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トピックス ▼ Topics

■「 公式ガイドブック」「食べ歩きマップ」の発行
　ガイドブックは、ごちそうフェスタ参加店舗と全イベントの情報を、携帯
に便利なA5版フルカラーで掲載。ガイドブックと食べ歩きマップは、ごちそうフェスタ参加店舗の
ほか、武蔵野商工会議所、武蔵野市観光機構、市政センター、吉祥寺まち案内所等で無料配布。部
数に限りがありますのでお早目にどうぞ。また、ガイドブックの掲載内容は、下記公式ホームペー
ジでもご覧いただけます。

■ムサラン抽選会
　参加店でお食事・お買物をして、応募ハガキをもらい切手を貼って応募すると、抽選で下記の賞品
が当たります。
応募期間： 平成27年11月1日（日）～11月30日（月）※当日消印有効

◆当選者数は200名　◆賞品総額160万円
　 商品名 本数
A賞 マットレスパッド　エアウィーヴS-LINE（シングル）＆エアウィーヴ　ピローS-LINEセット 1
B賞 ＪＴＢ選べるギフト　たびもの撰華 プレミアム 極　（１０万円相当） 1
C賞 ダイソン　V6フラフィ　コードレスクリーナー 2
D賞 B&O play ベオプレイA2  Bluetooth対応　ポータブルスピーカー 2
E賞 ドクターエア　３Ｄマッサージシート 2
F賞 阪急阪神第一ホテルグループ・東急ホテルズ　ホテル利用券（３万円相当） 各３
G賞 おしゃべりロボット 6

Wチャンス むさしのプレミアム認定おみやげ品、ヤクルト商品　等 180

詳細は、同封の折込みチラシをご覧ください。

第11回Musashinoごちそうフェスタが開催中です。武蔵
野市内の飲食・食品店で食事や買い物を楽しんでいただき、
地元の物産や逸品を知っていただく「食の祭典」に、是非
ご参加ください。

■物産・逸品市の開催
　武蔵野を代表する物産・逸品の数々を紹介・販売するイベントです。武蔵野市内の飲食・食品店、
組合など23店が参加し会場を盛り上げます。野菜の栽培体験や朝採れ新鮮野菜の即売会も開催。
武蔵野市の新名物「武蔵野地粉うどん」も大人気です。また、今年は市の健康課と健康づくり事業
団がガチャポン食育クイズを行います。

　日　時：11月23日（月・祝）10：00～ 16：00
　会　場：東急百貨店吉祥寺店 北側広場

開催中
第11回 Mu

sashinoごちそうフェスタ 
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ⓒ吉祥ベジ福神

　新春の恒例行事となった、当所会員が一堂に集う「会員新春のつどい」を
下記のとおり開催します。
　第12回目となる今回は、建設業部会が当番部会となり、今後、実行委員会
を開催する予定です。
　詳細は、次号でご案内します。

期　日：平成28年1月15日（金）
時　間：17：00
場　所：吉祥寺第一ホテル

当所では、テーマ別に下記の内容で経営サクセスセミナーを開催します。
実績ある講師による実務・実践的な無料のセミナーです。会員・非会員は問いません!
経営者の皆様の今後の企業経営に、また従業員の研修に、是非お役立てください!
詳細内容は同封の折込チラシをご覧のうえ、お申込みください。
なお、定員（各回とも40名）がありますので、お早めにお申込みください。

開催日 時　間 内　容

11月27日 （金）
15：00～ 「なぜホームページから予約が入らないのか?」～小さな会社のためのネッ

ト集客がドカン!と変わるランディングページ～

18：00～ 無料で集客!「誰でもできる　簡単　広報戦略」

11月30日 （月） 18：00～ 商売繁盛のコツを活かした「勝負名刺」のつくり方
～中小企業の経営が面白くなる実践ノウハウ～

12月 3 日（木） 18：00～ 中小企業が押さえるべき、「マイナンバー&消費税」対策のポイント
～即実践!具体的な対策方法について～

　地域活性化委員会（伊藤則義委員長）では、恒例の武蔵野吉祥七福神めぐりの開催に向け、準備を
進めています。本年は節目の第10回目を迎えます。多くの方々にご参加いただけるよう記念事業も
企画しています。一緒にお手伝いいただけるボランティアを募集していますので、ご協力いただける会
員の方は下記までご連絡ください。

（１）ボランティアの内容など

場　所 お手伝いの内容 時　間（予定）

吉祥寺駅前本部 参拝客の案内・グッズ販売 10：00～ 14：00

寺　社 参拝客の案内・グッズ販売・ご朱印対応 9：30～ 16：00

（２）その他
　①  開催期間は、平成28年１月１日（金・元日）～１月10日（日）ですが、お手伝いは１日だけ

でも歓迎です。 
　②昼食をご用意します。

第10回 武蔵野吉祥七福神めぐりのボランティアを募集！

平成28年  会員新春のつどい（開催予告）
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経営サクセスセミナー開催

