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第 12 回 Musashino ごちそうフェスタ開催
会員限定 WEBセミナー スタート
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昭和31年9月　三鷹操車場脇　　撮影／株式会社らかんスタジオ  鈴木育男

FBページ開設しました！
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会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）をスタートしますをスタートします会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）をスタートしますをスタートします会員限定WEBセミナー（無料）をスタートします

武蔵野商工会議所会員の皆様へ

　12月より、いつでも、どこでも、好きなだけご利用いただける「会員限定WEBセ
ミナー（無料）」を当所ホームページ上にて公開しています。経営上のお悩みに応じて、
様々なコンテンツを用意しておりますのでご活用ください。なお、詳細については同封
の折込チラシでご確認ください。 
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Report / Information

リポート
Report

　11月23日（水・祝）、第12回Musashinoごちそう
フェスタ（金子正雄実行委員長）の主要イベントとし
て、東急百貨店吉祥寺店北側広場にて「物産・逸品市」
（前田秀樹イベント分科会委員長）を開催しました。
　当日の開会式では、稲垣会頭挨拶、来賓挨拶、前田
イベント分科会委員長の事業説明等があり、午前10
時、金子実行委員長の力強い開会宣言とともに、物
産・逸品市が始まりました。
　会場には、武蔵野市ならではの物産・逸品を扱う市
内の19の商店等が軒を並べ、自慢の商品の数々を紹
介しながら販売しました。ほかにもJA東京むさしに
よる「地産・地消武蔵野の野菜」コーナーや、今回よ
り復活したイベントロゴ入りの「チャリティー林檎販
売」、地域ブランドとしておなじみになった「武蔵野
地粉うどん」コーナーなどが並び、大勢の参加者でに
ぎわいました。
　市内の小学生ファミリーが中心となって育てた
「チャリティー大根販売」では、子どもたちの元気な
声が飛び交い、並べられた大根は午前中に完売しまし

た。今回提供数をふやした「武蔵野地粉うどん」の実
食販売も、市内産の地粉を配合した麺と市内産の朝採
れ野菜による糧（かて）を使い、調理には市内蕎麦・
うどん店（東京都麺類協同組合武蔵野支部）のご協力
をいただくというこだわりの一杯で、あたたかい名物
を求める行列は絶えることなく、こちらも早々に完売
となりました。
　市の健康課と環境政策課が合同で行った食育ブース
では、「食とエネルギーの地産地消」をテーマに、毎
年好評の食育クイズのほか、初の試みとして家庭用廃
油回収を実施しました。子どもからお年寄りの方まで
多くの参加があり、食育への関心の高さを反映する結
果となりました。
　当日はおおむね天候にも恵まれ、午後４時、原田副
会頭の閉会宣言により、物産・逸品市は大盛況のうち
に終了しました。なお、チャリティーの収益は東日本
大震災の復興・復旧支援を目的に武蔵野市の姉妹友好
都市である岩手県遠野市へ寄付します。

第12回 Musashino ごちそうフェスタ
物産・逸品市開催される

物産・逸品市の様子 大人気のチャリティー林檎 朝採れ野菜即売、地粉うどんで賑わう会場
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　11月15日（火）に武蔵野商工会議所、三鷹商工
会、小金井市商工会の3団体協働により、武蔵野エリ
ア産業フェスタを吉祥寺東急REIホテルにて開催しま
した。製造業等46社、支援団体12社が出展し、当
所からは、20社が出展しました。
　ビジネスマッチングをメインとしたフェスタでは、
今回も多摩信用金庫の協力を得て、発注企業の発掘、
受注企業と発注企業の商談46件をコーディネート
できました。終了後、「多くの会社と名刺交換ができ
た」、「来年も必ず出たい」との声が聞かれました。
　当日は、一般の来場者も楽しめるように、東京大
学大学院 情報学環／総合文化研究科 准教授 金子知
適氏による『人工知能とコンピュータ将棋』、NTT未
来ネット研究所 企画部長 吉野修一氏による『IoT社
会の実現に向けたキーテクノロジーの方向性』、政策
研究大学院大学 名誉教授 橋本久義氏による『2017
年は酉（とり）騒ぐ－波乱万丈－』の講演があり
ました。また、開会式の司会である村上信夫氏（元
NHKエグゼクティブアナウンサー）による参加型
ワークショップ『商談に役立つ!!聴く力アップ』も行
われ、いずれも興味深いお話で、参加者は聴き入っ
ていました。
　そのほか、日本電信電話㈱によるモバイルガジェッ
ト「ぶるなび」、㈱MTMシステムズによる「植物工
場の自動栽培・収穫」デモンストレーションが行われ
ました。当日は約600人以上の来場があり、会場は
大変賑わいました。

Report

第6回 武蔵野エリア産業フェスタ
開催される!!

