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日常の視点で科学を捉え子どもから大人まで楽しめる、 人から人へのコミュニケーションを大切にした 「人が主役」と
なる参加体験型科学館。
140もの体験展示がある常設展示は、ふとした日々の疑問や何気なく見過ごしている現象を科学と結びつけて紹介し、
来館者と気づきを共有することを目指している。週末を中心にワークショップなどのイベントも開催。

2020/9 Vol.691

複合施設きぼーるの巨大な球体内部には県内最大のプラネタリウムがある。映し出す恒星の数は1000万個を超え、
全天に投影されるデジタル映像を交えた多彩な番組が充実。
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【料金】

秋元 浩 氏

カヲル興業株式会社

常 設 展 入 館 料：大人510円、高校生300円、
小中学生100円
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～「お客さま最優先」を次世代へ引き継ぐ～
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特集
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・JR「千葉駅」
東口より徒歩15分

オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ①

スポーツ普及へ体操広める
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【交通】
・JR「千葉駅」
東口よりバス、

先人たちが国際化に貢献

7番のりば「大学病院・南矢作」
行きで、
「中央三丁目」
下車

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
生きる伝統 つなぐ暖簾

藤井 葊幸 氏

有限会社更科蕎麦

・JR「千葉駅」
東口よりバス、
16番のりば
「C-bus」
で
「きぼーる前」
下車
・京成電鉄「京成千葉中央駅」
より徒歩6分

代表取締役

・千葉都市モノレール「葭川公園駅」より徒歩5分

おいしいものを食べていただければ お客様は絶対に来てくれる
22

コロナニモマケズ

大和田 将弘 氏

貴船商事株式会社

代表取締役

練習場をエンタメ施設に──コロナ禍でも使命感で営業
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●商工会議所の動き ７月の動き

豊富な実績

地域の発展と、より良い生活環境づくりを目指す 「総合不動産会社」
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●新入会員のご紹介
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●商工会議所の無料相談窓口
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●渋沢栄一とその思想に学ぶ⑤
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●快進撃企業に学べ 八幡浜市の最大企業『あわしま堂』

24

●ジェトロレポート 不確実性増す世界経済とデジタル化の行方
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●中心市街地NEWS
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●WE ARE THE CHIBA 千葉商工会議所
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●なのはなひろば 千葉商工会議所 女性会の活動

コンサルティング事業

人の気持ちがわかる

●不動産の売買、交換、賃貸の
斡旋、仲介、代理業務
●不動産の開発、有効利用に関する
総合コンサルティング

青年部通信

不動産開発事業
●戸建住宅および分譲マンションの
企画・開発・販売

今月の表紙

編集者のひと言

今月の表紙は、㈱オーエックスエンジニアリングの競技用車いすです。
千葉県内で長年培ってきた日常用車椅子の開発技術やモータースポーツの
ノウハウを活かし、常識にとらわれない斬新なデザインと高い機能性を兼ね
備えた製品を生み出しています。各選手と打ち合わせを積み重ね作られた
競技用車いすは、100を超えるメダル獲得に大きく貢献しています。豊かな
発想を開発力と技術力で力に変え一切の妥協を許さない
「ものづくり精神」
が、
選手をはじめオリンピック・パラリンピックに代表されるスポーツ競技を
支えています。

今月号から全４回の特集で「オリンピック・パラリンピックと千葉のス
ポーツ史」の掲載が始まりました。日本のオリパラ史と千葉にゆかりのある
人物・企業などを紹介するもので、千葉県立中央博物館さんに、取材、資料
提供など全面的にご協力いただいています。地元出身なのに知らない隠れ
た偉人などが紹介されるかもしれませので、是非ご覧ください。
まだまだ暑い日が続きそうですので、くれぐれもご自愛ください。

（企画広報課 T.K.）

夢シティちば

2020年₉月号

確かな信用力

※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

●技術とノウハウと活かした
理想的な宅地開発.

専門スタッフが
お客様の
ご要望にお応え
いたします。

東方地所株式会社

不動産賃貸事業
●オフィスビル、ロードサイド店舗の
賃貸および管理
●時間貸し駐車場の設置・運営

〒260-0016 千葉市中央区栄町 39 - 10
TEL 043-227-8001 FAX 043-227-8677
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カヲル興業株式会社

カヲル興業株式会社
代表取締役

秋元 浩
氏

～「お客さま最優先」を次世代へ引き継ぐ～

あきもと・ひろし／1961（昭和36）年3月19日、
千葉市生まれ。1979（昭和54）年、18歳で家業
のカヲル興業株式会社に入社、塗料販売や工事の現
場に携わる。1997（平成9）年、同社の代表取締役
として3代目社長に就任。

ル塗装店」が前身です。父の名前「薫

父がこの地で創業した「有限会社カヲ

伝うように言われて、休みの間に毎日

が就職活動を始める中、親から店を手

たんです。しかし高校卒業間近に周囲

ら料理が好きで、料理人になりたかっ

面倒をみてくれましたが、小さな頃か

したね。両親は仕事で忙しく、祖母が

学校から帰ってくると、店が遊び場で

は、業務用の材料を一般の方にも使い

トショップカヲルの基本コンセプト

うという話をよく耳にします。ペイン

わからないまま購入して失敗してしま

のお客さまは塗料の選び方、使い方が

ショップカヲル」と改めました。一般

一般のお客様も対象とした「ペイント

（平成

）年、業務用専門だった店を

（かをる）
」が社名となりました。当初

仕事をするうち、いつの間にか卒業と

当社は１９５３（昭和 ）年、私の

は塗装業としてのスタート。今のよう

手がけていて、年末に店の大掃除をし

思います。塗装業と同時に塗料販売も

塗装の需要は今よりずっと多かったと

なってくると「薦められた塗料を使っ

やがてお客さまとのやりとりが面白く

客などが苦手で迷いもありましたが、

期的に塗っていかないと劣化するので、 頃はどちらかと言うと職人気質で、接

料を塗って仕上げていた時代です。定

てみたらすごくよかったよ」と、喜ば

に発注します。近年は、塗料メーカー

ますし、当社で作れない色はメーカー

でオーダーメイドでご希望の色を作れ

色でも無限に作れます。見本から選ん

は原色のみで、混ぜ合わせればどんな

です。業務用として販売されているの

売されている塗料は、基本的に調合色

を調合することもできます。一般に販

を小分けで販売するほか、ご希望の色

なってしまったことがあったそうです。 れるのがうれしくて、それが何よりの

て い た ら、塗 料 の 在 庫 が 一 つ も な く

醍醐味でした。仕事自体は水にあって

いて、データ通りに混ぜれば同じ色を

正月に向けて住まいをきれいに塗り替

１９９７（平成９）年、
創業者である

作れますし、コンピュータに数値を入

で調合に必要な数値データを公表して
父、２代目社長だった母に続いて、３

力して自動的に色を調合できる機械も

を図れる部分だと思います。

技術については、当社が他店と差別化

に覚えさせられたものでした。調合の

１００％「勘」の世界。入社して最初

ありますが、私が習った頃は手作業で

代目の社長に 歳で就任しました。

料販売が中心になりました。１９９８

昭和 年代頃からは塗装業よりも塗

業務用にこだわらない
ペイントショップに進化

36

のですね。

歳から家業に専念
喜ばれることがうれしくて

な頃は、まだ店の前の道路も砂利道で、
向かいの千葉神社も現在の社殿はなく、
奥にある千葉天神のお宮だけでした。

業にも行かず、現在に至ります。若い

10

いるというか、好きでしたね。

私は 歳からここで働き、よそに修

やすい形で提供すること。業務用塗料

戦後の千葉のまちで
塗装業としてスタート

Profile
浩氏
秋元

中央区院内に1953（昭和28）年、塗装店として創業。以後、塗料
販売やリフォーム工事などを手がけ「ペイントショップカヲル」と
して専門業者だけでなく一般からのニーズにも応え続けてきたカヲ
ル興業株式会社。働き方改革にも着手した３代目社長、秋元浩代表
取締役にお話を伺いました。

に塗装をせずに仕上がる建材は少なく、 同時に入社が決まっていました。

お客さまに喜ばれることが何よりの醍醐味

ワンストップの塗装サービスに生き残り賭け
塗料販売とリフォーム工事の両翼へシフト

えようという方がそのくらい多かった

世の中のほとんどの建材は何かしら塗

28

私は自宅兼店舗で生まれ育ち、小さ

18

☎043-222-4060

代表取締役

秋元 浩
千葉市中央区院内2-14-1

▲カヲル興業株式会社 従業員の皆様

▲外観
▲旧社屋（1973年頃）
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会員情報プラザ

▲色の調合作業の様子

ですね。

プで利用できる、そんな存在でいたい

にまつわるサービス全般をワンストッ

品を扱う建設業へとシフトを切り、

す。ならばと、リフォーム全般＝完成

が高ければダメというシビアな時代で

年ほど前から工事部の売り上げの方が

大きくなりました。塗料販売は長女が、

10

夢シティちば

ホームセンターとは一線を画したい

プロとアマチュアの狭間
塗装サービスをワンストップで

近年はホームセンターへ行けば、あ

りとあらゆる塗装用商品が並んでいま

工事部では次女の夫が、それぞれ跡継

ぎ候補として頑張ってくれていて、い

半製品と完成品の両翼
分社化へ向けシフトチェンジ

昨年からは働き方改革の取り組みを

す。
当社はそれとは一線を画して、
ホー

ムセンターではちょっと物足りない方、

夢シティちば 2020年₉月号

ずれは分社化を考えています。どんな

5

▲オフィス内と癒しの招きネコ「ごまちゃん」

始めました。社員一人一人が幸せを感

CHIBA-LABO フリーダイヤル 0120-254-495
メール : littlelog@circus.ocn.ne.jp ＵＲＬ: www.littlelog.co.jp

