ ₈月28日（水）
調査対象：千葉商工会議所法人会員事業所500社
〈回答：401社 回答率：80.2％）
100
80
60
40
20

建設業
79社

製造業
79社

卸売業
80社

小売業
78社

サービス業
85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

⑤準備が必要かわからない
16.6%
（前回25.4%）
②専門家などと相談し、
準備を進めている
22.5%
（前回17.9%）

③景気は悪くなる
62.0%

②景気は現状維持
37.7%

④準備を始めようと
思っているが、何
から取り組めばい
いかわからない
7.3%
（前回11.6%）

②一部転嫁できない
25.4%

③専門家などに相談を始めて
いるが、まだ準備に取り掛
かっていない 12.1%
（前回19.1%）

※（ ）内は２月期調査結果の数値

⑷ 軽減税率制度導入に向けた、貴社の課題について
【複数回答可】ついて
【複数回答可】

全体の特徴 （▲はマイナス）
①制度の理解、従業員への教育
（軽減税率対象品目の分類や経理処理の変更等）
②軽減税率対象品目等に対する消費者や取引先からのクレーム対応

23.8％
7.6％

③レジの入れ替え、社内システムの改修

12.5％

④値札、価格表示などの変更

13.0％

⑤帳票入力や税率確認等の経理事務の負担増
⑥仕入れ時と販売時の税率の違い等から資金繰りが複雑化
⑦何が問題かわからない

26.9％
9.6％
7.6％

⑧特に課題はない
⑨その他
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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５月、以下同じ）と比較して、製造業・卸売業・
サービス業が下降し、
小売業が上昇、
建設業が横ばいとなった
結果、全産業合計DIは2.0ポイント下降して▲23.3となり、４
期連続で悪化となった。
また、向こう３ヶ月（９月～11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
5.5ポイント下降の▲28.8となっている。

47.9％
4.2％

売上DIでは、前回調査と比較して、製造業・卸売業が下降
し、建設業・小売業が上昇、サービス業が横ばいとなった結
果、全産業合計DIは4.5ポイント下降して▲14.1となり、２期
ぶりの悪化となった。
また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、全ての業種が下降
の見込みとなっており、全産業合計DIは現状より7.1ポイント
下降の▲21.2となっている。
採算DIでは、前回調査と比較して、建設業・卸売業が下降
し、製造業が上昇、小売業・サービス業が横ばいとなった結
果、全産業合計DIは2.5ポイント下降して▲23.2となり、２期
ぶりの悪化となった。

また、向こう３ヶ月の先行き見通しは、製造業・小売
業・サービス業が下降し、建設業・卸売業が上昇の見込
みとなっており、全産業合計DIは現状より2.1ポイント下
降の▲25.3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、横ばいとなっており、深刻な人手不足の
状況は続いている。
資金繰りDIは、２期ぶりに悪化している。
全体を総括すると、製造業・卸売業・サービス業の低
調が影響し、業況DIが４期連続の悪化となった。先行き
については、
「職人の高齢化と人手不足で先行き不安」
「米中の問題についてはいずれ大きな影響が出るので
はないかと感じている」
「10月増税後の景気不安あり」な
ど、懸念材料多く、慎重な見方が続いている。

夢シティちば 2019年10月号

14

いきる伝統
つなぐ暖簾

伝統ある老舗の企業をご紹介

計量器の老舗

恵藤計器
〜つくる楽しさを伝える〜

産業を支える社会の基盤である計量器で
世の中の生産性を上げるお手伝いをしたい

戦後復興と高度成長期を
背景に会社を成長させた
天秤型から大型の産業用まで
様々なハカリを取り扱う

す。そのため社外研修や資格取得、社
内でテキストやマニュアルが学習でき
るＥラーニングのシステム構築を進め
ています。
我々は企業として、世の中にどんな
価値を提供していけるのか。単に「ハ
カリを売って、検査する」だけでなく、
スピード、
丁寧さ、
ワンストップ性など
仕事のクオリティー向上とともに、ハ
カリを使うお客様の生産性を上げられ
るようなビジネスモデルを作っていき
たいと考えています。
当社で定年退職まで働いてもらうこ
とが理想ですが、仮に当社から離れて
も、在籍時に学んだスキルや経験を生
かして、世の中で活躍していける人材
を育てる器となれるよう、会社を成長
させていきたいですね。今はまだ道半
ばではありますが、「人の心に火をつけ
続けること」を人生のミッションとし
て、働く社員たちの心に灯をともして
いきたいと思います。

当社の前身は１８８５（明治 ）年
当社は質量計（ハカリ）を中心とし
創業の株式会社大野度量衡製作所で、
た計量器の総合商社として全国大手計
１９５０（昭和 ）年に修理部門とし
量器メーカーの製品を取り扱い、大型
て分社化したことが、社としての歴史
から小型まで様々な計量器の販売、整
の始まりです。
「株式会社恵藤商店」
と
備
、保守点検などを行っています。
して千葉市新町（現・中央区新町）
に拠
ハカリとは「質量を、物体に作用す
点となる計量器修理工場を設立し、県
る重力を利用して計測する計量器」
。
き
内販売業者への卸業、官庁、商店、各
ちんと計量できないと、製造工程でも商
種工場への販売を始めました。
取引でも支障をきたすので、製造業をは
戦後の復興と高度成長期を背景に会
じめとするあらゆる産業や経済活動の
社は成長し、１９６４（昭和 ）年
インフラ、基盤だという自負があります。
月、
「恵藤計器株式会社」に社名変更
一例をあげれば、地面にピットを掘
しました。京葉工業地帯はじめ県内各
って、その中に重さをはかるセンサー
地の工場で計量器整備保守管理を担い、 「ロードセル」を設置する大型計量器
業務を拡張していきました。
「
トラックスケール」
のような規模の商
１９８２（昭和 ）年 月、千葉市
品は、設置工程も建設業のような作業
新港地区（現・美浜区新港地区）に工
です。また、昔ながらのアナログ（機
場を移転、そして１９８８（昭和 ） 械式）のハカリもまだたくさん活躍し
年 月には本社、営業部門も新港地区
ていて、さお式の機械式台はかりの調
に移転しました。
整では、刃を手作業で削るなど、繊細
5