お問合せ 武蔵野商工会議所（担当：小泉）

　　　　　TEL：0422-22-3631
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吉祥寺アニメワンダーランド2015開催される地域情報
Area News

　10月３日（土）から10月12日（月・祝）まで、
第41回吉祥寺ウェルカムキャンペーン（和久津豊大
会長）において、吉祥寺アニメワンダーランド2015
（小柳幸男実行委員長）が開催されました。
　今年は、ファミリー向けアニメの「ふうせんいぬ
ティニー」がメインビジュアルとなり、公式ガイド
ブックやフラッグ、ポスターなどにデザインされ、街
中を彩りました。
　前半は、恒例イベントである「吉祥寺おもちゃ市
場」、「まちなかファミリーステージ」、楳図かずお先
生による「楳図カーニバル2015」、「第11回吉祥寺
アニメーション映画祭」、「親子でプラモデル教室」な
どを実施し、いずれも大盛況でした。後半は、井の頭

　9月17日（木）グランドプリンスホテル新高
輪スペース国際館パミールにて開催された日本商
工会議所第122回通常会員総会にて、当所珠算
検定試験の取り組みが評価され、全国514商工
会議所のうちの15商工会議所の一つとして、検
定事業推進部門で表彰されました。
　これは管内人口比で最近年度（平成26年度）
の検定試験の受験者数の多い商工会議所として選
ばれたものです。
　受験者増につながった取り組み事例として、地
元珠算塾への働きかけ、連携により受験を促進し
ている点が評価されました。
　当所会員の松井珠算塾・松井孝夫先生((一社）

公園ステージを中心に、人気キャラクターとの記念撮
影会や、国民的アニメ「サザエさん」の主題歌を歌っ
た宇野ゆう子のステージ、武蔵野市観光機構親善大使
徳山秀典トークショー、野外スクリーンによる「森の
映画館」などが開催され、多くの来街者で賑いまし
た。また、新会場として吉祥寺シアターを使用し、あ
とりえ「ん」公演や、吉祥寺ゆかりのクリエイターに
よるアニメトークショーなど、幅広い年齢層に楽しん
でいただけるイベントが実施されました。
　そのほか、10月２日（金）には前夜祭として公会
堂で無料映画上映を、また期間中には吉祥寺駅を中心
にして、大型店による自主イベントや限定メニューが
楽しめるコラボカフェなど、吉祥寺をアニメ一色に染
めあげました。

日本商工会議所より表彰 !　～珠算検定試験～
東京珠算教育連盟副理事長)には、長年に渡り各
珠算塾と商工会議所の間を取りまとめていただい
ており、そのご尽力と試験委員をお願いしている
先生方の多大なるご協力があっての表彰でもあり
ます。
　この場を借りて、心より厚く御礼を申しあげます。
　なお、当所
にとって平成
21年の簿記検
定試験以来3
度目の表彰と
なりました。

4

News Letter　むさしの
Vol.509

Area News／Report

▲ ▲ ▲ Report

Newsletterむさしの11.indd   4 15/11/06   19:10



◆内　容
　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、9月末までを実施期間とし、林敏雄前委員長のもと入会目標
件数140件を掲げ加入促進活動を実施してきました。
　新規加入事業所は135件で、目標達成率は96.4%となりました。また、各部会の結果は下記のとおり
です。目標を達成した部会は、食品業部会、飲食業部会、工業部会、建設業部会、金融業部会の5部会で
した。
　期間中は、多くの皆様にご協力をいただきありがとうございました。

各部会の目標件数と結果
部会等 目標件数 結　果 部会等 目標件数 結　果

正 副 会 頭 15件 7件 建 設 業 部 会 6件 6件
食 品 業 部 会 6件 6件 サービス業部会 20件 17件
飲 食 業 部 会 15件 19件 金 融 業 部 会 12件 12件
商 業 部 会 15件 7件 事 務 局 31件 50件
工 業 部 会 10件 11件 ア ク サ 生 命 10件 0件
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.会員増強キャンペーンの結果報告

.新入会員の紹介
 （10/25現在）

事業所名 業　種 所属部会
株式会社エムシー・スコープ メディアコンサルタント サービス業部会
株式会社カンパーニュ スマートフォンアクセサリーの製造・販売 工業部会
株式会社グッドネス 集客（広告・宣伝）アドバイザー サービス業部会
有限会社寿兆 鮨業 飲食業部会
株式会社ビッグ・エー武蔵野吉祥寺南町店 小売業（食品スーパー） 商業部会
有限会社タチカワ建築設計事務所 建築設計業 建設業部会
有限会社エバーグリーン 飲食業、フィットネスクラブ サービス業部会
株式会社吉祥寺キャピタル 不動産業 サービス業部会
一般社団法人 Ｎｉｎｆａ イベント制作、子供・芸術家支援 工業部会
株式会社ウイル
よくわかる！ ほけん案内吉祥寺店 保険代理業 サービス業部会