プロとアマチュアの中間の客層をター

本社 〒260-0013 千葉市中央区中央2丁目5番地1
千葉中央ツインビル2号館7階

形状になろうとお客さまに喜ばれるよ

株式会社 ＰＡＰＰＡＳ ＧＡＲＤＥＮ

30

じてもらえる働きやすい環境を整え、

の方は店舗の閉鎖を余儀なくされた緊急時において、
移動して個室で散髪や訪問入浴など医療関係から美
容関係、 ネイルサロン、 キャンプ場、 ホテルなど多
種多様な新しい形の事業展開の起爆剤になります。

ゲットに考えています。いい塗料を正

使い方は多様であり、一般の方はお庭でグランピング、
お庭で書斎、お庭で軒先店舗、 災害時には、 高台に
移動し仮設のシェルターとして利用できます。事業者

うに仕事をしていく、お客さまが最優

移動して販売を始め移動式店舗が着目されています。

当社は あまりの協力業者の職人さ

コロナウイルス感染症の中、 飲食店だけでなく、
物販、 理容美容、 ペット業界その他の業種の方も

仕組みとして次世代に残すのが社長と

2）
［保有地］［自宅・店舗の軒先］［駐車場］
     ［廃校・廃公共施設等］［狭小地］［高架下］
     ［公園］［廃牧場・農家・ゴルフ場等］の
＋の活用

しく使えば、素人が塗っても塗装は長

1）普段は軒先店舗、イベント時の仮設店舗
災害時には手持ちの車で牽引して移動販売可能

先なことは変わりません。

足を提供する企業」でありたいと思います。

しての仕事だと思っています。

る」
。経営理念も同様に「お客さまに満

持ちします。逆に、いくらいい材料を

ＬＩＴＴＬＥＬＯＧの提案
超コンパクトログハウストレーラー

Ｑ 座右の銘は？
Ａ 仕事をする上で「人に喜ばれることをす

塗装の需要自体が縮小しているのに

彦氏の著作が好きです。

HP https://www.trabizzz.com

んたちにも恵まれ、お客さまからよく

TEL 043-254-2260

e-mail trabizzz@yahoo.co.jp

同業者は増え、中小企業では競争して

Ｑ 愛読書は？
Ａ「国家の品格」など、数学者・藤原正

千葉市若葉区原町912-17

性も変わってしまいます。そのノウハ

〒264-0034

お褒めの言葉をいただきます。今後も、

株式会社 トラベルビズ

も限界があります。仕上がった塗膜は

好き。趣味は三線の演奏で、五十の手
習いで弾けるようになりました。

ウの提供が当社の存在意義であり、商

す。料理を作るのも食べるのも中華が

お気軽にご連絡下さい。

お客さまに指名していただける会社を

ご不明の点がありましたら

完成品ですが、
塗料は半製品。
その性能

内とB級グルメを食べ歩き「孤独のグル

メ」で紹介されたお店に行ってみたりしま

売のチャンス、
生き残る道です。
塗装で

取扱もしております。

目指していきたいですね。

Ｑ オフはどう過ごしていますか？
Ａ 休日はひたすら体を休めていますが、家

を引き出すノウハウがあっても、値段

Go To Travel
キャンペーンの

Q &A

困ったら当社に来てもらえれば、塗装

秋元社長

▲倉庫内の商品

使っても使い方次第で仕上がりも耐久

当社は千葉市を中心とした
訪問スタイルをとる
旅行会社です。
皆さまの快適なご旅行のために
心をこめて
対応させていただきます。

2020年₉月号

4

スポーツ普及へ体操広める

う考え方は、明治時代に西洋から入っ

体を動かして心身を健康に保つとい
玄道です。坪井は後に伝習所の教員と

飾郡鬼越村（現・市川市）出身の坪井

リーランドの通訳を務めたのが、葛

に政府は体操教員養成のために体操伝
日本に紹介しました。明治天皇の前で

テニス、卓球などの西洋のスポーツも

すが、日本人にあわせて変更を加えた

体操伝習所を明治 （１８８２）年
に卒業した馬場寿は、千葉師範学校の

11

戸外遊戯の公開でした。明治 年代に

内容は坪井玄道が普及させた普通体操、

で運動会が行われるようになりますが、

であるといわれています。以後、県下

高等学校）で行われた「郊外運動会」

発案により千葉中学校（現・県立千葉

18

ラジオ体操もスポーツの普及に一役

発展していきます。

に、地域の人たちとの交流の場として

年中行事として位置づけられるととも

ます。こうして運動会は学校の重要な

動員するなど、余興的な側面が出てき

に、万国旗による飾りつけや音楽隊を

なると、競技的な種目が加わるととも

30
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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
千葉県立中央博物館

新型コロナウイルスの感染拡大により、２０２１年に延期となった東京２０２０
オリンピック・パラリンピック。 千葉県内では幕張メッセと釣ヶ崎海岸サーフィン
ビーチで８競技が開催される予定です。 そこで、日本のオリンピック・パラリン
ピックとの関わりを振り返り、体育教育の黎明期や初期のオリンピック・パラリン
ピックについて、本県出身者の活躍を中心に４回シリーズで紹介します。

き、道具をあまり使わずにできる「軽

てきたものです。この考えに基づき学
なり多くの体操教員を日本全国に送り

体操」を日本に伝えました。

校や軍隊においてスポーツがとり入れ
出しました。著書を通じてサッカーや

日本における体育の誕生

られていきます。明治 （１８７８）
年
習所（現・筑波大学）を開設。米アマ
体操を披露する様子を描いた錦絵には、

体操している子どもたちが当時珍しか
体操はハレの日のイベントだったこと
がうかがえます。
さらに坪井玄道は児童の心身を育て
るには、
体操でなく遊戯（戸外遊戯）も
必要であると考え、
明治 （１８８５）

の教員に体操指導をし、鹿野山体操大

教員になり、体操の授業のほか、県内

の遊戯を紹介しました。紹介された遊

演習などの演習や遠足の指導、体育に

明治 （１８８５）年 月に馬場寿の

千葉県における最初の学校運動会は、

の基礎が築かれました。

明期の千葉県の学校教育における体育

といわれています。馬場によって、黎

た。鹿野山での演習は運動会の始まり

戯は投環（クオイツ）など、多くは西

年に『戸外遊戯法』を出版して 種類

15

関する教科書の出版などに携わりまし

▲明治末〜大正はじめの頃の運動会（木更津小学校運動会・菱田コレクション蔵）

洋の書物の中から選びだされたもので

21

運動会、ラジオが貢献

ものも含まれています。

▲坪井玄道肖像写真
（市立市川歴史博物館寄託 坪井三郎氏蔵）

った洋服を着ているところをみると、

▲リ−ランド肖像写真
（市立市川歴史博物館寄託 坪井三郎氏蔵）

スト大学出身の医師、リーランドを招

11

18

夢シティちば
2020年₉月号
夢シティちば

7

先人たちが国際化に貢献

▲体操の様子を描いた錦絵（学校生徒体操之図 周延／国立歴史民俗博物館蔵）

オリンピック・パラリンピックと
千葉のスポーツ史 ①

▲県下一周マラソンの出発を待つ木更津中学校の選手たち（千葉県立木更津高等学校同窓会蔵）

【特集】

【特集】オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ①

操）は昭和 （１９２８）年 月には

目で、初代のラジオ体操（国民保健体

買いました。現在のラジオ体操は３代
の生徒と貴族ぐらいで一般に普及はし

だ、実際に行っていたのは、主に学校

ツは広く人々の間に浸透しました。た

他のスポーツへ
千葉県内においては、東京高等師範
学校で金栗四三の指導を受けた、武射
郡蓮沼村（現・山武市）
出身の秋葉祐之

ていませんでした。
が木更津中学校（現・県立木更津高等

じまりました。背景には、逓信省によ

学校）
に赴任し、
陸上競技を指導しまし
た。オリンピック選手など一流の陸上

嘉納治五郎は日本における体育の普

経営を左右する）
、ラジオ放送の開始、 及 に 務 め、近 代 ス ポ ー ツ の 発 展 に 貢

る簡易保険事業（満期までの死亡率が
献 し ま し た。日 本 各 地 の 柔 術 を 理 論
化したスポーツとしての「柔道」を創
選手を講師に招き、県内のスポーツ振