２０２０年に創業 年を迎える恵藤計器株式会社の瀬口力也代表取締役社長に
変化する計量の業界と企業の成長についてお伺いしました。

な感覚が求められます。先輩の背中を
みて何十年もかけて身に付けるような
職人の仕事が、当社にはまだ残ってい
ます。
種類によって測定原理が多岐にわた
り、計量法という法律の規制対象でも
あるハカリを扱うには、業界特有の専
門的な知識と経験が必要となります。
ハカリメーカーが直接、自社製品の修
理やメンテナンスを行うこともありま
すが、当社のように、様々なメーカー
のハカリをワンストップで扱い、メン
テナンスを行える会社は、千葉県内で
は珍しいと思います。

畑違いの分野から経営陣に
多くのことを学んだ

39

の改革を打ち出してしまったことで、
率直に言って古くからの社員とは軋轢
が生じました。人の価値観や感情に寄
り添わないと、いくら正論を言っても、
理屈だけで人は動かないと学びました。
そこで半年に１度、全社員と話し合う
機会を設け、私の考えや構想も粘り強
く示すなど社員との意見交換を続けま
した。
現在、２０２５年度に向けた中期ビ
ジョンがスタートしたところですが、
３期連続で最高益を出すことができて
います。成長した分を賞与などで社員
に還元しつつ、社員増員や育成、社内
システムへの投資に充てています。経
営者として一貫性をもって信念を示し
続けることで、少しずつでも結果を出
し、「会社が良くなってきた」という成
功体験によって、徐々に皆の気持ちが
同じ方向を向いてきています。もう少
しで、当社の組織は大きく前向きに生
まれ変われると思っています。

6
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17

18

63

25

57

社員たちが成長できる器として
会社をつくりあげていきたい

代表取締役社長 瀬口 力也 氏
千葉市美浜区新港142番地3
TEL：043－242－0505

8

ハカリの世界も自動化が進んでいま
す。今後、取引・証明行為に使用する
自動ハカリが計量法の規制対象となり、
定期的に検定を受ける義務が課せられ
るので、当社の社員にも自動ハカリに
関連する技術や法令知識が求められま

恵藤計器株式会社
会社DATA

70

私は４代目の社長にあたります。大
学を卒業後、株式会社ＮＴＴドコモに
年勤務し、妻が３代目社長の３女だ
った縁で、結婚を機に２０１４（平成
）年に 歳で当社に入りました。
前職では「今できないこと」に挑戦
し、成長することで充実感を覚えまし
た。転職にはためらいもありましたが、
できることをやるのではなく、できな
いことをやる環境にあえて飛び込むの
が、自分の生き方だと思ったんです。
入社直後は畑違いの業界から、いき
なり現場経験もなしに経営陣となった
私が、外側からの視点でいきなり会社
36

12

26

月 日㊎・ 日㊋

8

27

日㊌

当所は、消費税率引上げ・軽減税率制
度、キャッシュレス・消費者還元事業導入
に向けて 月 日㈮に「消費税率引き上げ
直前！実務対策講座」
、 月 日㈫に「キャ
ッシュレス決済の事例と動向セミナー」を
開催した。
軽減税率制度セミナーでは、星叡講師が、
軽減税率制度・インボイス制度の概要、消
費税率引上げ前後に必要となる対策等を解
説した。
キャッシュレス決済のセミナーでは、杉
山貴思講師が、代表的な最新決済サービス
の特徴や課題・展望等をわかりやすく解説
し、実際にＱＲコードを使った決済の実演
も行った。

消費税率引上げ対策説明会を実施

27

当所は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８回目の開催となる。
今回は、年度初めに決定した今年度の増
強計画の進捗状況並びに、今後の予定につ
いて事務局から説明を行った後、意見交換
を行った。
「会員増強も当然大事であるが、
退会の防止策についても一層の検討が必要
なのではないか」「入会後のフォローの一例
として『新会員の集い』などがあるが、よ
りメニューがあっても良いのではないか」
等の意見があった。
これら協議の結果、今後も目標達成に向
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㊊
会員増強について
ワーキングメンバーと協議

9

月

日㊌

た経験や知識をどのように活かせるのか見
つめ直すとともに、自身にあったキャリア
を選択することが重要である。
」と説明があ
った。
人財採用活用セミナーでは、９名の経
営者や採用担当者が参加した。講師から
は、「現在は、生産年齢人口の減少等により、
人手不足は深刻化している。人材を確保す
るためには、採用を部分的に捉えるのでは
なく、人材戦略として採用から育成までを
全体的に捉えることが必要である。採用活
動を行う前に、まず自社の将来ビジョンや
経営課題を明確にしたうえで、自社に必要
な人材像を設定することが重要である。
」と
説明があった。
今後当所では、当該事業の一環として、
マッチング会を開催する予定である。