【展示会・商談交流会来賓者】

 武蔵野市長 邑上守正様、三鷹市長 清原慶子様、小金井市長 
西岡真一郎様、武蔵野市議会議長 深沢達也様、三鷹市議会
議長 後藤貴光様、衆議院議員 伊藤達也様、土屋正忠様代理 
土屋ゆう子様、都議会議員 島崎義司様、吉野利明様、中村
ひろし様、木村基成様、多摩信用金庫理事長 八木敏郎様、
常務理事 加幡英雄様

　当所が幹事を務めての開催は、今回で最後になりま
す。次年度からは、小金井市商工会が幹事になり開催
する予定です。

NL12_cs5.indd   3 17/01/17   13:15



地域情報
Area news
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平成29年 新春「第11回武蔵野吉祥七福神めぐり」

　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。是非、ご参加ください。

平成29年  会員新春のつどい
平成29年1月13日（金）　　吉祥寺第一ホテル

○期　日　平成29年１月13日（金）
○時　間　17：00～
○場　所　吉祥寺第一ホテル　8階　天平
○申　込　 所定用紙（会報11月号に折込）に必要事項を

ご記入のうえ、FAX等でお申込みください。

申込受付中!!

　毎年恒例となりました武蔵野吉祥七福神めぐりを平
成29年1月1日から7日までの期間開催します。井
の頭弁財天、杵築大社、延命寺、大法禅寺、安養寺、
武蔵野八幡宮に祀られている6寺社七福神をめぐる
コースです。色紙に御朱印を受けながら各寺社をめぐ
るのがおすすめです。
　徒歩でゆっくりとまわるも良し、特別バスを利用し
てまわるも良し。子供からお年寄りの方まで、それぞ
れのペースで、地域の自然・文化・歴史に触れ、食事
やショッピングを楽しみながら参拝できるコースと
なっています。
　新たに、お子様（中学生以下）も一緒に楽しんでい
ただけるよう、子供を対象にしたスタンプラリーを実
施し、すべての寺社でスタンプを集めるとベジ福神
キャラクター特製クリアファイルをプレゼントする企
画を行います。その他、新グッズ「ベジ福神手ぬぐ

い」の販売のほか、縁結びや出会いのパワースポット
があります。寺社によって、南京玉すだれ・紙芝居の
ミニイベントや甘酒サービスもありますので、新年よ
りご参加いただき皆さんでお楽しみください。詳細
は、同封の折込チラシでご確認ください。

　実施期間：1月1日（元日・日）～ 7日（土）
　参拝時間：9：30～ 16：30

　※吉祥寺駅北口前発の特別バスは、
　　10：00～ 13：00の30分間隔で運行。
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新入会員 の紹介 10/16
〜
11/15

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成28年度の入会目標件数を150件として加入促進活動を
行っています。そのうち、部会全体の目標件数は95件です。
　12月末時点で目標件数を達成した部会には報奨金を進呈します。 各部会の目標件数と現在の勧誘数は、
下記のとおりです。
　会員の拡大は、組織基盤強化のために必須のことですので、引き続き、皆様のご協力をお願いします。