文部省による体育運動奨励がありまし
設、道場の「講道館」も立ち上げまし
興に貢献しました。大正 （１９２２）

た。昭和 年代に入ると、戦時下を意
識した健民運動と結びつき、ラジオ体
た。東洋初のＩＯＣ委員にもなり、大
年には、マラソンを普及するために金
栗とともに、樺太～東京間マラソンを

嘉納治五郎とも深い親交があった本

ンも実施しました。

す。同時代には、志賀直哉や、武者小
田存は、
明治 （１８７１）年の生まれ

た多くの知識人が我孫子に居を構えて

路実篤など白樺派の文人をはじめとし

地域の発展のための活動も行っていま

に別荘を構え、地元の人たちと交流し、 行いました。また千葉県下一周マラソ

（１９１１）
年に我孫子市の手賀沼湖畔

日本体育協会を設立しました。明治

操の会や早起会の開催を通して人々の
間に浸透していきます。早起会には電
車の運賃が割引になるなどの参加特典
があったそうです。

11

で、日本泳法の つである水府流太田

日本はストックホルム大会への初参
高等師範学校の水泳師範であった本田

く武術としての側面があります。東京

派の師範です。日本泳法は柔術と同じ

れました。日本は嘉納治五郎の尽力に
加以降、アントワープ、パリ、アムス

いました。

1

嘉納治五郎の輝かしい功績
明治 （１８９６）
年にギリシャのア

44

よって、明治 （１９１２）
年のストッ

テネで第１回近代オリンピックが開か

4

選手 名を派遣。これを契機にスポー

クホルム大会にマラソンの金栗四三ら
昭和 （１９２８）
年のアムステルダム

テルダム大会と参加選手を増やします。 は、明治 （１９０２）年に館山市の

見絹枝が日本人女性として初めてオリ

初の金メダルを獲得するとともに、人

大会では、三段跳の織田幹雄が日本人

房中学校（現・県立安房高等学校）を

育てました。本田の伝えた泳法は、安

水泳の指導を行い、多くの水泳選手を

かけに、以後 年間、毎年北条海岸で

北条海岸に水泳場を開設したのをきっ

ンピックに出場し、陸上８００メート
ルで銀メダルを獲得しました。昭和
（１９３２）
年のロサンゼルス大会、昭
和 （１９３６）
年のベルリン大会とメ
ダリストの数が増えていきます。

中心に現在も受け継がれています。

（費用の妥当性は品質チェックにも効果有）

日㊌

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/

７月

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

金融部会

45

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。

15

会員企業からマスク
２千枚が寄贈されました

ＩＴシステム導入「リスク管理」 コンサルティング

表彰

45

新部会長・副部会長の紹介

▲嘉納治五郎肖像写真
（近代日本人の肖像／国立国会図書館）

35

漠然とした不安に

予算超過／品質・機能不全／稼働期日遅延

毅

3

11

当所の議員である劉桂栄氏（㈱ジャ
ンガ・テック 代表取締役社長）が来
所され、当所へマスク 千枚の寄贈を
いただきました。
心から感謝申し上げます。
ご寄贈いただいたマスクについては、
感染症予防や拡大防止のために、部会
等の会議開催や検定試験の実施時に配
布する等、当所事業に有効に活用させ
ていただきます。
2

関東経済産業局 長 表 彰 受 賞 者
令和２年度 議 員 が 受 賞

11

千葉支社

7
▲（左）劉社長 （右）当所宮島専務理事

千葉県信用保証協会
日本生命保険相互会社

𠮷野
会長

靖典
山岡
支社長

この度、当所の議員である藤間健史
氏（㈾藤間シート装飾 代表社員）が関
東経済産業局長表彰を受賞されました。
心からお祝い申し上げます。
藤間氏は、平成９年 月から当所の
議員に就任され、約 年にわたり工業
部会の副部会長を務めたほか、商業流
通委員会、都市開発委員会の委員を歴
任されました。
また、富士見商店街協同組合の理事
長を永年務め、現在も地元商店街で中
心的な役割を果たしておられます。
さらに、平成 年から千葉県室内装
飾事業協同組合の理事長を務めており、
内装仕上げ工事の技能向上に尽力して
おられます。

※会員 企 業が受けられた種々の表 彰を
会 報 誌でもご紹 介したいと考えてお
ります。 そうした情報を是非、お寄
せください。

3

10

29

2

【部 会 長】
【 副部会長 】

▲馬場寿が書いた体操の教科書（小学徒手体操新書図解 馬場寿著／国立国会図書館 デジタルコレクション）
▲藤間健史氏
（議員）
（資）
藤間シート装飾 代表社員

12

20

8
2020年₉月号
夢シティちば
2020年₉月号
夢シティちば

9

28

【特集】オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史 ①

7月
商工会議所 の 動き

ご入会いただき
ありがとう
ございました

中央区

Ｄｏｒ
ｉ
ｐ

【代 表】 溝口 広典
【所在地】 中央区松波
外壁塗装

若葉区

新入会員 のご紹介
中央区

㈱乗馬クラブクレイン 千葉

【代 表】 有山 哲哉 ☎043-228-5531
【所在地】 若葉区北谷津町
全国35カ所に乗馬クラブを会員制として運営

稲毛区

㈲ミヤモト基工

中央区

☎090-5305-5027 【代 表】 宮本 再鎬 ☎043-441-8596
【所在地】 中央区市場町

㈱ＡＫＯＯ

建築工事に伴う基礎杭施工

若葉区

㈱ＯＧテック

電気工事

市外

㈱Ｌｅａｐ Ｇａｔｅ

表】 エスマイリドラバティ モハメドアミン 【代 表】 石橋 拓也 ☎047-704-8135
【所在地】 市川市田尻
☎043-307-2470
生命保険、損害保険代理店業
【所在地】 稲毛区穴川

ＫＤＤＩ㈱ 南関東総支社

【代 表】 佐藤 英一 ☎045-211-1671
【所在地】 神奈川県横浜市西区高島
日本国外における移動体及び固定通信事業。保険・
金融事業
花見川区

環境リサイクル㈱

【代 表】 梅本 将寛 ☎043-308-4222
【所在地】 花見川区作新台

美浜区

㈱アントシャス

化粧品原材料の卸売

プロゴルファーのマネジメント、ファンクラブ、ゴル
フ用品の販売
花見川区

㈱リフォームラボ

解体工事業

解体の事や人材の事ならユウセイにおまかせ下さい。

㈱千田エレベーターサービス

花見川区

機械器具設置工事業

(同)エイティーン キッズゴルフクラブ

昇降機の修理等工事を事業活動として行っております。

美浜区

㈱ＫＡＮＪＩＮ Ｒｅ：ｎｋ×ｃｏｌｏｒｓ

【代 表】 今野 一哉 ☎080-3316-1800 【代 表】 菊地 雅克 ☎043-330-3303
【所在地】 花見川区幕張町
【所在地】 美浜区打瀬
子供向けゴルフスクール

業務委託案件の営業代行、
ビジネススクール

中華食堂をやってます。地域の方からの評判もとてもいい
です。

子供専用のゴルフ施設です。遊べる、
習える、
預けられるイン
ドアゴルフ

千葉初の完全実践型ビジネススクールを展開してます。詳し
くはＨＰよりご確認下さい。

【代 表】 並木 一雅 ☎043-215-7788
【所在地】 中央区中央
フランス料理を中心にしたビストロ ローストビー
フとカジュアルフレンチのお店
ローストビーフとカジュアルフレンチのお店です。

稲毛区

ビジネス・ソリューション・スクエア㈱

【代 表】 佃 昇 ☎043-304-5786
【所在地】 稲毛区稲毛東

中央区

㈱みなお

稲毛区

各種会議・講演・インタビュー等、録音・録画のテープ
起こし及び関連業務

ＳＮＳ運用、
ブランディングデザイン、
コンサルティングを展
開しています。

会議や研修等の録音を精度高く文字起こしいたします。お
気軽にお問い合わせください。

市外

東京ドローンプラス㈱

【代 表】 愼 和晟 ☎03-6450-1416
【所在地】 東京都港区新橋
安価で使い易い農薬散布用ドローンの製造・販売並
びにドローンスクールの運営

樹脂成形加工業
（含金型）
を対象としたコンサルティングと
輸入合理化機器販売会社です。

安価で使い易い農薬散布用ドローンの製造・販売並びにド
ローンスクールの運営

信頼と実績の総合調査
問題解決へのお手伝い。
企業関係調査

法曹関係特殊調査

不貞行為調査・詐害行為調査・隠匿資産調査 など

個人関係調査

不貞関係調査・結婚前調査・盗聴・盗撮器調査 など
◎差別につながる調査はお受けいたしません。◎秘密厳守

千葉名産

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

新入会員を募集しております。
みなさまのお知り合いを
ぜひご紹介ください。
お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所
総務部総務課までお待ちしております。
Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107

本店

千葉市中央区新宿1‑20‑5

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416
https : //kobaipo.jp/

道場店・稲毛店・銀座店

千葉県弁護士協同組合特約店
東京都弁護士協同組合特約店
神奈川県弁護士協同組合特約店
埼玉弁護士協同組合特約店
山梨県弁護士協同組合特約店
長野県弁護士協同組合特約店
群馬弁護士協同組合特約店