月

幕張新都心地区会員交流懇談会

9

8

2

求職者及び企業向けに採用セミナーを開催
当所は、中小企業庁から受託している令
和元年度地域中小企業人材確保支援等事業
の一環として、 歳以上のミドル・シニア
世代の求職者対象「キャリアアップ支援セ
ミナー」及びミドル・シニア世代を活用し
たいと考える中小企業対象「人財採用活用
セミナー」を開催した。講師には、㈱クオ
リティ・オブ・ライフ代表取締役 原 正紀
氏をお招きした。
キャリアアップ支援セミナーでは、 名
の求職者が参加した。講師からは、
「ミド
ル・シニア世代の人材を活用したいと考え
る企業は増えている。また、人生１００年
時代といわれている現代において、働き方
はフルタイム雇用だけでなく、兼業や副業
など多様化している。中小企業で活躍して
いくためには、自身が今まで積み上げてき

月 日㊋
千葉市大型店会
視察研修会・納涼懇親会
今回で９回目の開催となる幕張新都心地
区会員交流懇談会をホテルスプリングス幕
張で開催した。
この交流会は、例年２部構成（第１部・
講演会、第２部・交流会）で行っており、第
１部は千葉県総合企画部政策企画課の野溝
課長による「幕張新都心の歩みとこれから」
というテーマで講演を行った。「千葉新産業
三角構想」の核都市のひとつとしてスター
トした幕張新都心地区の 余年の開発の推
移と、今後の予定されている各種計画につ
いて説明がなされた。第２部では、堀江副
会頭の主催者挨拶の後、山形屋商事㈱佐藤
フジエ代表取締役による乾杯により交流会
が開幕し、活発な名刺交換も行われ、盛況
の内に閉幕した。

8
9
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19

▲人財採用活用セミナーの様子
▲県政策企画課、野溝課長の講演

40

千葉市大型店会（豊田代表幹事㈱そご
う・西武そごう千葉店執行役員千葉店長）
は、８月例会として視察研修会及び納涼懇
親会を開催した。
視察研修会では、東京オリンピック・パ
ラリンピックの競技種目の１つである「サ
ーフィン」の開催会場となっている「釣ヶ
崎海岸」や江戸文政年間から酒造業を営む
「稲花酒造」を視察した。
当日は、一宮町役場 オリンピック推進
課 高田課長にお越しいただき、一宮町の
特徴やオリンピック開催に向けた一宮町の
取り組み、課題などについて伺った。また、
納涼懇親会では、当所 宮島専務理事をお
迎えし、恒例となっている会員同士の近況
報告を行うなどして懇親を深め、盛況のう
ちに閉会した。
30

▲8月9日「消費税率引き上げ直前！実務対策講座」講演の様子
▲ワーキング会議開催の様子

28

21
27

42
▲キャリアアップ支援セミナーの様子
▲釣ヶ崎海岸にて

8

8
8

8・9月
タイムライン
タイムライン

相続税対策スタッフ

月

日㊊

工

月 日㊌〜

業

部

日㊍

会

工業部会視察研修を実施

年以内

年以内

7

常議員会を開催 ３号議員を選任
当所は、第２６２回常議員会を開催し、
３号議員の選任案や一般会計の補正予算案
等を承認した。
当日は、当所の役員 名が会議に参加。
議案第１号「３号議員の選任につき同意を
求める件」では、本年 月以降に３号議員
を務める 企業を選任した（本誌 頁を参
照）
。
また、議案第２号では「２０１９年度一
般会計収支補正予算（案）承認に関する件」
を審議。訪日観光客商店街おもてなし事業
実施に伴う県補助金（２６３０千円の増額
補正）と、新規事業の中心市街地活性化イ
ベント「ＹＯＲＵ ＭＡＣＨＩ」開催に伴う
事業費（２５６３０千円の増額補正）の補
正予算案を、満場一致で承認した。
工業部会（長谷部部会長㈱はせべ代表取
締役社長）は、島根県の石見臨空ファク
トリーパーク内に立地している企業２社
を訪問する等、島根県石見地域のビジネ
ス・就労環境等の視察研修を行った。
汎用切削工具から精密切削工具まで製
作を行っている大見工業㈱では、担当者
から企業概要の説明を受けた後、工場内
を案内された。作業員の半数が女性で構
成されている等、積極的に働き方改革に
取り組んでいる様子を見学した。
アルミ電解コンデンサ等の電子部品を
製造しているサン電子工業㈱では担当者
の説明を受けた後、工場を見学し、従業
員の評価制度や生産システムを見学した。
参加者は島根のビジネス拠点としての
ポテンシャルを感じつつ島根を後にした。
▲担当の会員交流課 中川

10

据置２年以内

設備
資金
据置１年以内

運転
資金

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。

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

健康意識が高まるシンガポール市場
～日本の健康食品・サプリメントの輸出拡大に向けて～
伊藤 大

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）

ジェトロ・シンガポール事務所

このような市場環境を受け、ジェトロで
はシンガポールで開催されるアジア最大級
の健康食品・サプリメントの食品専門見本
に初めて
市
「Ｖｉｔａｆｏｏｄｓ Ａｓｉａ２０１９」
ジャパンパビリオンを設置します（２０１９
年 月 日、 日開催）
。同見本市は、シン
ガポールのみならず、近隣諸国からも多数
のバイヤーが集まり、注目度の高い見本市
です。ジェトロは、アジア市場への新規市
場参入や販路拡大を目指す日本企業を対象
として、同見本市への出展支援をはじめ様々
な形で支援します。

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
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