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い

部会名 食品 飲食 商業 工業 建設 サービス 金融 合計

目標数 8 18 17 14 11 17 10 95

11/15現在 2 17 10 6 11 22.5 22 90.5

事業所名 業　種 地　区 所属部会

BAR ひで 飲食店 吉祥寺地区

飲食業部会土屋 恵彦 飲食 地区外

（資）山新商店 酒類販売及び飲食業 地区外

TOTO（株） 東京支社 西東京支店 三鷹営業所 住宅設備製造販売 地区外 工業部会

（株）ヤマト建設 建設業 吉祥寺地区
建設業部会

（株）グランサム 住宅総合リフォーム業 中央地区

emotionS Dance Studio ダンススタジオ 中央地区

サービス業部会

一般社団法人 武蔵野市観光機構 観光業 吉祥寺地区

（株）モンマーク ドメイン取得・ウェブサイト制作 武蔵境地区

教育応援プロジェクトBISA BISA 語学教室・算数教室 吉祥寺地区

佐藤創作デザイン事務所Gerbera 経営コンサルタント+デザイン 吉祥寺地区

川﨑啓税理士事務局 税理士 吉祥寺地区

（株）ハッピーコンビ 中小企業支援サービス 地区外

須藤特許事務所　吉祥寺オフィス 特許、商標、知的財産 吉祥寺地区

NL12_cs5.indd   5 17/01/17   13:15



Information

Information

6

News Letter　むさしの
Vol.522

Information

　当所では、新たな会員サービスとして、会員である
右記の企業と葬祭事業に関する会員サービスの提携を
行いました。
　弔事に関し、会員とその従業員、ご家族が利用する
場合、各種サービスについて会員価格が適用されます。
　割引、サービス内容については各社で異なりますの
で、ご利用に際しては必ず当所の会員である旨を告
げ、各社窓口までお問合わせ、ご相談ください。

　武蔵野商工会館の駐輪場ご利用についてのお願いです。当会館１階にある駐輪場は、商工会議所独自
のものではなく、当会館をご利用の皆様が使用するものです。そのため、当所の会員であっても、当会
館へ御用のない方は、ご利用いただけないものとなっています。スペースに限りがありますので、会員
の皆様にはどうぞ趣旨をご理解いただき、より良い会館運営にご協力をお願いします。

新規会員優待サービスについて

武蔵野商工会館駐輪場ご利用についてのお願い

提携先（12月10日現在）
●㈱あさの 0120-47-5000
　三鷹市井の頭2-8-2
●㈱日典 0120-245-210
　三鷹市野崎2-5-5
●㈱セレモア
　立川市柏町1-26-4（総本社） 042-534-1111
　三鷹市新川5-16-10（三鷹支社） 0422-41-1121
　武蔵野市吉祥寺本町2-3-1（東急百貨店　吉祥寺店）
  0422-22-1121

当所Facebookページを公開しています

　当所では、８月よりFacebookページを公開しています。
Facebookページは会報誌やホームページでは紹介しきれ
ないお知らせ、イベント、関連情報などをタイムリーに発信
していきます。皆様の「いいね！」をお待ちしております。

　URL：https://www.facebook.com/musashinocci/

当所では、年末年始の業務を以下のとおり休業させていただきます。何か
とご不便をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いします。
なお、新年は平成29年1月4日（水）より通常の業務を行います。

休業期間　平成28年12月29日（木）～平成29年1月3日（火）

年末年始休業のご案内
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飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：伊野瀬）

食  品 業 部会 お問合せ 食品業部会（担当：佐野）
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部会だより 

部 会 だ  よ り 各部会・女性会・異業種交流プラザへのお問い合わせは
武蔵野商工会議所 まで。こちら 0422-22-3631TEL

i nformation

▲

武蔵野吉祥七福神めぐりのご案内
　輝ける年の初めに地元の「武蔵野吉祥七福神め
ぐり」を実施します。
　一般のコースとは別に当部会独自のコースを巡
り、祈願します。
　七福神めぐり終了後は、懇親会を開催予定です。

日　時：平成29年1月5日（木）14：30集合
集合場所：武蔵野商工会館前
参加費：1名　5,000円（色紙セット代、懇親会費込）
定　員：20名（先着順）

i nformation

▲

武蔵野吉祥七福神めぐりのご案内
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、今年度も
武蔵野吉祥七福神めぐりを行います。新たな1年
の商売繁盛、開運祈願に是非ご参加ください。七
福神めぐり終了後、懇親会も実施します。
　日程は右記のとおりです。参加費等の詳細は、
別途送付するご案内を確認のうえ、お申込みくだ
さい。

日　　程：平成29年１月5日（木）
集合時間：12：20集合（12：30のバスに乗車します）
集合場所：吉祥寺駅北口前
 （サーティワンアイスクリーム横、期間中は

のぼりが出ます。）

申込み締切：平成28年12月26日（月）まで

※ バスは期間中運行している特別バスを利用します。

食品業部会（寺岡芳雄部会長）より恒例の〈七福神めぐり〉と〈初詣〉のご案内です。
皆様のご参加をお待ちしております!