ＳＣＡＬＡ 美容室 サービス業部会
サンドラッグ武蔵野緑町店 小売業 商業部会
株式会社マルエツ マルエツプチ吉祥寺店 小売業 商業部会
大橋 裕之 デザイン、webサービス サービス業部会
株式会社グランプラト グラフィコ 出力ショップ・広告代理業 サービス業部会
オーク株式会社 旅行業 サービス業部会
サンドラッグ吉祥寺南町店 小売業、ドラッグストア 商業部会
行政書士　有馬事務所 行政書士業務 サービス業部会
有限会社近藤製作所 製造業 工業部会
サイクルスポット 吉祥寺駅前店 自転車販売・修理 商業部会
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部 会 だ  よ り
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武蔵野市産業振興条例（仮称）案骨子へのご意見を募集します

　武蔵野市では、現在、武蔵野市産業振興条例（仮称）の策定を進めています。条例案の骨子
がまとまりましたので、報告するとともに、意見を募集します。
　条例案骨子は、「武蔵野市産業振興条例（仮称）について」として当会報に折り込んでいます。
　提出された意見は原則として公開します。また、説明をお聞きになりたい場合も下記お問い
合わせ先にご連絡ください。

報 告

▲

視察研修事業報告
　商業部会（西宮忠部会長）では、10月5日（月）
に東京消防庁本所防災館と巣鴨地蔵通り商店街の
視察研修を行いました。
　東京消防庁本所防災館は、「模擬災害を体験し
ながら学び、もしもの時の防災行動力を身につけ
る」として模擬体験ツアーが主体になっていま
す。まず、防災シアターにて地震・津波など防
災をテーマに4年前の東日本大震災の映像を視聴
し、改めて災害の恐ろしさを感じるところからス
タートしました。続いて暴風雨体験、都市型水害
体験、地震体験、消火体験を続けて行い、どの項
目も実際に体験する事で防災に対する意識を喚起
する事ができました。
　巣鴨地蔵通り商店街では、広報宣伝渉外部長の
木﨑禎一様より説明を受けました。物販がメイン

商 業 部会
で飲食は少なく、「おばあちゃんの原宿」として
有名になった商店街だが、近年では、元気な奥様
方が多くなり40代～50代の割合が50%を超え、
最近ではSNSの拡散により20代も増えてきてい
る。年間60ものイベントを行い「集客」を促進さ
せ、にぎわいや活気のある街づくりへの取組をし
ているとのことでした。また、荷捌きや商店街加
入などの情報交換も行い、有意義な視察となりま
した。

お問合せ 商業部会（担当：小泉）
　　　　　TEL：0422-22-3631

意見提出、問い合わせ
11月30日（月）までにファックス・Ｅメールまたは直接武蔵野市市民部生活経済課まで。
TEL：0422-60-1832　　FAX： 0422-51-9408　　E-mail ｓｅｃ-ｓｅｉｋｅｉ＠ｃｉｔｙ.ｍｕｓａｓｈｉｎｏ.ｌｇ.ｊｐ

武蔵野市の小規模事業者の皆様へ

無担保 無保証 低金利 マル経融資を
　　 ご利用ください !

融資限度額 :2,000 万円
担保・保証人 : 不要

利率 :1.15% 平成 27年 10月現在⇨ ⇨
⇨

今なら利子補給制度
を活用し、利息の一
部がキャッシュバック
されます!

ただし、お申込みには条件がございますので、当所中小企業相談所までご相談ください。
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i nformation

▲

忘年会のお知らせ 
　会員交流委員会では、忘年・情報交換会を下記
のとおり開催します。
開催日時：12月16日（水）　18：00～
開催場所：吉祥寺東急REIホテル
※詳細は改めてご案内します。

報 告

▲

今期の正副部会長について
　工業部会（林敏雄部会長）では、役員改選に伴
い、今期（10月以降）の正副部会長人事につい
て、10月の評議員会において審議した結果、以
下のとおりとなりました。任期は、平成30年9
月までとなります。

【部会長】 林　敏雄氏 （マイクロシステム㈱）
【副部会長】 高橋佳幹氏 （コメット電機㈱）
 伊藤直樹氏 （㈲インターバース）
 菅原芳紀氏 （㈱ゆう）
 ※（　）は事業所名