■糖尿病と戦うシンガポール国民

シンガポールにおける日本食レストラン
数は、１，２６１店舗（２０１９年 月現在：
在シンガポール日本国大使館調べ）と多く、
同国内にある全レストランの約 ％を占め
るなど、日本食は中華料理に次ぐ選択肢の
一つとして定着しています。また、日本食
材は「安心」
、
「安全」
、
「高品質」なイメージ
が持たれるため、健康意識が高まる当地市
場に適していると考えられます。発酵食品
や乳酸菌飲料、最近ではオーガニック食材
も徐々に増えるほか、２０１７年以降、日系
の大手ドラッグストアが当地に進出し、日
本からのサプリメント等の販売に力を入れ
ています。

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

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。
）


漠然とした不安に

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

融資期間

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

設備
資金
▲Vitafoods Asia 2019 出展イメージ

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

2,000 万円以内

運転
資金
☎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

経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を
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。

5

こ と を 目 標 と し て い ま す。同 庁 は、企 業
による低糖食品商品の開発支援のため、１，
５００万シンガポールドルの補助金予算を
確保しており、２０１８年 月時点で 企業
が同補助金を受け取っています。当地で有
名なある中華レストランは同補助金を活用
して、中華圏の伝統的なお菓子である月餅
の砂糖を ％、飽和脂肪酸を ％カットし
た「低糖月餅」を開発しました。同社の最高
責任者によれば、販売価格は若干値上がり
したが、消費者の需要は高いと見込んでい
ます。
26

資金用途
マル経融資とは？

9
■拡大基調にある
日本の健康食品・サプリメント市場

8

令和元年8月1日現在
※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）

4
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日本貿易振興機構（ジェトロ）
千葉貿易情報センター

10

10 3

60
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9

1

25

マル経融資制度をご利用ください‼ 1.21％
26

▲議長を務める副会頭の粟生雄四郎氏

20

11

9

年利
25

9
東京 区をやや上回る面積の都市国家
シンガポール。一人当たりＧＤＰは５９，
９９０米ドル（ＩＭＦ、２０１７年）で、日本
の３８，３４４米ドル（ＩＭＦ、２０１７年）
を上回るほか、平均世帯月収
（名目）
は１１，
７８０シンガポールドル（約 万円）
（シン
ガポール統計局、２０１９年）と世界有数の
富裕国です。
シンガポールでは、昨今、健康関連の消
費 市 場 が 拡 大 傾 向 に あ り ま す。英 国 の 調
査会社ユーロモニターによると２０１７年
にシンガポール国民が健康サプリメント
に費やした金額は前年比８・８％増の 億７，
４４０万米ドルで、今後も毎年 ～ ％の
水準で増加すると予測されています。背景
には、政府が２０１７年に「糖尿病との戦い」
を健康政策の柱として掲げたことがありま
す。リー・シェンロン首相は、同年の施政
方針演説
（ナショナル デ
. ー・ラリー）におい
て、シンガポール国民の 人に 人、 歳
以上では 人に 人が糖尿病患者であると
説明しました。政府は、対策として健康的
な食生活の推進や健康管理を積極的に啓蒙
しています。
政府による取り組みの一例として、シンガ
ポール健康推進庁（ＨＰＢ）は、砂糖摂取量
について２０２０年までに約 ％削減する
3

安心して借りられる！
9

▲島根の現地企業視察の様子【於：サン電子工業㈱】

9
18

23

10

8・9月
タイムライン

「人事評価」を理解し効果的導入を
和宏

中小企業診断士

吉川

しかし、経営企画や販売促進、調査
分析、研究開発、品質管理等々、仕事
の「質」が問われる、業績の数値化が困
難な職種については運用が難しくなり
ます。どのような状態となれば「５」な
のか、
「１」なのかといった評価基準を
明確にすることが重要です。
４．コンピテンシー評価

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。

千葉市中心市街地まちづくり協

数制のミニ講座（一部材料費がか

㈮～ 月 日㈰の期間、千葉市中

～ 分程度のゼミでお客様のお

かる講座あり）を実施いたします。

●お客さまに合わせた経営支援でサポートします！

中

前回は「人事評価」導入の手順や留意点について触れさせていただきました。
「人事評価」も幾つか種類がございますが、それぞれの特徴やメリット・デメ
リットなどをよく理解し導入する必要があります。

経験を積む」ということが、年齢が高
い、社歴が長いということと同じよう
に解釈され、年功序列的な運用となっ
て、本来の能力評価とはかけ離れた運
用となった企業が過去に多かったのが
事実です。また潜在能力を評価するた
め、評価する人間の主観や印象が入り
込む余地が大きいといえます。評価者
には、客観的に人の能力を見極める力
が要求されることになります。

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。

今回は
「人事評価」
の種類を幾つかご紹介致します。

社員の勤怠状況、仕事への取り組み
姿勢、心構え・やる気などを評価しま
す。代表的な評価要素としては、
「規律
性」
「協調性」
「積極性」
「責任性」など
があります。情意評価は比較的入社か
ら日の浅い社員の評価に活用されます。
基本的には、上位の等級に昇格すると
情意評価のウェートは低下します。
３．業績評価