社員採用前調査・社員の素行調査・企業信用調査 など

2020年₉月号

手みやげに一番

耳目舎

ＳＮＳ運用、及びＳＮＳのブランディングデザイン、
コ
ンサルティング

中小製造業向経営コンサルティングと、
プラスチック
加工業向合理化機器の輸入販売

夢シティちば

相続税対策スタッフ

【代 表】 宮﨑 陵太 ☎090-1044-7864 【代 表】 中原 洋二 ☎080-5417-0429
【所在地】 中央区中央
【所在地】 稲毛区小中台町

1983年創業

11

☎043‑225‑6232

㈱ユウセイ

現在はおもに飲食業を中心にやっております。

㈱ベルエキップ ビストロイヴローニュ

千葉市中央区本町1−1−13

イベント、娯楽業

花見川区

内装リフォーム

中央区

報徳千葉診療所

【代 表】 松瀬 聖英 ☎080-6569-8128 【代 表】 千田 重夫 ☎043-258-8397
【所在地】 花見川区朝日ケ丘
【所在地】 花見川区三角町
ご予算に合わせた仕上がりの良い内装工事を提供します。

偉成商事㈱ 本格中華食堂栄盛

医療法人社団 報徳会

【代 表】 嵯峨 日出喜 ☎090-7794-2279
【所在地】 茨城県土浦市中村南

稲毛区

バイオジェット燃料を普及させたいと思っています。

【代 表】 程 俊偉 ☎043-291-2222
【所在地】 緑区おゆみ野中央

嵯峨日出喜

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

【代 表】 湯本 開史 ☎080-5001-3636 【代 表】 金子 智加 ☎043-304-5836
【所在地】 稲毛区轟町
【所在地】 美浜区打瀬

コンサルタント
緑区

㈱イーストビューティ

【代 表】 中原 啓 ☎043-304-6188
【所在地】 美浜区打瀬

防水工事業

市外

☎043-221-7853

車販売、レンタカー事業

市外

【代

（順不同・敬称略）

デルフィーノ

【代 表】 小野寺 健治
【所在地】 中央区長洲
美浜区

【代 表】 小川 秀幸 ☎043-356-8300
【所在地】 若葉区大草町

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

千葉本社 所在ビル

0120-54-5432

代表取締役 金子和男 千葉市中央区中央2丁目8番5号 ジュピタービル8階
警視庁を退職後、調査業
の改革を実践すべく開業。

調査のアイコウ

検索

夢シティちば

2020年₉月号

10

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2020年8月15日時点

支
給付金・支援金

助成金・補助金

情

報

一

覧

売上が減少したので給付金が欲しい

持続化給付金

法
人
個人事業主

地代・家賃負担軽減のための
給付金が欲しい

家賃支援給付金

法
人 上限額600万円（100万円/月）
個人事業者 上限額300万円（50万円/月）

家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930

雇用を維持したい

雇用調整助成金の特例措置

助成率
上限額

雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
千葉労働局職業安定部職業対策課
043-221-4393
千葉ハローワーク
043-242-1181(32#)

ICT活用変革促進事業

中小企業者、商店街振興組合等
上限額５０万円
助成率１/２〜３/４

千葉市産業振興財団
043-201-9504

中小企業・小規模事業者等30～450万円
補助率1/2～3/4

千葉商工会議所 043-227-4103
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-666-424

Ｉ
Ｔでテレワークや業務効率化等を
行いたい

Ｉ
Ｔ導入補助金

200万円
100万円

最大100%
15,000円/1人1日

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

産業創造課

販路開拓等の取組みを行いたい

持続化補助金
（一般型）

小規模事業者等50〜150万円
補助率2/3

千葉商工会議所

043-227-4103

新型コロナウイルス感染症対策のための
販路開拓等の取組みを行いたい

持続化補助金
（コロナ特別対応型）

小規模事業者等100〜150万円
補助率2/3または3/4

千葉商工会議所

043-227-4103

革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善等を行いたい

ものづくり・商業・サービス補助金
（一般型）

中小企業者等100～1,000万円
補助率1/2～3/4

ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資限度額(別枠)
中小企業事業6億円／国民生活事業8,000万円

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0120-154-505

新型コロナウイルス対策マル経融資

融資限度額(別枠)

千葉商工会議所
043-227-4103

セーフティネット保証４号・５号

保証枠(別枠)

納税猶予・納付期限の延長
（国税）

国税の納税猶予

国税局猶予相談センター
（東京国税局）
0120-948-271

納税猶予・納付期限の延長
（地方税）

地方税の納税猶予

中央県税事務所
千葉西県税事務所
千葉市税事務所各税目担当課

融
資
保証
納税猶予
13

援

資金を調達したい

資金を調達したい

最大2.8億円

納税を後にしたい

夢シティちば

2020年₉月号

1,000万円

取引のある金融機関
千葉県信用保証協会新型コロナウイルスに関する
経営相談窓口 043-221-8111

043-231-0161（代表）
043-279-7111（代表）
043-245-5111（代表）

夢シティちば

──

2020年₉月号

12

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報のご案内
2020年8月15日時点

ピックアップ！
給付金のもらい忘れは
ありませんか？

ピックアップ！

家賃支援給付金

給付金のもらい忘れは
ありませんか？

新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に
直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減することを
目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

【給付対象者】

テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月～
12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30％以上減少

【給付額】

申請時の直近の支払賃料（月額）に基づいて算出される給付額（月額）を基に、6カ月分の給
付額に相当する額を支給。
給付額
（月額）
（上限）
100万円

給付率1/3

支払家賃
（月額）

給付率2/3

75万円

〈個人事業者の場合：１カ月あたり〉

（上限）
50万円

50万円

0

給付額
（月額）

〈法人の場合：１カ月あたり〉

225万円

⇒法人は最大600万円

給付率1/3

25万円

支払家賃
（月額）

給付率2/3

0

37.5万円

112.5万円

⇒個人事業者は最大300万円

【お問合せ先】
家賃支援給付金 コールセンター
TEL：0120ｰ653ｰ930 時間：8:30～19:00（土日・祝日含む）

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

ちば県民保健予防財団

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

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起

の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。農業、漁業、製造業、
飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入（売上）を得ている法人・個人
の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) —（前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）

【給付対象の主な要件】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少し
ている事業者。
②2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思が
ある事業者。
③法人の場合は、
（Ⅰ）資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
（Ⅱ）上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※６月29日から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」
「2020年１
～３月に開業した事業者」の申請受付を開始しました。詳細は、以下のHPをご覧ください。
【申請サイト】
「持続化給付金」の事務局HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp
【申請要領・よくあるお問合せ等】
上記の事務局HPまたは、経済産業省HPよりご確認いただけます。
経済産業省HP（持続化給付金）
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
【お問合せ先】
持続化給付金事業コールセンター
直通番号：0120ｰ115ｰ570 IP電話専用回線：03-6831-0613
受付時間：8時30分〜19時00分（土曜日を除く）

夢シティちば

2020年₉月号
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をまわり、同業者から話を聞くと、と

おいしいものを食べていただければ
お客さまは絶対に来てくれる

結果的に有限会社更科蕎麦が残って、
今に至ります。私は稲毛海岸店やみど

私の父は長野県松本市から、千葉で
店をオープンさせ、父に続く２代目と

（平成３）
年に若葉区北谷津町の北谷津

り台店で店長を務めたのち、１９９１

そば屋を営む伯父を頼ってこちらに移
して代表取締役に就任しました。現在、

そば店
「更科」
を開きました。１９６１
（昭和 ）
年、私が小学校４年生の時で

なかで、作草部店は道路拡張のため幸

済成長期、千葉のまちは都市整備のさ

積み、そば職人になりました。高度経

を営んでいた伯父のもとで父は修業を

そば職人の基本を学んでみたら、思い

「そば技術養成講座
（そば大学）
」
に通い、

忙しく、仕事を手伝いながら東京で

かったのですが、とにかく父の店が

私はもともと跡を継ぐつもりはな

す。当時、市内の要町と栄町でそば店

町へ移転。また１９６４
（昭和 ）
年に

そばの世界に魅せられ２代目に
ついには自家農場で栽培も

相をあちこちに残していた作草部町で、 そば店はここ１店に集約しています。

り住み、まだ戦時中の軍都・千葉の様

かつての軍都の様相が残る
作草部でそば店を開業

戦後、千葉のまちでそば店「更科」を出店し、市内に支店を展開するなかで多くのそば職人を
輩出してきた有限会社更科蕎麦。２代目社長として後継者育成に情熱を燃やす藤井廣幸代表取締
役に、商いへの思いをお伺いしました。