参加希望者は、電話又はFAXにてお申込みください。

▲

三峯神社初詣のご案内
　今回は関東最強のパワースポットととしても名
高い三峯神社を参拝します。
　参拝後は酒蔵を訪問予定です。詳細は別途ご案
内をお送りします。

日　　程：平成29年1月27日（金）
集合場所：【武蔵境】三輪商店前（境1-4-9）
  （7：20集合）

 【吉祥寺】武蔵野商工会館前
  （7：50集合）

定　　員：25名（先着順）
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お問合せ 商 業 部 会（担当：小泉）商 業 部会  

部会だより

報 告

　建設業部会（五十嵐保部会長）では、11月9
日（水）に今年度の厚生事業として三崎フィッ
シャリーナ・ウォーフ「うらり」、大自然超体感
ミュージアム「Orbi（オービィ）横浜」をめぐ
るバス旅行を実施しました。
　午前中は「うらり」にて、水中観光船「にじい
ろさかな号」に乗船した後、直産センターでの
買い物を楽しみました。その後、「うらり」の程
近くにある「三崎館支店 香花」にて昼食をとり、
午後は横浜へと移動しました。横浜では、「Orbi
（オービィ）横浜」にて映像による自然体験を楽
しみ帰路につきました。

お問合せ サービス業部会（担当：田村）サ  ー ビ ス 業 部会

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）

　当日は天候に恵まれ、部会員同士の親睦を深め
る絶好の機会となりました。
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日　時：平成29年2月1日（水）
場　所：ヤマト運輸羽田クロノゲート
募　集：30名（定員を超えた場合のみ抽選）

i nformation　

▲

視察研修のご案内
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、今年度
も視察見学会を右記のとおり実施します。
　詳細が決まり次第、FAX又は郵送にてご案内
します。

i nformation　

▲

武蔵野吉祥七福神めぐりのご案内
　商業部会（西宮忠部会長）では、今年度も恒例
の武蔵野吉祥七福神めぐりを行います。新たな
１年の商売繁盛、開運祈願に是非ご参加くださ
い。日程等は右記のとおりです。詳細は、別途ご
案内します。
※貸切バスで移動。交流会、レクリエーションあり。

日　程：平成29年1月6日（金）
集合時間：10：00
集合場所：武蔵野商工会館前
参加会費：3,000円（お一人）

NL12_cs5.indd   8 17/01/17   13:15



工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：佐伯）
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異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当：澤畑）

報 告

▲
日帰り視察研修 実施される

　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、11月17
日（木）に毎年恒例の日帰り視察研修を実施しました。
　研修当日は23名が参加し、貸切バスで山梨へ向か
いました。
　今回は、山梨県北杜市に所在するサントリー天然
水 南アルプス白州工場敷地内にある、世界でも珍し
い森の蒸留所「サントリー白州蒸留所」をメインに、
同市内にて、世界中の厳選した豆のみを使用した逸品
のコーヒーが堪能できる「ケルンコーヒー」、嘉永元
年に創業の八ヶ岳の湧水を醸した生粋の蔵元「谷櫻酒
造」の３箇所を視察しました。
　白州蒸留所では1973年（昭和48年）の開設以来、
ウイスキーを作り続けており、仕込みから貯蔵までの
製造工程を間近で見学した後、ウイスキーの試飲も行
いました。
　敷地内には、白州のウイスキーを堪能できるバーや
博物館、ファクトリーショップなども併設されてお
り、芳醇な香りに包まれながら、ウイスキーの歴史や

商品開発の経緯について見識を深めました。
　また、ケルンコーヒーでは、豆の種類や原産国に
よって異なる特徴、焙煎の行程等に関する説明を受け
ながら設備を見学したほか、谷櫻酒造では歴史ある酒
蔵や醸造の工程を見学し、最後に日本酒の試飲も行い
ました。
　現地は紅葉シーズンということもあり、多くの観光
客が行き交い賑わいに包まれており、天候にも恵ま
れ、紅葉色づく秋の山梨で、プラザ会員同士大いに親
睦を深めることができました。