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！

議会街の主役部会では、 月１日

●金融機関からの資金調達をサポートします！

経済活動の活性化を図るため、今

したが、エリアを１つにして、

日、エリア別に開催しておりま

まちゼミ」
を開催いたします。
（申

心市街地の個店にて、「第２回千葉

と「まち」のファンづくりを目指

役に立つ内容の提供により
「お店」

◦エリア間の移動がスムーズにで

やコツを受講料無料で学べる少人

なって、プロならではの専門知識

購入して、気になるお店を「ハシ

３，０００円、バラ７５０円）を

お客様は、チケット（４枚綴り

を使用したメニューの販売の他、

ス」を設置し、千産千消の食材

り～」に「ちーバル特別ブー

つり～第 回千葉市民産業まつ

福」の振舞や、「千葉氏茶屋」
を設置予定です。
【詳細】

講 座 の 中 か ら、 チ ラ シ

ください。

合は必ずお店に連絡をして

く だ さ い。 キ ャ ン セ ル の 場

お間違えの無いようご注意

③ 受 講 時 間・ お 店 の 場 所 等、

ください。

す。
」と予約の電話を入れて

お 店 に「 ま ち ゼ ミ の 申 込 で

②行きたい講座が決定したら、

ご安心ください。
）

勧誘は一切ありませんので

ください。（お店からの販売・

に記載のある講座を選んで

①全

お申込から
受講までの流れ

年度で８回目となる「ちーバル」
を開催します。
「１ドリンク１フード」
を基本とし

きるよう、ちーバル無料循環バ
◦ 月４日㈪㈷に「千葉湊大漁ま

ゴ」します。

店舗の参加を見込んでいます。

たオリジナルメニューを楽しむイ

各個店では、お店の方が講師と

25

スを運行予定です。

の５日間連続開催となりました。

10

ベントとして、今年度は約１２０

参加店舗の用意した当日限定の

11

ひしおを使用した「千葉氏大

43

ちーバルＨＰ

43

11
11

１．情意評価

２．能力評価

当協会LINE＠アカウントは検索もしくは

「第２回千葉まちゼミ」開催！

コンピテンシーとは、高業績者に共
通し安定的に発揮されている行動特性
をいいます。
ある調査研究から、業績の高い人達
には共通した行動上の特徴、コンピテン
シーがあることが明らかになりました。
コンピテンシー評価は自社における
高業績者の行動特性を分析しモデルを
作成します。
また、従業員に求めたい行動モデル
を作成し、運用することもあります。
比較的にラインの管理者にも評価の
運用がしやすいとのことでコンピテン
シーによる人事評価は普及し、現在は
定着の段階に入ってきています。
代表的なものの概略を幾つか挙げさ
せていただきましたが、それぞれの特
徴を踏まえて効果的な導入・運用をし
ていきたいものです。

◦昨年度は、千葉市中心市街地を

【今年のみどころ】

「食べ・飲み歩きイベントちーバル」開催！
千葉市中心市街地まちづくり協
議会ちーバル特別部会では、回遊

【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。

しております。

90
込受付開始は、 月 日㈮から）

６つのエリアに分け、毎週水曜

本店 ＴＥＬ043-221-8110
支店 ＴＥＬ047-365-6007
ホームページ http：//www.chiba-cgc.or.jp/

月３日㈰㈷～ 月７日㈭まで

性向上、新規顧客獲得機会の創出、

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください！

60

11

仕事の成果、課題・目標の達成度を
基に評価するものです。通常は目標管
理制度とともに運用され、目標に対し
ての達成度
（売上目標達成率、粗利益目
標達成率、経費削減率など）
の数字によ
り評価されます。業績評価は数字を基
に評価を行うため、営業職や製造職な
ど具体的な数字で業績が判断しやすい
職種、目標が数字で示される仕事には
比較的導入しやすいといえます。

事務局：千葉商工会議所地域振興課 電話 043-227-4103 FAX 043-227-4107

一般的には職能資格制度と併せて運
用され、社員の有する知識・熟練度、能
力などを評価します。職務を遂行して
いく上で必要な能力（職能）が評価要素
として取り上げられます。評価項目は
「判断力」
「折衝力」
「指導力」
「企画力」
といったものになります。
能力評価は、職務経験を積むほど能
力は高まるという前提の職務を基に制
度設計がなされています。この「職務

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会 千葉市中央区中央 2-5-1
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企業診断
小

まちづくり事業情報

企業視察～ＪＦＥスチール様を視察しました～

令和元年８月 日㈯に定例会とし
Ｂ・ＯＧ、オブザーバーを含め約

いたしました。千葉ＹＥＧでは私の属

ＹＥＧは実行委員会の一員として参加
さ１５０ｍ重さ１ｔの大綱を２００人

３つ目は大綱引きへの参加です。長

多様性の象徴であるレインボーフラ
ッグを活用しながら世界各国の言葉
で「ありがとう」を伝えました。

８月 日㈰に開催されました第 回

するＳｔａｔｕｓｏｆ ＹＥＧ Ｓｅｃｔｉｏｎ
対２００人で引き合うというもので迫

千葉の親子三代夏祭り（本祭り）に、千葉

が中心となり「令和」最初の親子三代
力は圧巻でした。結果は２対１で残念
な結果になってしまいましたが、「千葉

夏祭りを熱く盛り上げるために準備を
進めてまいりました。
当日の私たちの主な活動は３つです。 軍」の中心として一致団結し大いに盛

分別の呼び掛けを行いました。
また、
文

く過ごして頂けるようゴミ袋を配布し
り上がり、メンバー間の交流も深まっ

出店も大盛況でした。お祭りも熱く盛

この他、千葉ＹＥＧメンバーによる

り上がりました。

字通り「熱い」お祭りとなり熱中症の
たのでとても有意義な時間となりまし

１つ目は美化活動で、皆様に気持ちよ

心配もありましたので、併せて配布し

業を続けているＪＦＥスチール様を

市の産業の中心的シンボルとして操

設されてから、現在に至るまで千葉

して千葉港の近くに１９５１年に建

京葉工業地帯の最初の誘致企業と

していく熱間圧延設備に沿って約

近を通り、高速で熱々の鋼片を延ば

の熱を感じながら連続鋳造設備の間

響き渡る警報の音、約１０００度

で、火を吹く転炉の迫力と工場内に

現役会員でもある竹内君のガイド

となりました。

で感じることができ非常に良い経験

の成長を支えてきたということを肌

き、千葉市はもちろんのこと、日本

迫力でした。今回見学させていただ

たが、映像で見るだけでもかなりの

ところを見ることはできませんでし

いと思います。

ようこそＹＥＧへ

新入会員の紹介

安藤 和則

Status of YEG Section  

よう、今回の経験を生かしてまいりた

た団扇と塩飴は好評頂けたと思います。 た。今後もより地域社会へ貢献出来る

２つ目は、今年度スローガン「あ
りがとうを伝えたい～愛ある街へ
～」をテーマでもあるダイバーシテ
ィと掲げて、会員＋従業員＋家族＋
友人、約 名で街宣車を囲みながら、