当店では、花見川区幕張町の黒子商
事さんが常にその時期の旬、一番いい
そばの実を全国の産地から仕入れたも

そのほかに穴川店、稲毛海岸店、みど

ンジの建設のため花見川団地へ移転。

開店した天台店も、穴川インターチェ

つけ、千葉県麺類業生活衛生同業組合

した。父の店で働きながら技術を身に

学を中退し、そば屋の仕事に没頭しま

のほか楽しかったんです。それから大

務め、 歳で全国麺業青年連合会の役

の青年会に加入。市や県の青年会長を

り台店と、一番多い時で６つのそば店
を展開していました。
以前は会社を２つに分け、株式会社

なく、店を閉める事例が多いです。私

出した団塊世代の職人たちに跡継ぎが

ショック後に店を全面改修し、店内の

は県の事業引継ぎ支援センターなどに

お盆やお彼岸のお墓参り、法事のお客

して商売を始めるマッチングができな

もそのままの空き店舗を、希望者に貸

客さまの
「食」
が変わってきたと痛感し
近年はちょっと変わった食材を合わ

ための融資の相談の調整役を買って出

有効活用の橋渡しにと、起業や出店の

経営相談員も務めているので、何とか

せた創作そばや季節ごとの旬を活かし

で 人、私の代で４人。それぞれ店を

当店から独立したそば職人は父の代

ることもありますよ。
り、長男が３代目として跡を継いでくれ

長男が考案しています。私も 歳にな

た限定メニューを、一緒に厨房に入る

ます。

いかと考えています。金融機関の特別

さまが多いですが、この 年間で、お

ては平和公園といずみ霊園などが近く、 も相談して、シャッターが降りて看板

レイアウトも一新しました。立地とし

した。２００８
（平成 ）
年、リーマン

更科では不動産なども扱っていました。 員を経験しました。募金箱「あゆみの

41

雰囲気や接客が良ければ、世の中の見

ば、そば屋に学歴は関係ないし、店の

を食べていただくことだけ考えていれ

儲けようとだけ思わず、おいしいもの

せん。時代に合った商売のやり方で、

長男に、私から細かいことは言いま

ることなら何でも協力しますよ。

てください。出店にあたり、私にでき

みたいという方は、いつでも当店に来

ね。私の話を聞いて、そば屋をやって

い世代を応援するのは昔から好きです

者の育成」と言うと大げさですが、若

「後継
ることは本当にありがたいと思います。 持ち、活躍してくれています。

10

のを使用しています。一時期、自分で
そばの実を栽培していたこともありま
した。中央区村田町の農家の土地を

反歩借り、仲間に手伝ってもらって全
て手作業。そばの実は収穫後、１カ月
干して乾燥、脱穀、それから石臼で挽
くんです。そこまでやるのは本当に大
変でしたが、自分で栽培したそばの実
で作ったそばは、すごくおいしかった

極め方、技術力の勝負で、お客さまは
絶対に来てくれますよ。

若い世代を応援するのが好き
そば業界の事業承継にも尽力

調理教育の一環として、市の依頼で親

今年はコロナ禍で開催できませんが、
に安くそばを食べられるようになりま

店舗超が加盟していましたが、現在は

千葉市の麺業組合にはかつて１００

子そば打ち教室を毎年開催しています。
が大事。自家製の手打ちそばの提供が

地の会員とＬＩＮＥで連絡を取り合い、 スタンダードになり、北谷津店もオー

代表取締役／藤井 廣幸
〒265-0067 千葉市若葉区北谷津町110-2
電話／043-228-5057

ですよ。

時代のニーズは
こだわりの手打ちそばへ
世の中のニーズが多様化し、コンビ

39

69

した。これからのそば屋は
「こだわり」

ニエンスストアなど競合が増え、手軽

20

30

更科
そば吉左右

箱」の推進委員長として全国の会員店

そばの老舗

ても勉強になりましたね。今も全国各

36

軒。東京で修業して千葉でそば店を

https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/soba_sarasina

（千葉市観光協会HP）

〜 こだわりの手打ちそば 〜
▲店内
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17

更科蕎麦

▲店外観

3

プン当初から手打ちにこだわってきま

会社DATA

有限会社

伝統ある老舗の企業をご紹介

情報交換しています。

47

いきる伝統
つなぐ暖簾
いきる伝統 つなぐ暖簾

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

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
低金利

融資額

令和2年8月3日現在
※利率は変動しますので
ご確認ください

資金用途

マル経融資とは？
無保証人

で融資する制度です。

2,000 万円以内

※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
④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。
）


運転
資金

仕入資金／手形･買掛金の決済費用
諸経費の支払い

設備
資金

店舗・工場の改装／車両の購入
機械設備･什器設備の購入 など

専門家による経営相談を実施しています。
○相談日：毎週月曜日～金曜日
○相談員：中小企業診断士

商工会議所の無料相談窓口

7

据置１年以内

年以内

設備
資金

10

据置２年以内

事業承継何でも相談窓口

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

公認会計士・税理士

手島 英男

公認会計士・税理士

田中 昌夫

公認会計士・税理士

本橋 雄一

公 認 会 計 士

岸

○相談日

月曜日〜金曜日

○相談員

外部専門家

9時〜17時

○相談日

9月18日
（金） 14時〜17時

○相談員

榎本

http://www.ohshima-cp.com

フジセイコー株式会社

19

夢シティちば
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営業センター
〒260‑0001 千葉市中央区都町1‑18‑13
TEL 043‑231‑1011 FAX 043‑231‑9181

初雄

氏
（弁護士）

社会保険労務士による労務相談窓口

総合防犯設備・用品

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771

IT導入何でも相談窓口
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。
○相談日

随時

○相談員

千葉商工会議所IT導入促進チーム

中小企業診断士による経営の相談窓口
事業計画の作成について相談し
たい、国や県、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

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）

14時〜17時

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。

街頭防犯カメラ

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

TEL043-227-4103

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。

健介

お客様から信頼される会計事務所を目指して

未来の住環境に夢発見。

※オンライン相談も実施中

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。

弁護士による商工法律相談窓口

住宅設備機器・管工機材・建築資材の総合商社

14時～17時

※あらかじめお電話で相談日時等をご連絡ください。

融資期間
運転
資金

重要

新型コロナウイルス対策

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

①9月10日（木）
・② 10月8日（木）14時〜17時

○相談日

① 9月3日（木）
・② 10月1日（木）14時〜17時

○相談員

①御供 克之 氏（社会保険労務士）
②中川 雅弘 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

○相談員

①衛藤 秀樹 氏（税理士）
②河原 大輔 氏（税理士）
千葉県税理士会千葉東支部所属

夢シティちば
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第五回

淳

作家・
グロービス経営大学院客員教授

守屋

人の気持ちがわかる

大学倫理研究センター客員研究員。

ここまでの文章でお気づきでしょう

れは彼が後半生に、日本の実業界や資

もまれ続けた人生を送りましたが、そ
信の説得もあって、大蔵省に勤め、政

さらにその幕府が潰れると、大隈重
験しているのです。彼の人生は、幕末

業家、投資家、議員、大学講師まで経

ての階層、それに加えて志士、社会事

しかし日本の近代化には経済の振興
そしてこの幅の広さが、彼を日本近

府の役人となってそのナンバー３にま

栄一は、現在の埼玉県深谷市に百姓
が必要である、という信念から実業界
代化の父たらしめます。なぜなら、近

本主義、ひいては近代化の父となるた

の子として生まれました。彼の家は、
に転じ、第一国立銀行をはじめ、さま
代のさまざまなシステムの設計をする

維新という激変の時代をそのまま体現

養蚕や染め物に使う藍玉を扱う商売も
ざまな会社の責任者を引き受けていき
にあたって、彼はそれを使う人の気持

京市養育院をはじめとする社会事業に

しかも、実業にかかわりながら、東
創造者だったのです。

まさしく時代に育まれた、近代日本の

ちになることができたからです。彼は

また、彼は 年にわたって深川区会

もかかわっていきます。

していました。

している豪農でした。彼も十代になる
ました。

めの下準備の役割を果たしていました。 で上り詰めます。

す。栄一はその前半生、時代の奔流に

これは実にいい得て妙な表現なので

代に造り出されたもの」と記しました。 橋家に取り立てられて士分となり、一

父・坪内逍遙でした。

きの教え子の一人が、日本近代小説の

科書 孫子』『マンガ 最高の戦略教科書 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

か。渋沢栄一は、その生涯で士農工商

ところが、以前にも触れたように、

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

橋慶喜が一五代将軍になると幕臣にも

文豪・幸田露伴は『渋沢栄一伝』と

1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家と

という区分でいえば、職人以外のすべ

高崎城乗っ取り計画を中止した後、一

淳
守屋

なりました。

いう本の中で、
栄一を「時代の児」
「時

──もりや・あつし──

と、藍の買い付けなどをして父の商売
を手伝っていました。
そんななか、彼は従兄弟の尾高新五
郎
（惇忠）
の影響を受けて、尊皇攘夷の
志士としての活動もはじめます。江戸
に出て、剣術や漢学を習う中から他の