報 告

▲

講演会開催について
　運営委員会では、10月6日（火）に部会員の
精密測定技術振興財団のご協力により東京農工大
学教授の遠山茂樹先生を招き「パワーアシスト
スーツの現状と将来について」というテーマで講
演会を開催しました。講演会では、今後のマー
ケットから理想的なアシストスーツの形、利用方
法についてについて分かりやすい解説がありまし
た。講演後の情報交換会には、遠山先生や精密測
定技術振興財団の方にも参加していただき、部会
員と交流を深めました。

工 業 部会 
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▲  

鑁阿寺（ばんなじ）・足利学校　フラワー
パーク　梨狩り日帰り旅行

　飲食業部会（新妻義次部会長）では、10月14
日（水）に鑁阿寺（ばんなじ）・足利学校、フラ
ワーパーク、いわふねフルーツパークをめぐる会
員親睦会を開催しました。
　鑁阿寺や足利学校では国宝指定の建築物を拝観
し、フラワーパークでは咲き誇るアメジストセー
ジを眺めながら食事をとり、フルーツパークでは
旬の梨を堪能し、親睦を深めました。

飲  食 業 部会

足利学校にて

お問合せ 工業部会（担当：佐伯）
　　　　　TEL：0422-22-3631

お問合せ 飲食業部会（担当：伊野瀬）
　　　　　TEL：0422-22-3631
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▲

チャリティコンサート開催
　恒例のチャリティコンサートを下記日程で開催し
ます。
　18回目となる今回は、今年デビュー50周年を迎
えた団しん也さんによるコンサートです。作曲家古
賀政男氏の門下を経て1966年、ポリドールレコー
ドより歌手デビュー。その後、歌謡界だけに留まら
ず独自で役者・俳優・司会・声帯模写・JAZZシン
ガーなどあらゆるジャンルを習得。軽妙なトークに
歌唱を一体化したステージ構成はまさにエンターテ
ナーそのものです。現在、チケット販売中です（会
報の折込チラシもご覧ください）。希望者は、当所
チャリティコンサート係までお問合せください。

開催日：12月12日(土）
開   演：18：00　(開場17：30）
会   場：武蔵野公会堂
入場料：3,000円　
※ このコンサートの入場料の一部を武蔵野市民社会福祉
協議会へ寄付させていただきます。

▲
第5回　TAMACOMのご案内

　サービス業部会ICT研究会と三鷹ICT事業
者協会では、民・学・産・公の異業種交流の場
「TAMACOM」を開催します。当日は、事前申し
込み20組による3分間のショートプレゼン会と軽食
懇親パーティーを実施します。 是非この機会をプレ
ゼンと「何か」の発見や気付きの場としてご活用く
ださい。詳しくは同封の折込みチラシをご覧くださ
い。

内　容：  3分間ショートプレゼン会及び軽食懇親
パーティー

日　時：  12月3日（木）
 18：00～ 20：30（受付開始　17：30～）

参加費： 3,000円／ 1人（当日受付払い・懇親会費含む）

場　所： 成蹊大学10号館12階ホール
 （武蔵野市吉祥寺北町3-3-1）

定　員：100名
申込先： http://tamacom.tokyo/pa/

サ  ー ビ ス 業 部会
主　催：三鷹商工会・三鷹ICT事業者協会
　　　　 武蔵野商工会議所サービス業部会ICT

研究会
共　催：成蹊大学

▲

ビジネスチャンスの夕べのご案内
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、恒例と
なりましたビジネスチャンスの夕べ交流会を12月2日
（水）に開催します。
　今年も自社PRタイムを設けますので自社を
売り込み、交流会では、積極的に名刺交換をし、
人脈作りや情報交換の場としてご活用ください。
様々な業種が一堂に集う貴重な機会です。商工会
議所の会員になって良かったと実感していただくた
めにも、今まで事業になかなか参加できなかった
業種の方々、新入会員の方も是非ご参加ください。

日　時：12月2日（水）18：00～
場　所：吉祥寺第一ホテル　8階天平の間
参加費：3,000円／ 1名

報 告

▲

街頭無料相談会を実施
　昨年に続き各士業の先生方による街頭無料相談
会を10月17日（土）に実施しました。当日は事
前予約と併せて多くの相談者が来場しました。当相
談会は、各士業の専門家によるワンストップ相談が
特徴で、相談者は市民や事業者など多岐にわたり
様々な相談事に対し専門の先生方から、適切なア
ドバイスを受けていました。また、今回も各士業に
よる生活に密着したテーマのミニセミナーの開催や
ICT研究会のITよろず相談などを実施し、大変好
評な街頭相談会となりました。