ない視察会でした。

視察することにより、より千葉市の
８００ｍある設備の端から端まで歩

熱間圧延設備が実際に稼働してる

魅力を発信することが出来るように

スチール様、ご参加いただきました

今回ご協力いただきましたＪＦＥ

ただきました。

定者や家族との親睦を深めさせてい

がらの懇親会を実施し、新入会員予

ンテーブルのテラスにて海を眺めな

しまったので、千葉みなとオーシャ

残念ながら悪天候の為欠航となって

ら製鉄所を見学する予定でしたが、

トサービスの遊覧船に乗船して海か

その後懇親会を兼ねて、千葉ポー

いていくなど、工場好きにはたまら

20

なることを目的とし、現役会員、Ｏ

名が参加しました。

18

80

皆様、誠にありがとうございました。

飲食業

て企業視察を実施しました。

44

Executive Office一同

墓地墓石の設計施工販売・
リフォーム工事・仏事全般

ネイルサロン
イベント企画・制作・運営、音響、
照明、
広告物デザイン

㈱ＥＮＣ

24

24
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㈲日暮石材店

☎043-242-5483

☎043-215-7237

美々 nail

洸一

日暮

たかこ）

前川

美由紀

松本

bibi.nail.bibi@gmail.com

レインカラーズ

☎043-214-0800

こういち）
（ひぐらし

貴子

（まえかわ
みゆき）
（しが
たくや）

志賀

卓也

（まつもと

第44回千葉の親子三代夏祭りに
参加しました！
！

事 業 承 継

後継者がいないために廃業しなければならない、引き継ぎにはどのような手続きが
必要か分からない――これまで経営して来た会社や守ってきた事業をできるだけ理想
的な形で残すには早めの準備が必要となります。千葉県事業引継ぎ支援センターは
そのようなサポートを専門に行う心強い存在です。

■ 千葉県内の中小企業は経営者の
高齢化による休業や解散が増加
千葉県内の企業 万社のうち、その

■相談内容に応じた

中小企業の経営者は会社の将来のこ
とを不安に思うことがあっても、
「ま
だ元気で頑張れる」と考え、また日々
の仕事が忙しく時間がなく、事業承継
についてなかなか取り組むことができ
ないケースが多いようです。
しかし、社長の交代をいつ、誰に行
うか。株はどうするか。書類はどのよ
うに作成して、どこで認可を得るのか、
また、後継者の育成など、事業承継は
意外にも時間がかかります。どこから
始めていいか分からない方もいらっ
しゃると思いますが、ほとんどの方が
初めてですので、分かりやすく具体的

会社や事業を残すためには、事業承
市町村・金融機関・商工団体・士業関

に対応させていただきます。また、
県・

に千葉県事業引継支援センターは相談

継が必要となります。事業承継には、
係団体等により構成される「事業承継

具体的なアドバイス

す。さらにその９割が地域の人々の生
①親族内承継、②従業員等による親族

うち中小企業は ・８％を占めていま
活に密着したサービスを行う小規模企
支援ネットワークちば」
（２０１８年

どの形の引継ぎがふさわしいかは企

年に設置されました。これは経済産業

センターでは、昨年、プッシュ型事

プッシュ型事業承継支援高度化事業

■事業の引継ぎを後押しする

識を持って対応します。

設置）が連携して、それぞれの専門知

外承継 ③第三者による親族外承継

た企業の多くは、経営者が高齢化して
業によって異なりますが、事業の引継

（Ｍ＆Ａ）││の３種があります。

いるのが現状で、県内企業の社長の平
ぎをサポートする「千葉県事業引継ぎ

歳）を上回り、全国 位で、１９９０
（ 平 成 ２）年 の ・ ９ 歳（ 全 国 平 均

業承継支援高度化事業を立ち上げてい

されています。千葉県は千葉商工会議
たっています。

ます。ここでは親族内承継推進にあ

省の委託事業で全国 都道府県に設置

早いことが分かります。そして経営者
所が受託して推進しています。

事例としては、親族内で引継ぎを希

ある程度の準備期間と書類作成、認可

就任する形となりました。事業承継は

長の娘が持ち、社長にはその配偶者が

た。２年後に社長が交代し、株は現社

を取得するのがネックになることもあ

承継ですが、従業員の多くは企業の株

います。まず、従業員等による親族外

減少し、親族以外への承継が増加して

占めていましたが、近年は 割以下に

マッチングし成約することもあります。

値の向上）をはかったり、譲受企業と

はじめとした企業の「磨き上げ」
（価

のアドバイスなどによって経営改善を

例えば、債務超過企業でも、専門家

4

支援
支援

ナーや無料相談会も各地で開催するな
ど、より相談しやすい環境を整えてい
ます。
また当センターだけではなく、全国
の支援センターや提携する民間企業な
ど、幅広いネットワークの中でのマッ
チングを行います。
第三者への事業承継はその過程で従
業員や取引先の方々に耳に入ると、不
安を抱かせることになりますので、秘
密厳守・無料でご相談を承ります。ま
ずは、当センターにお気軽にご相談く
ださい。