5

議員をつとめ、さらに東京帝国大学で

の和洋菓子の製造業にまで成長発展
している。
より驚くことは、その業績で、こ
の 年間、社員数は右肩上がりに増
加し、黒字経営を持続していること
ある。
同社の成長発展の理由には、
「無
理な成長は追わなかった」とか「製
造業に特化した経営」さらには「Ｉ
Ｔ武装の経営」など、多々あるが、
本質的要因は、同社が創業以来、高
らかに掲げた企業理念「美味しさつ
くり・笑顔つくり」と、そのための
行動指針に基づいた経営を、どんな
時代であってもブレることなく、全
社一丸となって実践してきたからと
思われる。
ちなみに、同社の行動指針には、
１．
「私たちは、お客様に笑顔で喜
んで頂ける美味しくて感動のあるお
菓子をお届けします」２．
「 私たち
93

は、ともに働く人々の人格・個性を
尊重し、安全で働きやすく、かつ豊
かさとゆとりが実感できる職場環境
をつくります」
、そして３．
「私たち
はうそをつかず、公正な態度で行動
し地域社会や環境の改善に貢献しま
す」と書いてある。
こうした企業理念や行動指針に基
づく経営は、至る所にちりばめられ
ているが、とりわけ驚くのが、菓子
の価格の安さである。一級の原材料
を使いながら、同種の菓子と比較し
て、２割・３割安というならばとも
かく、半値とか３分の１程度なので
ある。
かつて、親しい経営者と一緒に同
社を訪問した折、その経営者が、
「あ
まりに安過ぎます。倍にしたって、
売り上げが落ちることはないと思い
ますが…」と感想意見を言うと、社
長は、
「 社員には恥ずかしくない給

坂本光司／さかもと・こうじ

１９４７年生まれ。 福井県立大学教授、静岡文化芸術
大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地域づく
り大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴任。

国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員
を多数兼務している。著書に『日本でいちばん大切にした
い会社』
（あさ出版）
、
『この会社はなぜ快進撃が続くのか』

（かんき出版）など。

与や賞与を支払っているつもりです
し、また利益率は、高ければ高いほ
ど、いいというものではなく、
『ほ
どほど』であるべきだ、と考えてい
ますので、この価格で十分です」と
話してくれた。
実際に、同社の理念や行動指針が
作られる前までは、大量生産するこ
とで、安くつくろうという思いが強
くなりすぎ、おいしいお菓子をつく
るという本来の目的を見失っていた。
おいしいものをつくれば、顧客も社
員も家族もみんな笑顔になる。その
笑顔の輪を広げるのが同社の使命と
なった。そのためには、必要以上の
価格や企業の利益を追う必要はない
のである。
こうした元気な企業の存在を見せ
つけられると、
「 経営は需要ではな
く供給が決する」と確信する。
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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クールにおいて教鞭

坂本 光司

志士たちとの交流も深めていきました。 経済を教えたこともあります。そのと

80

会長

人を大切にする経営学会

15

八幡浜市の最大企業
『あわしま堂 』

松山市から車で 分ほど走った愛
媛県の西端の八幡浜市という、人口
３万３０００人のまちに「株式会社
あわしま堂」という社名の和洋菓子
の製造企業がある。
創業は１９２７年、現社長の木綱
德勝氏の祖父である木綱勝三郎氏が、
売りに出されていた小さな和菓子の
製造小売店で、和菓子づくりを学ん
だ後、譲り受け、現在の本社工場近
くで、個人でスタートしている。
その後、叔父が和菓子の製造・小
売を開始し、現社長の父が卸売りを
中心とした営業を開始、そして現社
長へと、タイムリーな事業承継が見
事になされ、 年後の今日では、本
社工場のほか京都伏見や栃木県佐野
市などに計５工場を有し、社員数は
９７８人、売上高は１３２・ 億円
余。八幡浜市最大で人気企業である
ことはもとより、全国でも最大規模
93

コロナニモマケズ

コロナニモマケズ

コロナ禍で頑張る企業をご紹介

練習場をエンタメ施設に───

積極的な設備投資で順調な経営を続けてきた若葉区のゴルフ練習場「ジャパンゴルフスクール」を運営する貴船商事株式会社。
新型コロナウイルス緊急事態宣言発令後でも、懸命に営業を続けました。
「
（自粛で）何もすることがなくなり、人間がだめになっ

集することはありません。練習中は人
と話さないので、向き合うのはボール
だけです。
それに加え、消毒液やマスクも比較
的早くから準備するなど練習場のコロ
ナ対策は１月から行っていました。従
業員には「自分が陽性の可能性がある
という自覚をもって行動しよう」との

昨年 月に新システム導入
年前に先代から引き継いで、今年

で創業 年目ですが、昨年 月に大規

ていました。

コロナ禍拡大も決意の営業継続
ところが、新型コロナウイルスの感染
拡大が進み、特に緊急事態宣言中の４

さまもボールを打つと魚が釣れる映像

にも対応していて、子ども連れのお客

ングコンテストやニアピンなどの競技

瞬時に分かる最新機器です。ドライビ

プレーヤーが打った球の弾道と距離が

う結論に至りました。こんな時だから

誰も何もできなくなってしまう」とい

人間生活の文化すらなくなってしまい、

て自粛で）何もすることがなくなり、

理してでも営業しないといけない。（全

しかし、父である会長と相談し「無

まで、さまざまな人に楽しんでもらえ

大人から子ども、初心者から上級者

限りの対策をし、なんとか頑張って営

いう使命感もありました。考えられる

ないと、人間がダメになってしまうと

こそ、体を動かしてストレスを解消し

るシステムに改善されたことで、ユー

若い方を中心に多くのお客さまが訪れ

歓迎で、ＳＮＳやチラシで近隣に懸命

度も行きたくなる最高のエンターテイ

テーブルを４人がけにしたり、自動お

消 毒 や 換 気 は も ち ろ ん、６ 人 が け の

ように遊びに行く場所にしたいですね。

はなく、カラオケやボウリングと同じ

ゴルフが上手になるためだけの場所で

にＰＲしています。感染症対策のため、 ンメント施設にしたいと思っています。

しぼり機を設置したりと、さまざまな

ゴルフはお金がかかるイメージがあ
伴い、スキーなど他のレジャーと変わ

りますが、近年は中古クラブの普及に

対策でお客さまの安全・安心を確保す
るよう努めています。
厳しい環境の中ではありますが、コ

た。クラブの選び方などの助言もして

ロナ対策を徹底し、営業を続けた結果、 らないくらい費用は安くなってきまし
５月から徐々にお客さまも戻ってきま
ン改修など積極的な設備投資のおかげ

ので、簡単なコンペ、レストランを使

当練習場にはミニコースもあります

いるので気軽に相談してください。
か、減ったシニアのお客さまの分を若

が減っているので、若い人にいかにし
て始めてもらうかが、業界全体として
の課題です。アメリカでは、練習場と
映画館が一体となった施設があるなど、
エンターテインメント性を高めた結果、

お願いします。

していきますので、今後ともよろしく

んに楽しんでもらえるような練習場に

った懇親会を開催も可能です。みなさ

に 満 足 と 感 動 を 与 え る「 心 の オ ア シ

いと思っています。練習場をお客さま

しでもストレス軽減に貢献していきた

お客さまにゴルフの楽しさを伝え、少

今後は、どのような状況になっても、

ゴルフ練習場の楽しさ追求へ

できたと考えています。

いお客さまや女性比率の増加でカバー

さらに、従業員からのアイディアで、 した。新システムの導入や、レストラ
アクリルカーテンの設置や、自動ドア
の定期的開閉などで換気を重視し、千
葉市の新型コロナ感染症対策取組宣言
の店にも申請、認定されました。イン
ストラクターによるレッスンでも、な
るべく接触を減らして指導するよう指
示しました。
さらに、昨年の台風で被害を受けた
レストランの壁を修理する必要があり
ましたので、緊急事態宣言中で客足が
減った４～５月に敷地内のレストラン
を休業し、全面改装に踏み切り、今年

そもそも、ゴルフは屋外で個別にプ

業を続けました。

などで話題となり、 月まではこれを

チューブやＳＮＳに投稿されたりする

ムです。

が流れるなど、ゲーム性も高いシステ

のスウェーデン製の新システム ト｢ッ
月は、普段利用しているシニアのお客
プトレーサー を
さまが来なくなってしまいました。売
｣ 導入しました。
全打席にモニターが設置されており、 り上げが減り、営業自粛も考えました。

模な設備投資を行い、現在は県内唯一

12

目当てに、県内だけでなく都内からも、 レーするので ３｢密 は
｣ 防げます。練
習場の打席間隔は２．５ｍもあり、密

3

６月にリニューアルオープンしました。 ス」にしたいですね。最近はゴルフ人口
収益力強化のためコンサルタントを導
入し、メニューや営業方針も変更しま
した。以前は、練習場のお客さまだけ
に食事を提供していましたが、ゴルフ
をしない近隣の方にも手軽に食事しに