報 告

▲

産業交流展2016開催される
　工業部会（林敏雄部会長）では、産業交流展
2016（10月31日（月）～ 11月2日（水）・東
京ビッグサイト東5～8ホール）に、部会員企業
7社（㈱インテリジェンス・ワークス、㈱シモヤ
マ、セキュマーク・ジャパン㈱、㈱竹内製作所、
㈱テクアルファ、㈱トランスペース、リードエン
ジニアリング㈱）が、自社製品を出展しました。

　本年度も稲垣会頭が幹事を務め、初日の開会式
にてテープカットを行いました。当日は、多くの
関係者の方にご来場いただきました。 
　4小間の出展ブースは、当所会員で専門業者の
㈱ケイエスケイプランニングにより充実したブー
スに仕上がりました。来年度以降も引き続き、展
示会へ出展します。

部会だより / 異業種 
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商工共済「むさしの」 武蔵野商工会議所 生命共済制度

■   １口50万円の死亡・高度障害保障で、５口までご加入いただけます。
月額掛金は1口800円から5口4,000円となります。

■   病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

■  1年ごとの収支決算で剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

■  医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます。）

■  当所独自の給付制度（見舞金、祝金）の支払いがあります。
    【災害通院、病気入院見舞金、成人･結婚･出産･70歳満期祝金】

武蔵野商工会議所　共済制度事務局
Tel：0422-22-3631　e-mail：webinfo@musashino-cci.or.jp 

法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金算入できます。
 （法人税基本通達9-3-5）
個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。
 （直審3-8）

福祉団体定期保険引受保険会社／アクサ生命保険株式会社

商工会議所独自の給付制度
（見舞金・祝金制度）

　武蔵野商工会議所会員の役員・事業主・従業員（家族従業員を含む）で平成28年5月1日現在年齢が14歳
6ヵ月を超え70歳6ヵ月までの方で、加入（増額）することに同意した方が加入できます。ただし、60歳
6ヵ月を超える方の継続加入は2口まで、新規加入は1口を限度とします。

「記載の内容は生命共済制度の制度内容の一
部を記載したものです。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。」

入院給付金付災害割増特約・
ガン死亡特約付福祉団体定期保険

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

+

会員事業所のみ
ご加入になれます

お問合わせ
資料のご請求

歳満期祝金】

制
度
の
特
色

女性会 お問合せ 女性会（担当：佐藤）

報 告

▲

日帰り視察旅行実施
　女性会（伊藤隆子会長）では、11月17日（木）に
鎌倉・横浜方面への日帰り視察旅行を実施しました。
　まず、鎌倉に向かい、鶴岡八幡宮にて正式参拝を行い
ました。鶴岡八幡宮を参拝後に、小町通りを散策しまし
た。その後、昼食場所の「華正樓　鎌倉店」に移動し
て昼食をとり、昼食後には高徳院を見学しました。そし
て、最後に横浜に移動し、横浜赤レンガ倉庫にてショッ
ピングを楽しみ帰路につきました。
　当日は天候に恵まれ、会員同士の親睦を深める絶好
の機会となりました。
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新入会員紹介

代表者 ● 松岡　邦幸
所在地 ●〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7

プレイス吉祥寺ビル3階・4階
TEL ● 0422-29-7555 FAX● 0422-29-7556
e-mail ● place@place-gr.co.jp
URL ●  http://www.place-gr.co.jp

代表者 ● 石井　美夏
所在地 ●〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-8-3

三松ビル5Ｆ
TEL ● 0422-28-2033 FAX● 0422-28-2032
e-mail ● mikaishii@mika-clinic.com
URL ● http://www.mika-clinic.com

プレイス株式会社

不動産売買・買取り・コンサルティング・管理
のご相談は、第一ホテル前のプレイスへ！

　こんにちは。プレイス株式会社
です。弊社は、不動産の売買仲介・
コンサルティング・買取分譲・リ
フォーム・リノベーションを中心に、不動産管理ま
でを行う総合不動産会社です。地元密着で敷居の低
い不動産会社です。皆様の身近な不動産窓口として
ご利用いただければ幸いでございます。ちょっとし
た疑問、些細なご相談もお気軽にご相談ください。
　査定・ご相談は無料です。査定から相続、税金、
借地、底地、有効利用まで。