【お問い合わせ先】

３-０５
４-４５

５-２７２
８-２０５（親族内承継）

千葉県事業引継ぎ支援センター
（千葉商工会議所内）
ＴＥＬ ０４３
ＴＥＬ ０４３

書を成立することができました。
私自身は引退しますが、当店がこれ
からも地元の方々にご利用いただける
店として残ることはとても嬉しいです。

屋号の使用、料理の質、メニュー、従
業員の継続雇用という譲渡希望条件を
クリアし、今年の６月に事業譲渡契約

期間での折衝で、当社の希望であった

センターの登録専門家である弁護士
のアドバイスを受けながら、幸いにも短

そこで、地元の商工会へ相談すると、
千葉県事業引継ぎ支援センターを紹介
していただき、譲渡希望者として登録
することになりました。

も視野にする不安な日々が続きました。

従業員による承継が難しく、第三者に
よる事業承継をすることになりました。
当初は、自らＭ＆Ａの打診に挑戦しま
したが、なかなか成約に至らず、廃業

法事、同窓会等でご利用いただいてお
りましたので、地域のために当店を残
したいと考えましたが、親族内承継や

当社は、横芝光町にある創業１００年
になる飲食店です。
地元の和食処として、地域での慶事、

利用者 の声

し、株の譲渡や、社長交代時期などを

設置以来、累計で相談先数１０１３

となるケースが増加し、この５年ほど

の関係で時間がかかります。そうした
ります。また、金融機関等から借入れ

「赤字だから仕方がない」とあきらめ

承継コーディネーター
統括責任者

受企業のマッチングも支援しています。

意味でも、事業承継診断（アンケート

等がある場合には、保証参加や自宅を

継がれ、当センターでは譲渡企業と譲

は多くの場合Ｍ＆Ａで他の企業に引き

第三者に事業を譲渡する親族外承継で

整備が進んでいます。

成約は 件にのぼっています。

望する企業に中小企業診断士を派遣

年ほど前は親族内承継が約 割を

Ｍ＆Ａなどによる第三者への承継

■従業員への引継ぎや

で約１万社が休廃業・解散しています。 件、相談件数３，０３７件、Ｍ＆Ａの

の高齢化によって会社が休廃業・解散

・０歳）に比べて、高齢化の進行が

支援センター」は２０１５（平成 ）

均年齢は ・２歳と全国平均（ ・７

割を果たしています。けれどもそうし

業であり、また雇用も支える重要な役

担当の千葉県事業引継ぎセンター総括責任者河㟢氏（左）
承継コーディネーター石井氏（右）

形式）を行い、事業承継の重要性に気

登録専門家

担保に入れるなどリスクもありますが、 ずにぜひお越しください。また、セミ

ブッシュ型事業承継支援高度化事業

（相談時）

決めて事業承継計画書を作成。株を贈

4

各種セミナー
協力機関支援
広報・啓蒙活動

付いていただくような取り組みを行っ

（子・兄弟・甥・姪等の親族）

近年では資金調達の補助制度など環境

千葉県事業引継ぎ支援センター

㈱吾妻庵（山武郡横芝光町）
代表取締役

与する場合には贈与税の納税猶予・免

59

8

除制度なども活用しながら、計画書を

13

99

52

27

60

千葉・葛南
東葛・印旛
東総・南総
（従業員承継、譲渡、譲受）

〈担当分野：第三者承継〉

〈担当分野：親族内承継〉

ています。

〈ワンストップ窓口》

小林 定雄 氏

もとに事業承継を進めることとしまし

47

商工会議所
千葉県事業引継ぎ支援センターの支援体制
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54
30

74

使ってください！

美麗な女性をモデルにしたポスターで今なお不朽の人気を
誇るアルフォンス・ミュシャと、浮世絵版画に学んで数多くの木

編集：千葉商工会議所

版画作品を手がけたエミール・オルリク。本展覧会ではこのチェ
コ出身の二人のアーティストに光をあて、1900年前後のジャ

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

ポニスム（日本趣味）の時代につくられた彼らの作品と、彼ら

【同時開催】

11月2日（土）〜12月28日（土）

〒260-0013 千葉市中央区中央3-10-8
☎043-221-2311
043-221-2316

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

夢シティちば 2019年10月号

ップしました。
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初参加者からは「華やかな衣装

高校生から楽しめる大人のための内容です。
「生物学の今」
「アストロバイオロジー」
「生物多様性」
「地球・防災」
「統計･情報」
「身近な科学」
「地
球からのギフト～地球が生み出す宝石たち～」
など、様々なシリーズで開催しています。
講座の1回のみの参加も可能です。どうぞお気軽にご参加ください。

や鳴り響く太鼓のリズムにあわせ

■「大人が楽しむ科学教室」

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。
◦１０月２５日
（金）
、
２６日
（土）ブレンド：ローズAbs、
リツエアクベバ、
コパイバ
◦１１月１５日
（金）
、
１６日
（土）ブレンド：ヒノキ、
ベチパー、
イモーテル
◦１２月６日
（金）
、
７日
（土） ブレンド：サイプレス、
シダーウッド、
フランキンセンス
【料金】
「フィールアロマ」
をのぞき、
大人５１０円／高校生３００円／小中学生１００円
券売機にて当日券をお求めください。
「フィールアロマ」
は、
高校生以上８００円／小・中学生３００円
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
（前売りあり）
。
※各番組の、
投影時間などの詳細は、
科学館ホームページでご確認ください。