代表取締役／大和田将弘

通達を出し、こまめな手指消毒を心が

28

いずれは打ちっぱなし練習場を、何

千葉市若葉区加曽利町1482−1
電話 043-234-1515 https://www.jgs.co.jp

け接客するよう徹底しました。

12

5
来られるようなコンセプトにしました。 ゴルフ人口が増えているようです。
ですから、レストランのみの利用は大

貴船商事株式会社
会社DATA

▲全打席に新システム「トップレーサー」を導入した練習場

てしまう」という危機感から、歯を食いしばって営業継続を決断したという同社の大和田将弘代表取締役にお話を伺いました。

▲館内では新型コロナ対策を徹底
▲練習場に併設されたミニコース

22
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コロナ禍でも使命感で営業

ジャパンゴルフスクール

不確実性増す世界経済とデジタル化の行方

ジネスモデルを見直す進出日系企業は
〈ジェトロレポート〉いま世界に目を向けて
割程度。見直し内容としては調達先や生産
地の見直しがそれぞれ 割、 割程度となっ
たほか、販売戦略の変更が約 割にのぼる。
新型コロナは、世界中の人々の生活基盤
～「ジェトロ世界貿易投資報告」２０２０年版より～
や企業活動を急速にデジタル化させる契
ジェトロ千葉 所長
佐藤 拓
機にもなった。オンライン診療などの医療
をはじめ、教育、飲食などの分野でデジタル
新型コロナウイルス感染が引き続き拡大している中、不確実性増す世界経済とデジタル化
化が進展した。日本でも、授業のオンライン
の行方について、
「ジェトロ世界貿易投資報告」２０２０年版の要旨（詳細は文末ＷＥＢサイ
サービス、イベントや飲食店の営業自粛で生
トをご参照願いたい）をご紹介する。
じる食品ロスを削減するシステムの開発な
ど、さまざまな取り組みが始動している。
２０２０年の世界の経済成長率は、世界
■金額・数量ともに減少に転じた
化を生じさせた。米国の対中追加関税措置
ち込みが他に比べ大きい様子が分かる。
により、コンピューターの部分品の世界貿
新型コロナを受け、貿易制限的な措置
金融危機下の２００９年を大きく下回る
２０１９年の世界貿易
見通し。２０１９年にマイナスの伸びで推
２０１９年の世界貿易（財貿易、名目輸
易では、中国の対米輸出の世界シェアが縮小、 が世界中で多数導入された。特に 月以降
出ベース）
は、前年比 ・ パーセント減の
代わって韓国、台湾、ＡＳＥＡＮが米国向け
は、衛生用品の輸出制限の動きが世界中で
移した日本の輸出は、足下で減少幅が広が
っている。同年に過去最高を更新した日本
兆５，０４７億ドル
（ジェトロ推計値）
と
輸出を拡大させた。対米輸出が縮小した中
広まった。一方で、関税の引き下げや輸入
なった。貿易紛争による不確実性増大や世
国は、韓国などアジア向けを拡大した。
手続きの簡素化といった緩和措置も数多く、 の対外直接投資も、２０２０年に入り減少
界の経済成長鈍化による需要減に加え、燃
■２０２０年第 四半期の貿易は
月時点の累計件数としては 件と、貿易
に転じた。世界の不確実性がかつてない水
料価格下落が続いたことなどが背景にあ
制限措置
（ 件）
を上回った
（ジェトロ調べ）
。 準に高まるなか、米中摩擦に続き新型コロ
新型コロナで急減
ナによる「需要ショック」
「市場喪失」が日
る。貿易数量
（輸出ベース）
も前年比 ・
２０２０年第 四半期の世界の輸出額
■不確実性増す世界で新たなビジネス様式を

本企業に新たなビジネス様式への移行を
パーセント減となり、世界貿易は金額・数
は前年同期比 ・ パーセント減となった。
模索する日本企業とジェトロの支援
量ともに前年から減少に転じた。双方の伸
ＥＵ （△ ・ パーセントポイント）
、中国
ジェトロが世界各地の日本商工会議所
迫っている。
ジェトロではＷＥＢサイト「特集 新
びがマイナスとなったのは２００９年以 （△ ・ パーセントポイント）
、資源輸出国
などと連携して実施した進出日系企業へ
型コロナウイルス感染拡大の影響」にて
来 年ぶりとなる。
（△ ・ パーセントポイント）の輸出減少
のアンケート調査結果によると、海外進出
各国の最新情報を提供する他、国際ビジ
２０１９年は欧州や東アジアを中心
に対する寄与度が大きかった。同四半期の
日系企業の 割程度が２０２０年の売上
に多くの国・地域で貿易額が前年から減
伸び率を国別にみると、中国の輸出が前年
の前年比減少を見込む。新型コロナによる
ネスに係るウェビナー、オンライン商談
少に転じた。資源輸出国の輸出額も、資
同期比 ・ パーセント減と大幅に減少し
ビジネスの稼働率低下の最大の要因は国
会等実施している。国際ビジネスにつき
源価格下落の影響を受け前年比減少した。 た。同四半期までの商品別貿易データが入
内外需要の減少であった。次いで国内外サ
ご相談のある方は、いつでもお気軽にジ
ェトロ千葉（０４３ ︱２７１ ︱４１００、
２０１９年の世界貿易を商品別にみると、 手可能な カ国・地域の貿易
（輸出ベース） プライチェーン分断による供給停止など
＠ jetro.go.jp
）
までご連絡願いたい。
chb
4

0

1

器、電気機器などの減速が貿易を押し下げ

資源関連商品や一般機械、化学品、輸送機
スの伸びを維持した。同四半期の世界貿易

一方、医薬品および医療用品の輸出はプラ

3

染症患者の治療に尽力する医療従

今回は「新型コロナウイルス感

者・千葉市中心市街地まちづくり協議会

長をはじめ、地元町内会・商店街の関係

梅雨明け直前の７月 日に熊谷俊人市

り、外出自粛等の影響による来街
者の減少、イベント等の中止・延

地域を応援したい想いから今年度
の開催が決定しました。

の願いを込めて、千葉駅前大通り、 の繁華街を 分ほどかけて徒歩で巡回し、
千葉市中央公園、通町公園の樹木

徹底を呼びかけました。

飲食店や通行中の市民に感染拡大防止の
街頭では、
「マスク着用」
「手洗い・手
指消毒」
「三密回避」などの感染予防対

点灯予定日は令和２年 月 日

から令和３年２月３日（通町公園

策のチラシ配布や声掛けをしたほか、店

新型コロナ収束への希望の光とな
れば幸いです。
なお、新型コロナの感染拡大状

症対策取組宣言の店ステッカー」の導入
や、「千葉市コロナ追跡サービス」への登
録、従業員の積極的なＰＣＲ検査受診な
巡回後、熊谷市長から、
「感染予防と経

どを依頼しました。
る等、開催が困難となった場合に

ない」とのお話がありました。

済活動の両立を図っていかなければなら

況により緊急事態宣言が発令され

1

7

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた
「接待を伴う飲食店等」
への周知活動に参加！

事者」や「感染拡大防止に日々奮

のメンバーを含む約 名で、接待を伴う

イルス感染症が猛威を振るってお
闘されている事業者・市民の方々」

飲食店が多く集まる中央区富士見２丁目

当地域においても新型コロナに
よる経済的な打撃は大きく、千葉

29

30

等への装飾を予定しています。

40

は、事業の規模縮小・中止となる
可能性があります。
詳細につきましては、ＳＮＳ等
で情報を発信してまいりますので、

協賛のご協力も
お願いいたします。

ご確認をお願いいたします。
千葉都心
イルミネーション
Facebook

2

https://www.jetro.go.jp/news/releases/2020/2ebd3a68cd701570.html

〈 参考 〉 ジェトロ「ジェトロ世界貿易投資報告」２０２０年版

が続く。新型コロナを受け、事業戦略やビ

97

期といった事態を招いております。 に対し、「感謝」
「応援」
「早期収束」

千葉都心イルミネーション開催に向けて

5

14

は令和２年 月 日から）と、例

12

市中心市街地の冬の風物詩である
「千葉都心イルミネーション」の
開催についても例年以上に慎重に
検討しておりましたが、千葉都心

26

イルミネーションの灯を絶やさず、 年より少し短い期間となりますが、 舗を訪問して、
「千葉市新型コロナ感染

12

昨今、全国各地で新型コロナウ

82

8

1

1

8

多くの商品で伸び率がマイナスとなった。 は、輸送機器や一般機械が大きく減少した

32

▲昨年度の千葉都心イルミネーションの様子

24
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2
9

を概観すると、中国とＥＵ諸国の貿易の落

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

た。米中貿易摩擦は、世界貿易の流れに変

〈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

6

▲千葉市新型コロナ感染症対策
取組宣言の店ステッカー

0

1
25
6
1
7 5

1
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18
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まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