医療法人社団　華仁会
美夏クリニック

女性たちを健康で美しく支えたい。

　女性のための美容外科・形成外科・皮膚科のク
リニックです。医師もスタッフもママさんが多い
のが特長です。
　外から見える悩みに対応します。瞼の形やでき物
には手術が可能ですし、たるみやしわには注入治療
ができます。レーザーなど機械も多種準備しており
ます。漢方や皮フ科のぬり薬処方、ケガをした場合
の縫合など保険診療しています。
　10年以上御家族でおいで下さ
る地域密着型のクリニックです。

新入会員
　　 紹介

新入会員を対象としたPRスペースを設けています。毎月10日発行の会報誌は、会員
企業・団体・報道機関等約2,500社にお届けしています。自社の製品やサービスをPR
してみませんか？ 費用は一切かかりませんので、是非ご活用ください。

お問合せ 総務課

代表者 ● 服部　秋浩
所在地 ●〒180-0006 武蔵野市中町2-26-4
TEL ● 0422-57-4130 FAX● 0422-57-4130
e-mail ● info@wasabi-artsalon.jp
URL ● http://www.wasabi-artsalon.jp

代表者 ● 加藤　秀紀
所在地 ●〒180-0006 武蔵野市中町1-22-4

ベルジュール武蔵野中町2F
TEL ● 0422-38-5770 FAX● 0422-38-5771
e-mail ● tokyo@grandsum.jp
URL ● 現在制作中、１２月中旬完成予定

アートサロン和錆

アニメの街武蔵野市にあるギャラリーカフェで
癒しの一時をお過ごしください。

　アニメーションや映画の貴重な原画、資料、アー
ト作品を眺めながらお茶を楽しめる「アニメの街
武蔵野市」ならではのギャラリーカフェ。地元アー
ティスト〈水森亜土〉やサンリオ契約アーティスト
〈ムライタケシ〉、スタジオジブリ所属の作家による
原画作品やグッズなども常設で展示販売しています。
　カフェスペースでは自慢のメキシカンフードのメ
ニューに加え、定期的にお手軽英
会話 ENGLISH CAFE やアニメー
ション制作教室を開催しています。

株式会社　グランサム

メーカーとのプライベ―トブランド契約で、高
品質塗料での塗替提案が主軸の会社です。

　社名の「グランサム」とは集大成の意。縁あって出
会えたお客様が、喜んで幸せになっていただく事で、
そこに携わる社員・職人はじめ全ての人が、その仕事
を通じて幸せになれる会社を目指しています。建設業
界に長く携わり、身に付けた経験をもとにその仕組み
を構築し、共有できる４人で立ち上げました。武蔵野
発の新しい風をこの業界に吹
き込んで、思いを広げていき
たいです。お住まいの修繕事
ならお気軽にご相談ください。
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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。他に、人を大切にする経営学会会長
はじめ、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