正に親子三代、老若男女が一体と

※1 アボガドロ定数：1molの物質中に存在する粒子の数=6.02×
（10の23乗）
に由来
※2 日本化学会、化学工学会、新化学技術推進協会、日本化学工業協会が制定

■「フィールアロマ ～アロマを感じる星空～」

なった踊りと祭りの風景に感動し

実験講座・講演参加の方には
「化学の日」記念グッズをプレゼント！
アボガドロ定数
（※1）
にちなみ、毎年10月23日は
「化学の日」
（※2）
。
その日を含む月曜日から日曜日までの1週間を「化学週間」として2013年より制定
されました。
千葉市科学館は2019年10月19日
（土）～11月16日
（土）
を
「化学月間」
として、
化学にかかわるイベントを多数開催します。

流れ星は宇宙からの贈り物…。
その成因や見つけるコツを紹介しながら、
天体写真家・及川聖彦氏の流星
写真をたっぷりお見せします。
１０月１４日
（月）
～１１月３０日
（土）
投影。

ました。
」と感激しておりました。

■「化学月間２０１９」

© TAIYO KIKAKU co.,ltd. ／ EXPJ, Ltd

■「星空散歩 ～流れ星～」

作品でした。

厳選したワークショップを実施。もっと身近に科学を感じてみよう。
【日 時】10月19日
（土）
・10月20日
（日） 10：00～12：00/13：00～16：00
【参加費】無料開放日のため無料

（市川市立柏井小学校５年） 中学

■市民の日 特別イベント「ぼくのわたしのワークショップ」

13

太巻き寿司デザインコンテスト

※常設展示入館料かプラネタリウム観覧チケットでご覧いただけます。

※画像はイメージです

北の国の雪が降る日、
ノーマンは汽車に乗ってやってくる。
ノーマンが暮らす北
国の神秘的なオーロラや星々、
いきものたちとの出会いを通じて、成長していく
少年を描いた心温まるお話です。
オリジナルストーリーと、
１コマずつ丁寧にコマ撮りされた人形アニメーションの優
しい動きによって、
ご家族皆様で一緒に楽しめる素敵なプラネタリウムファンタ
ジー番組です。
監督：八代健志
制作・著作：エクスプローラーズ ジャパン株式会社

40

各大賞決定！

算数の視点から
「糸かけ」
を見ることで、隠された規則性を発見し、芸術と科学の秋を感じましょう。
【会期】10月18日
（金）～11月17日
（日）
【時間】9：00～17：00
【会場】7階 企画展示室
【料金】大人510円、高校生300円、小・中学生100円

プラネタリウム関連
■「ノーマン・ザ・スノーマン ～北の国のオーロラ～」

18

小・中

企画展・特別イベント関連
■秋の企画展「糸かけで見る数楽アートの世界」

今回も県内の小学生・中学生か

●●●千葉市科学館イベント情報●●●

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。

ら多くの作品が寄せられ、厳正な

〒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：10/28㊊
☎043–308–0511

性会の参加者と共に熱い中、踊り

■「目 非常にはっきりとわからない」

審査の結果 小学生の部では、「美

【次回展予告】

を楽しみました。

講師：松尾知子（千葉市美術館上席学芸員）
10月12日（土）14:00〜（13:30開場予定）／11階講堂にて／
先着150名／聴講無料

味しいバラ」の神 恵理奈さん

■市民美術講座「収集をめぐるいとなみ
蕭白と一村、新たな寄贈コレクション」

途中、熊谷市長も私共の連に加

【関連イベント】

われ、一気に祭りの夜がヒートア

■新収蔵作品展
「蕭白と鉄斎、一村と魁夷
ー収集をめぐるいとなみー」

2000人超

千葉の親子三代夏まつり

※ 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
☆10月18日（金）は「市民の日」につき観覧無料
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千 葉 おど り で 快 汗 ！

観 覧 料： 一般 1,200円（960円）
大学生 700円（560円）

真夏の風物詩となっている千葉の親子三代夏祭り「千葉おどり」
が 回目となり８月 日に開催されました。
当会は本年も連を組み、 人余りが参加され、最後まで元気で賑
やかに中心市街地を練り歩き、快い汗を流しました。

エミール・オルリク《東京の通り》 1900年頃
宮城県美術館

され、同公園を埋め尽くした沢山

（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

千葉おどりが始まる前には、中

ん（松戸市立常盤平中学校３年）

開館時間： 10:00～18:00

生の部では、「桜」の富田 涼香さ

テスト（千葉伝統郷土料理研究会

の作品が大賞に選ばれました。ど

アルフォンス・ミュシャ
《『ラ・プリュム』
誌の
黄道十二宮カレンダー》1897年 インテック蔵

休館日：10月7日（月）

第 回太巻き寿司デザインコン

主催）に、当会髙梨会長が昨年に

ちらも美しいデザインや材料の工

期： 開催中〜 10月20日（日）

の観客から大きな拍手をいただき

メインの千葉おどりには、揃い

引き続き審査委員として参加しま

夫と共に美味で可愛い素敵な創作

コと日本の影響関係を考えます。

央公園のステージで「東京五輪音

緩やかな振り付け踊りは、当会

の浴衣やオリ・パラ法被等で粟生

した。

紹介。 約400点の版画や絵画などグラフィックを通して、チェ

頭‐２０２０」が披露されました。 ました。

から、古谷、櫻木両副会長が参加
副会頭、
岩山副会頭等をはじめ、
女

から影響を受けた藤島武二、中沢弘光ら日本の作家たちをご

会

女性会

▲中学生大賞：桜

▲小学生大賞：美味しいバラ
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