令和２年度メンバー紹介

ここで、改めて会員企業の
紹介をさせて頂きますので、
お見知りおきのほど宜しくお
願い致します。

㈱丸藤

飲食業・出張配膳スタッフ紹介事業
千葉市若葉区みつわ台 ー ー

三幸商事㈱

瀧澤学園

不動産管理・賃貸・売買・土地活用
千葉市中央区南町 ー ー

学校法人
教育（高等専修学校︑専門学校︑
日本語学校）
千葉市若葉区西都賀 ー ー

㈱Ｉｎｓｔｉｌｌ
ＦＲＡＧＲＡＮＣＥ商品の製造・卸業

ー
階

坪川事務所

千葉市中央区村田町８９３ー

社会保険労務士法人

厚生労働省委託事業
千葉市中央区中央 ー
千葉県教育会館本館

委員

委員

委員

副委員長

委員

深山 真理

松本 卓也

宮野 哲郎

土屋 慎太朗

玉谷 昌弘

髙山 智広

杉本 智朗

杉本インターナショナル行政書士事務所

委員

外国人のビザ（在留資格）取得に関
する手続き
中央区中央 ー ー
ひまわり中央ビル Ｄ

委員

福井電機㈱

電気機械器具販売並びに関連諸設備の

ー

設計施工管理 日立製作所総合特約店

千葉市中央区問屋町

玉谷不動産鑑定事務所

不動産鑑定業・不動産調査・
その他付随業務
千葉市中央区松波 ー ー

㈱フジモト

㈱読売千葉広告社

広告代理業 Ｗ･ＥＢ制作
千葉市中央区富士見 ー

東京都港区六本木

ー

ー

ー７０１

ンパンの輸入・国産のおいしい食材の卸小売

輸入卸販売・オリーブオイル・ワイン・シャ

㈱Ｔｒａｄｅｒｓ Ｍａｒｋｅｔ

イベント企画／制作／運営・音響・
照明・広告物デザイン
千葉市若葉区加曽利町８４３
グリーンハイツ市原１０４

㈱レインカラーズ

ー

不動産賃貸・飲食店（藤よし）
千葉市中央区中央 ー ー

12
16

㈱ベストスペース

階

1

17

店舗デザイン・設計・施工 住宅リフォーム・

ー

リノベーション 不動産賃貸・仲介・管理

千葉市若葉区桜木北 ー

ー６０２

3

20

2

㈱環境設備計画

建築設備設計・監理
千葉市中央区新田町 ー
トーシン千葉ビル 階

岡崎総合労務事務所

社会保険労務士業
千葉市中央区新田町 ー
小川第 ビル 階

㈱永光自動車工業

特殊車設計架装製作・
自動車整備修理車検・販売
千葉市若葉区小倉町１３０１

ー

9

16
3

36

ほけんプラザエイプス㈱

ー

㈱Ｈｏｌｉｓｔｉｃ＆Ｎａｔｕｒａｌ Ｂｅａｕｔｙ

ー

美 容 サ ロ ン 運 営・ 美 容 商 材 制 作 販
売・ WEB
制作・販促品制作
東京都港区六本木

Ａｉｍｙ

俺ＳＴＵＤｉＯ
飲食店
千葉市中央区本千葉町 ー
地商ビル 階

12

1

4

11

11

80

10

セミナー講師業
千葉市中央 ー ー
千葉中央ツインビル 号館 階

3

美々 ｎａｉｌ

岡崎 真吾

20
2

7

ネイルサロン
千葉市若葉区東寺山町１０６２ー１

佐野 智仁

3

17

11

4 13
1
7

7

㈲武井観光

嶋田 美紀

23

2 1

5

一般貸切旅客自動車運送事業・一般
貸切旅客乗合運送事業
千葉市若葉区坂月町３２３ー４

㈱セレスポ千葉支店

染矢 由有子

3

3

2

2

5

あらゆる催事における会場設営・
運営・企画立案等
千葉市若葉区加曽利町８５２ー２

高橋 伸知

4

有司
堤
野丸 昌寛
望
市原
大平 泰弘
和
篠﨑

副委員長
委員

38

1

4

2

11

5

1

10

5

2

損害保険・生命保険 販売
千葉市中央区本町 ー ー

亀島 直輝

副委員長
委員

12

2

1

35

なんちゃってＢＡＲ油

志賀 美由紀

飲食店
千葉市中央区栄町

武井 哲平
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岩佐 誠一郎

委員
委員

藤崎 将寛

副委員長

委員
委員

近藤 慎吾
礁
嶋村

副委員長

委員
委員

田中 あすか

会長
2

1
14

第3回目
委員長
副委員長

2

2

WE ARE THE CHIBA
WE ARE THE CHIBA

副委員長
委員長
委員

U R L ： http : //www. chiba-yeg. jp
Email ： yeg @ chiba-yeg. jp

私たち全ての力が千葉になる

集 ： 千葉商工会議所 青年部
広報拡大委員会
編

青年部通信
千葉商工会議所

令和2年度

出土遺物
公開事業

企画展

編集：千葉商工会議所

北方交流録

北と繋がる五つの物語

市内

コロナ去去るる

・・ ・・

30

!

なお、当日、報道各社から取材

2020年₉月号

校長は、
「児童の素直な思いが届け

夢シティちば

頂き、千葉テレビにて放映され、Ｎ

29

ば嬉しい」と語られ、医療従事者

講師：宮島達男（現代美術作家）、中野信子（脳科学者）
11月3日（火・祝）14:00〜（13:30開場予定）／
11階講堂にて／先着80名
（当日12:00より1階さや堂ホールにて整理券配布）／
聴講無料（要展覧会チケット）

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

ＨＫ ＦＭ千葉では放送、また、読

■アーティストトーク「脳科学とアートの出会い」

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

らからは、
「休校で大変な子供達か

り記事掲載頂きました。

講師：宮島達男（現代美術作家）
10月10日（土）14:00〜（13:30開場予定）／
11階講堂にて／先着80名
（当日12:00より1階さや堂ホールにて整理券配布）／
聴講無料（要展覧会チケット）

宮島達男《地の天》1996年
千葉市美術館蔵 Photo by Nobutada Omote

売、毎日、東京、千葉日報各社よ

▲千葉大学医学部附属病院

■講演会「四半世紀、これまでとこれから」

宮島達男《Life (le corps sans organs) – no.18》 2013年
Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE Photo by Ken Adlard

らのメッセージは心が温まり有難

■4階子どもアトリエ
「つくりかけラボ01 遠藤幹子─おはなしこうえん」
【関連イベント】

!

本町小児童 らら

つるし雛 でで願う

!

い」と謝意を頂きました。

▲千葉市立海浜病院

3病院へ

短冊 でで感謝 ととエール

当女性会は、６月 日、新型コロナウイルスに立ち向かい、医療の
最前線で日夜奮闘する医療従事者の皆様への感謝の気持ちやエール
を綴った児童らの短冊や、災難が去る願いを込めた「さるっ子」つるし
雛と共に、 市内３病院等へ寄贈しました。

【同時開催】

■5階常設展示室
「千葉市美術館コレクション名品選2020」

また、７月中、１階ロビーのボ

都圏の美術館では12年ぶりの開催となる大規模な個展です。 2000年代に入り、

「最前線で戦ってくれてありがと

ードに掲出された３病院には、短

※ 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歳以上の方の料金
☆ナイトミュージアム割引
金・土曜日の18時以降は観覧料半額
☆10月18日㈰は「市民の日」につき観覧無料

と「死」のテーマから高く評価されてきました。 開館25周年記念第2弾の本展は、首

数々生み出してきた宮島の多様な展開を広く紹介します。

30

観 覧 料： 一 般 1,200円（960円）
大学生
700円（560円）

に続く」という3つのコンセプトに基づく作品は、人間にとって普遍的な問題である「生」

「Art in You（アートはあなたの中にある）」を提唱し、社会情勢を反映した作品を

う！」等、感謝・応援メッセージ

島達男。「それは変化し続ける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠

冊の他、当会古谷副会長作製のつ

行われるプロジェクトなど、多様な作品表現により世界で活躍する現代美術作家・宮

（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

の短冊は、市立本町小学校５・６

LEDのデジタル・カウンターを使用した作品や、パフォーマンス、参加者と協同で

るし雛「さるっ子」に「コロナ去

開館時間： 10:00～18:00

年生一同や当会斉藤理事経営のキ

休室日：10月5日㈪、10月19日㈪、11月2日㈪、
11月16日㈪、12月7日㈪

る！」の願いを込め、
市立海浜病院

期： 9月19日（土）〜12月13日（日）

ッズルームチャコ本町教室児童ら

会

の寺井勝院長、市立青葉病院の山

▲JR千葉駅掲示の短冊

の素直な気持ちが綴られ、同教室

TEL: 043-265-3111 FAX: 043-266-2481

本恭平院長、千葉大学医学部附属

http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

の職員が笹の葉等を描かれた模造

〒 260-8682 千葉市中央区青葉町 955-2
( 青葉の森公園内 )

病院の横手幸太郎院長へ、６月

令和 3 年 1 月 9 日（土）〜 3 月 7 日（日）

紙を当会執行部で装飾され、ＪＲ

令和 3 年 3 月 6 日（土）〜 5 月 30 日（日）

1 月 9 日（土）
〜 2 月 14 日（日）

共に訪問し贈呈いたしました。同

令和 3 年

日本町小学校の御園生博文校長と

九十九里の自然誌

ノスタルジック・ポストカード

千葉駅では、７月 日まで中央改

札付近に掲示して頂きました。

春の展示

秋の展示

10

女性会

▲千葉市立青葉病院

▲女性会員による装飾作業

夢シティちば
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