栃木県小山市の郊外にメルテック株式会社という

中小企業がある。主事業は焼却灰の溶融リサイ

クル事業で、人工骨材やメタルの再生販売などを手掛

けている。現在、社員数は42人、売上高は約18億

円である。業績もすこぶる順調で、わが国の中小企業

の約70％が赤字経営に悩まされている中、同社の直

近の売上高経常利益率はなんと15％超である。

　同社の前社長で、現在は顧問である山内利秋氏から

熱いメールをいただき、先般、社会人大学院生数人と

一緒に同社を訪問してきた。同社に到着しまず驚いた

ことは、焼却灰の処理工場とは思えないほど、敷地全

体に5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）が行き

届いた美しい工場であったことだ。また駐車場から本

社事務所の玄関までの通路の両サイドには、美しい花

が咲き誇った花壇が多数設置されていた。

　より驚かされたのは、玄関に入ったときで、ごみ一

つ落ちていない5Sの行き届いた事務所であることは

もとより、私たち全員の名前が記された手書きのウエ

ルカムボードがあったことだ。私たちが玄関に入る

や、事務所スタッフ全員が立ち上がり、ニコニコ顔で

私たちを迎えてくれたのである。筆者のこれまでの

7500社以上への企業訪問研究の結果からあえて言え

家族や友人に誇れる会社づくりで変わった『メルテック』

ば、「『いい会社』は入った瞬間、空気で分かる」「社

員の顔つき・目つきはうそをつかない……」であり、

同社は詳細を聞かなくても『いい会社』であった。

　それから２階の会議室で、有瀬豊彦社長や山内顧問

をはじめ、管理職の方々から興味ある話を聞かせてい

ただいた。それは同社が８年前まではほぼ毎年赤字、

もしくは１％以下程度の利益率の会社であった。敷地内

も現在とは真逆の５K(危険・汚い・きつい・暗い・臭

い）状態。職場内もアットホームとは程遠く、ギスギス

感が漂う、まさにブラック企業であったというのだ。

　こうした状況であったこともあり、前株主は見切り

をつけ、現株主に事業を売却したのである。そして、

現株主企業から再建社長として派遣されたのが、現顧

問の山内氏であった。山内氏は、社長に就任するや、

「家族や友人に誇れる会社づくり」を基本方針に掲げ、

そのために、まずは「社員とその家族を最重視した経

営の実践」と「美しい6S（5S＋習慣）職場づくり経

営の実践」を率先して進めていく。その詳細をここで

述べる紙面的余裕はないが、その結果を言えば、それ

以来、増収増益を続ける企業に変身したのである。こ

うした現実を見ると、企業の盛衰は全て経営者の考え

方・進め方次第といえる。

連載
快進撃企業 に 学べ
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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、「取り上げて欲しい !」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

　今回は、今年の2月に開店した「吉祥寺隠れ家サ
ロン　CAMI」の代表取締役　久保木由佳さんにお話
を伺いました。現在の場所にサロンを出店した理由
は、個性的なお店や自然が多い吉祥寺が、新しいジャ
ンルでお客様に癒しを与える「吉祥寺隠れ家サロン
CAMI」のイメージにぴったり合ったからとのこと。
　このサロンの最大の特徴は、ヨガとアクセスバーズ
を融合したオリジナルメソッド「ヨガバーズ」を受け
ることができる点です。なお、アクセスバーズとは、
頭の32のポイントに触れ、不要な思考をクリアにす
る『脳のデトックス』と言われるアメリカ発祥のエナ
ジーワークです。
　働き盛りの年齢の方々を中心に、ストレスに起因す
る睡眠に関する悩みを抱えているケースが多く、それ
が体の様々な不調につながっています。ヨガバース
は、ヨガの呼吸法とアクセスバーズの脳のデトックス

セラピー効果によって、自律神経のバランスを整え、
『質のいい睡眠状態』を体感することができます。そ
のほかには、ダイエットや健康的な身体作りに効果的
な燃焼マッサージメニューも用意されています。
　サロンは完全予約制でプライベートな空間になって
おり、室内は優しい水の音とアロマの心地よい香りに
包まれ、視覚と聴覚、嗅覚に癒しを与えてくれます。
プライベートな空間のため、女性はもちろんのこと男
性も気兼ねなく利用することができます。実際に男性
のお客様も多いそうです。また、お客様同士の交流も
盛んで、お客様間で新たなビジネスチャンスの機会が
生まれることもあるそうです。
　「吉祥寺隠れ家サロン　CAMI」で、普段忙しい自
分とゆっくり向き合う時間を作ってみてはいかがで
しょうか。

（取材担当：佐藤・井上）

㈱CAMI
吉祥寺隠れ家サロン CAMI

代表　久
く

保
ぼ

木
き

 由
ゆ

佳
か

〒180-0002　武蔵野市吉祥寺東町1-4-14-601
TEL：0422-27-5395
URL：http://cami.holonicjapan.com
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LOBO
調  査 早期景気観測

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

全　国
▲ 25.5 ▲ 12.9 ▲ 18.1 ▲ 29.0 ▲ 47.6 ▲ 20.7

関　東
▲ 24.1 ▲ 13.0 ▲ 6.8 ▲ 28.8 ▲ 44.2 ▲ 28.8

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

全　国
▲ 22.6 ▲ 15.7 ▲ 16.8 ▲ 24.9 ▲ 38.6 ▲ 18.1

関　東
▲ 20.6 ▲ 13.0 ▲ 1.9 ▲ 28.8 ▲ 38.8 ▲ 24.3

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 28 年 11月15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 272 414 698 115 207 1024 70 2800