お問合せ サービス業部会（担当：田村）
　　　　　TEL：0422-22-3631
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〈折込み料〉 21,600円 （１回・消費税込み）
〈利用制限〉 １社１枚 A４判まで（A３二つ折り可）

お申込み・問合せは総務課まで 
TEL 0422‒22‒3631 

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封、
会員の皆様にお届けします！チラシ折込サービス
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　建設業部会（五十嵐保部会長）では、9月28日
（月）・29日（火）に１泊研修旅行を実施しました。
　今回は、世界文化遺産に登録されている姫路城
や異国情緒漂う神戸北野異人館街などを視察しま
した。１日目は今年３月に「平成の大修理」を終
え、多くの観光客で賑わう姫路城を見学しました。
その後、六甲ケーブルに乗車し、六甲山上の「天

建 設 業 部会

覧台」から神戸の美しい街並みを楽しみました。
２日目は、まず、灘の酒蔵を視察し、昼食後、神
戸北野異人館街の風見鶏の館などを視察し、帰路
に就きました。
　２日間ともに天候に恵まれ、大変有意義な研修
旅行となりました。

お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）
　　　　　TEL：0422-22-3631

女性会

i nformation

▲
日帰り視察旅行のご案内

　女性会（伊藤隆子会長)では、右記の内容で日帰り
視察旅行を実施します。
　参加募集締切りは11月12日（木）となっています
ので、参加希望の方はお早めにお申し込みください。
　なお、詳細は別途お送りしている案内文書をご覧く
ださい。

開催日：12月3日（木）
行　先：秩父・長瀞方面
 （手すき和紙体験、秩父原木しいたけ狩り　ほか）

募集人数：25名
集合時間：8：00（出発8：15）
集合場所：商工会館前
参 加 費： 女性会会員 6,000円／ 1名
 女性会会員以外 7,000円／ 1名
※ 女性会会員以外の方は、女性会への入会検討を前提としてご
参加いただけます。

お問合せ 女性会（担当：佐藤） TEL：0422-22-3631

部会だより／女性会
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○受付は、武蔵野商工会議所6階となります。
○相談ご希望の方は、中小企業相談所 0422-22-3631までお気軽にご連絡ください。

経営専門相談のご案内
相談項目 相談員 日　時 相談内容

経営全般／
各種融資／創業 経 営 指 導 員 （月）～（金）

9：00～ 17：15

・各種融資相談
  （公庫、公的融資制度、金融機関の斡旋など）
・各種経営支援と相談
　（販路開拓、Webマーケティング、販売促進、
　補助金、事業計画の作成、新規事業開発等）
・創業相談

定 例 相 談 会
（金融・記帳・申告・税務）

税理士、記帳相談員
（記帳、税務、申告）

12月10日（木）
10：30～ 16：30

・個人事業の帳簿の付け方
・所得税、法人税など税務全般

日本政策金融公庫
（金融）一日公庫

12月4日（金）
13：30～ 16：00

・設備資金や運転資金の借り入れ
・借り換えや条件変更など

法 律 弁 護 士 等

※ お申込みをいただい
た後、日程を調整し
たうえで実施します。

※ 相談時間は原則60
分以内とさせていた
だいております。

・ 契約、賃貸等をめぐるトラブル
・労務問題トラブル
・売掛、買掛トラブルなど

税 務・ 会 計 税 理 士 経理、事業継承、法人税・所得税・相続税など

労 務・ 年 金 社 会 保 険 労 務 士 就業規則、退職手続き、労働保険
（労働災害・雇用保険）、年金など

登 記 司 法 書 士 不動産や会社・法人の登記など

許 認 可 行 政 書 士 建設業の許可など各種申請書類の作成など

特許・商標・意匠 弁 理 士 発明・特許・商標などの産業財産権に関す
る取得運用

○相談無料・秘密厳守
○事業者のあらゆる相談を承ります
○武蔵野市内の小規模事業者と商工会議所の会員の方が無料で利用できます
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▲  

第47回全国商工会議所女性会連合会
「石川全国大会」
　10月23日（金）に、いしかわ総合スポーツセン
ター（石川県金沢市稚日野町）にて開催された全国商
工会議所女性会連合会「石川全国大会」に参加しまし
た。当所からは７名の女性会員が参加し、全体では全
国各地から3,200名超の参加がありました。

　大会では、女性企業家大賞授賞式や連合会表彰授
賞式が行われました。その後開催された記念講演会
では、（株）スギヨ代表取締役社長の杉野哲也氏より
「（株）スギヨの経営戦略～ルーツを紐解き将来へ向けて
～」と題して、今日までの（株）スギヨの歩みを踏まえ
て、今後の経営戦略についての講演がありました。

　なお、大会開催日前日には金沢市内を視察後、
ANAクラウンプラザホテル金沢にて行われた懇親会
に参加し、他女性会との懇親を深めました。
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　当所では、パソコン教室を開講しており、多くの受
講者の方から好評をいただいています。
　ワード、エクセル、アクセス、パワーポイント等の
ビジネスに関する講座から、ハガキやブックカバー作
成、デジカメやiPad・iPhone活用など趣味の講座ま
で様々なコースを用意しています。
　また、この教室の特徴としてeラーニングにより画

面に沿って受講者のペースで進めることができるほか、
受講時間も受講者の都合に合わせて予約できます。
　当所会員事業所の方は会員割引価格にて受講できま
すので、この機会に是非お申し込みください。詳細は、
当所ホームページにてご確認ください。教室に関する
お問合せは各教室の専用電話にて受け付けています。

【料 金（税込み）】                                                                  

コース 月4回
コース

月8回
コース

月12回
コース

月16回
コース

月20回
コース

授業料
（1回1,000円） 4,000円 8,000円 12,000円 16,000円 20,000円

機器使用料
（1回200円） 800円 1,600円 2,400円 3,200円 4,000円

教室維持費
（月1,200円） 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

合　　計 6,000円 10,800円 15,600円 20,400円 25,200円

 ※入会（入学）金は不要です。
 ※ 教材費は無料です。（講座開始時に1冊のみ無料でお渡しします。）
 ※「教室維持費」は、インターネット接続料や消耗品代です。
 ※月4回コース以上で、上記以外の回数も承ります。
 ※会員事業所は、上記機器使用料が無料となります。

　　　 【講座内容】

教 養 講 座
（入門レベル）

はじめてのパソコン講座（パソコン入門・保存編集）
インターネット、メール、ワード、エクセル各入門

（活用レベル）
ワード基礎、ワード応用、エクセル基礎、エクセル応用
パワーポイント、アクセス、インターネット活用

趣 味 講 座
（入門レベル）

筆ぐるめ入門、ホームページビルダー入門、デジカメ入門
水彩画入門、ツイッター入門、iPad入門、iPhone入門

（活用レベル）
筆ぐるめ応用、ホームページビルダー応用、デジカメ活用
iPad入門、iPhone入門、Google活用

その他
日商PC検定　文書作成2・3級対策講座、データ活用2・3級対策講座　
日商簿記2級・3級等

※各講座の詳細や最新情報、新規開講講座については　http://www.pcci-school.com/にてご確認ください。

武蔵野商工会議所パソコン教室　
吉祥寺教室
【住 所】吉祥寺本町1-8-22　吉祥寺パレスビル6階
【TE L】0422-27-1633

武蔵境教室
【住 所】境南町2-3-4　五番館ビル5階
【TE L】0422-30-5523

パソコン教室 受講者募集中

Information
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吉祥寺教室 武蔵境教室
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法政大学大学院政策創造研究科　教授　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などを経て、2008年4月より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および同イノベーション・マネジメント
研究科兼担教授。ほかに、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。専門は
中小企業経営論・地域経済論・産業論。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。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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人に優しい経営で、日本一のはんこ屋になった大谷

新潟市の郊外にある亀田工業団地の一角に「大
谷」という社名の企業がある。主事業は印章

の製造販売で、この分野では全国のリーディング企業
である。業績もすこぶる好調で売上高は27億円、経
常利益は約4億円、その売上高対経常利益率は何と
16%だ。依然として、わが国企業の約70%は赤字基
調という中で、驚くべき高業績である。
　同社の創業は昭和26（1951）年、現会長である
大谷勝彦さんの母親が、貧しい暮らしの中、「少しで
も生活の足しになれば」と内職的にスタートしてい
る。母のあまりの苦労を見て育った現会長は、一日も
早く母を楽にさせてあげたいという一心で、進学を断
念。中学校を卒業するやいなや、岩手県の印章メー
カーに修業に出ている。
　厳しい修業の後、故郷に戻り、41年に現在の大谷
を設立。従業員は母親と自分だけで、お店は非常に小
さく、わずか3坪でのスタートだったものの、その当
時から夢だけは大きかった。同業者の会合ではいつも
「日本一のはんこ屋になる」と夢を語り、業界仲間か
らは大ぼら吹きと言われたこともあったという。しか
し、努力と苦労が実り、今や日本屈指のはんこ屋にま
で成長発展している。加えて言えば、同社は障がい者
雇用の面でも、非常に有名な企業で、すでに40年以
上にわたり法定雇用率をはるか上回っている。
　同社の成長発展の要因は多々あるが、ここでは2点
に絞り述べることにする。
　第1点は、同社の掲げた目標が良かったからといえ