市内事業所数 526 1371 1629 140 385 3217 103 7371

▼前年同月比

▼先行き見通し : 2016 年 11月～ 2017年 1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。

割　合 （%） 51.7 30.2 42.9 82.1 53.8 31.8 68.0 38.0%

　10月の全産業合計の業況DIは、▲25.5と、前月
から+2.3ポイントの改善。住宅など民間工事や公共
工事が持ち直したほか、自動車や電子部品の関連業種
で堅調な動きを指摘する声があった。他方、個人消費
の低迷が続くなか、人手不足や最低賃金改定による人
件費の上昇、9月の天候不順を背景とした農水産物の
価格高騰が、小売業、飲食業の業況感を悪化させるな
ど、中小企業のマインドは依然として鈍く、一進一退
の動きとなっている。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲22.6（今

月比+2.9ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」
から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ば
い。住宅投資や公共工事の増加、年末年始の商戦を契
機とする消費拡大への期待感がうかがえる。一方、消
費の一段の悪化、円高や海外経済減速の長期化を懸念
する声は多く、人手不足や人件費の上昇などの課題を
抱える中小企業においては、先行きへの慎重な姿勢が
続く。

業況DIは、一進一退。先行きは持ち直しを見込むも、
慎重な姿勢崩れず

 2015 年 10月 : 2016 年10月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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※ 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。

　脂質異常症とは高LDL-コレステロール（C）血症、高トリグリセライド（TG）血症、低
HDL-C血症など血中の脂質の異常をきたす生活習慣病で、動脈硬化の重要な危険因子です。
動脈の壁にLDL-Cが沈着し、血管の内膜が肥厚し（プラークといいます）やがて炎症や酸化
ストレスでプラークが不安定となって破たんすると、いわゆる血栓ができて動脈をふさいでし
まいます。こうして心筋梗塞や脳梗塞を発症するわけです。これらの動脈壁の変化や血栓形成
には高血圧、喫煙、糖尿病などの様々な因子が影響を与えるので、動脈硬化の予防には脂質異
常症の管理だけでなく、ほかの危険因子を含めた包括的な管理が重要となってきます。脂質異
常症の対策としての生活習慣の改善とはこれら危険因子に対する対策でもあります。

1．禁煙、受動喫煙の回避
2．食事療法
3．運動：一日30分以上の有酸素運動

　食事療法については適正なカロリー摂取（標準体重の維持）、動物性脂肪や卵黄の摂取をお
さえ、魚類 豆類 野菜 海藻類を摂る、減塩、過剰なアルコール摂取は控えるなどがあげられま
す。また摂取する脂肪の種類についても飽和脂肪酸、トランス脂肪酸を制限すべきとされます。
　ただ毎日の食事のこと、あまり杓子定規に考えるといやになってしまいます。卵、魚卵といった
高コレステロール食品を毎日は摂らないようにして、伝統的な日本食が中心の食生活をなるべく心
がけ、脂肪摂取量が多くならないようにすれば、あまり神経質にならなくても良いかもしれません。
　よく毎日いくつも卵を食べていたが健康で長生きした人がいるとか、日本人は欧米人に比べ
て心筋梗塞の発症は少ないので、コレステロールについてはさほど注意は必要ないという意見
を聞きます。たしかに血中コレステロールが正常な方では、高コレステロール食品を食べても
血中コレステロールには影響しないのですが、LDL-Cが高い人については食事中のコレステ
ロール摂取量が血中コレステロール値 に影響を与えますし、心筋梗塞の発生率も欧米人並であ
ることがわかっています。また脂質異常症のめやすや治療の目標は、日本人を対象とした長期
間の疫学調査に基づいて決められています。
　動脈に変化が起こっている段階では自覚症状に乏しいので、生活習慣を改善しましょうと言
われてもピンとこないこともあるでしょう。でも動脈硬化が進行するリスクが高い状態を放置
し、ついに血管がつまって心臓が傷ついたり（心筋梗塞）、手足に麻痺（脳梗塞）がおこって
からでは遅いのです。
　健康診断で脂質異常症を指摘されたら、自分でできる生活習慣の改善にトライしましょう。
また定期的に血液検査を受けましょう。

脂質異常症に対する生活習慣の改善について
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