る。同社の掲げた目標は3つある。
　具体的に言うと、「お客さまに喜びと満足と感動を
与える職場づくり」「働きがいのある職場づくりと社
員の幸福を目指す」「社会福祉に貢献する集団をつく
る」だ。規模や業績ではなく、こうした目標を高らか
に掲げ、それを実現するための高付加価値経営を、全
社員と協働し、愚直一途に実践してきたことが成功の
要因といえる。
　第2点は、大谷会長の「リーダーシップ経営」であ
る。大企業・中小企業を問わず、自身のリーダーシッ
プを「権威」や「権限」で発揮しようと考える経営者
が少なからず存在する。だが、これは間違いである。
そればかりか、そのような間違ったリーダーシップ経営
を続けていたら、逆に社員の反発心や不信感を増幅さ
せてしまう。社員のモチベーションは低下し、その結果
として業績も低下してしまうことは目に見えている。
　大谷会長は、「自分が社員ならば……」「自分が社員
の家族であるならば……」を、常に肝に銘じ、経営の
軸を「業績」ではなく、「幸せ」に置き、経営を実践
してきた。その例を示すと、「全社員へのガラス張り
経営」「最も快適な空間に快適な社員食堂を設置」「最
も大切な社員の入り口は通用門からではなく玄関か
ら」。さらには「窓もない事務所の片隅にある小さな
社長の席」などだ。大谷会長が、経営者の最大の使命
と責任は「社員のモチベーションを高めること」と考
えていることの証左であろう。

（印章の製造販売）

快進撃企業に学べ

コラム
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FORTE（フォルテ）
【所在地】 〒180-0002　東京都武蔵野市吉祥寺東町1-4-14
　　　　　　　　　　 メイムーン吉祥寺イースト１F
【TEL】 0422-22-7331（代） 
【URL】 http://www.forte-tyo.co.jp 代表　吉岡 康子
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会員事業所の紹介コーナー「会員ズームアップ」にて
紹介する事業所を募集しております。
新しくできたばかりのお店から、長く親しまれている名店まで、「採り上げて欲しい !」という
ご希望があれば、是非当所までご連絡ください。

元気な会社を紹介しています ! !

お問合せ

）課務総 ： 当担（
 0422-22-3631

☎

事業所

会員
ズーム
アップアップ

元

気なな
会会社社を紹紹介介ししま

す
。

　今回は、吉祥寺で20年フレグランスの輸入販売を
続けている「（株）フォルテ(FORTE)」の吉岡康子さん
にお話を伺いました。
　化粧品の輸入・販売は、法改正により並行輸入が可
能となり、小売店でのディスカウント価格競争が始ま
りました。その後、ネット販売業者も増加し、香水の
価値が下がってきたそうです。
　吉岡さんは、価格競争はしたくないという考えから、
有名ファッションブランドの香水ではなく、国内では
取扱いが少なく、海外限定流通でラグジュアリーブラ
ンドとして評価されている商品に移行したそうです。
天然香料を多く使ったもの、限定商品、歴史と伝統を
守り続けている老舗ブランドなど、高いけれど価値の
あるものです。フランスのメーカーで、曾祖父がナポ
レオン３世のために香水を作っていた方が起業された
ところもあるそうです。
　主な商品は、50mlで10,000円～ 20,000円の価
格帯で、現在は、大手百貨店や有名セレクトショップ
にて商品展開をしています。最近は、男性からのニー
ズも高く、メンズ館など男性用のコーナーでの取り扱

いが多くなっています。
　吉岡さんは、日本フレグランス
協会の事務局長としても活躍され
ています。2002年に発足したこの
協会は、フレグランスを日本に浸
透させるため、また、より優秀な
販売員の育成のため活動していま
す。目に見えないものを販売する
難しい仕事なので、プライドを持ってできる環境を
作っていきたいそうです。
　吉岡さんは、「香水とは相手に自分を伝える素敵な
ツールなので、ぜひ興味を持ってトライしてほしい」
と話されていました。初めて挑戦する際は、自分の好
きなものを試しに１つ選び、使い終わる頃に、次の新
しい香りを選ぶというように進めるのもいいそうで
す。好みだけでなく、季節や用途によっても変えてみ
たり、販売員に相談しながら選んでください。皆さん
も気軽に始めてみてはいかがでしょうか。

（担当:小林・佐藤）

コラム

香水─
相手に自分を伝える素敵なツール
価値あるものを選りすぐって
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LOBO
調  査 早期景気観測

 9月の全産業合計の業況DIは、▲17.3と、前月から
▲2.4ポイントの悪化。ただし、「好転」から「不変」
への変化も押し下げ要因となったことに留意が必要。
好調な観光関連の牽引が続く中、住宅投資に加え、公
共工事にも持ち直しの動きがみられる。他方、価格転
嫁の遅れや人手不足、人件費の上昇が足かせとなる状
況に変わりはなく、台風や大雨など天候不順の影響も
あって、中小企業の景況感は地域・業種などによって

ばらつき、一進一退の動きが続く。先行きについては、
先行き見通しDIが▲16.5（今月比+0.8ポイント）と
横ばい圏内の動き。観光需要の拡大や住宅・設備投資
の回復、公共工事の持ち直しなどへの期待が伺える一
方、家計負担の増大が消費者マインドを下押しする中、
消費低迷の長期化を懸念する声も聞かれる。加えて、
コスト増加分の価格転嫁や人手不足などへの対応が遅
れる企業では、先行きに対して慎重な見方が続く。

業況ＤＩは、一進一退。
先行きも慎重な見方続き、横ばい圏内の動き

　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 17.3 ▲ 17.3 ▲ 16.1 ▲ 24.0 ▲ 24.8 ▲ 8.7

関　東
▲ 16.5 ▲ 14.5 ▲ 22.3 ▲ 25.5 ▲ 22.4 ▲ 2.9

　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 16.5 ▲ 14.4 ▲ 14.0 ▲ 19.3 ▲ 26.9 ▲ 9.8

関　東
▲ 15.9 ▲ 18.0 ▲ 18.4 ▲ 15.2 ▲ 23.5 ▲ 5.9

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 27 年 10月25日現在）

部　　会 食  品 飲  食 商  業 工  業 建  設 サービス 金  融 合  計 

会 員 数 296 397 694 114 204 978 62 2,745

市内事業所数 539 1,394 1,589 144 461 3,277 134 7,538

▼前年同月比

▼先行き見通し : 2015 年 10月～ 2015年 12月

Lobo調査とは……
全国の399商工会議所が2558業種
組合等に対してヒアリングを行い行況
等を調査した結果です。

DI 値（景況判断指数）
 について

DI 値は、業況などの各項目に
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・弱気などの景気感の
相対的な広がりを意味する。

 2014 年 9月 : 2015 年9月

割　合 （%） 54.9 28.5 43.7 79.1 44.3 29.9 46.3 36.4
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0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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健康
コラム

H e a l t h  c o l u m nH

多摩東部地域産業保健センター
〒181-0013　東京都三鷹市下連雀3-38-4　三鷹産業プラザ404

TEL  0422-24-6906　　FAX  0422-24-6908　　E-mail  sanpo@kind.ocn.ne.jp
※ 当センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、
労働安全衛生法で定められた保健指導など一定の産業保健サービスを無料で提供しています。

　　　　

15

News Letter　むさしの
Vol.509

コラム

　脳卒中は1960年代から1970年代にかけて日
本人の代表的な死亡原因でした。それが現在では
死亡原因の第4位にまで減っています。死因とし
て脳卒中は減っているのですが、逆に発症数は
近年増加しています。2008年の脳卒中（脳出血
や脳梗塞・くも膜下出血）の総患者数は133万
9,000人であるのに対し、2020年には約300万
人に達すると想定されています。これは日本人
の43.2人に１人が脳卒中に罹患したことがある
という数字です。そして、脳卒中を発症した方
の62%が要介護状態になると推定されています。
この数には圧倒されますし、対策の必要性を感じ
ます。また、どのタイプの脳卒中が多いかという
と、2005年の統計では脳梗塞が78％、次に脳
出血が15.5%、くも膜下出血が6.5%と脳梗塞が
圧倒的に多く発症していました。
　では何が、脳卒中を起こすのでしょうか？「秋
田県脳卒中の会」から詳細な検討が発表されてい
ます。図１をみると、避けることのできない危険
因子と避けることのできる危険因子とがあること

脳卒中予防を考える

がわかります。年齢、これはいかんともし難い
もので70歳以上の高齢者では40代の10倍以上
のリスクです。一方、高血圧症は軽症の高血圧
(140-159/90-99 mmHg)でも3.7倍、収縮期圧
180以上もしくは拡張期圧110以上といった重
症高血圧症では、年齢による危険度を大きく超え
る16倍の危険度を示しています。また、メタボ
リック症候群における検討（図2）では危険因子
の増加につれて、心臓病・脳卒中の頻度が増加す
ることがわかっています。ですから、血圧・糖尿
病・不整脈・喫煙など、どれか一つを改善するの
ではなく、包括的に治療する事が必要であること
がわかります。
　脳卒中予防に最も重要なのは高血圧対策です。
もし血圧の上昇があれば、できるだけ早く治療に
結びつけ、良い血圧にコントロールするのが何よ
り大切です。皆さんも、自分の血圧を知り、また
その他の危険因子を知り、脳卒中の予防に役立て
ていただけましたら幸いです。
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