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新入会員歓迎会盛大に終了
2016年4月12日

トピックス ▼

Topics

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、４月12日（火）に新入会員歓迎会を吉祥寺
東急REIホテルにて開催しました。
　参加者は、新入会員が42社54名、役員・議員・各部会の評議員が58名、合計で112
名の出席でした。
　当日は、原田副会頭の声高らかな開会の辞に続き、稲垣会頭の挨拶、新妻委員長の挨拶
と続き、玉田事務局長より新入会員の方々に改めて商工会議所の事業内容やサービスにつ
いて説明を行ました。続いて司会者より役員、新入会員の紹介後、会員数増加表彰の表彰
状が会頭から林前委員長と新妻委員長に授与されました。その後、髙橋副会頭の乾杯の発
声とともに懇談となりました。
　参加者は、各テーブルを回り、名刺交換や情報交換する姿が多くみられ、会場内は終始
和やかな雰囲気でした。
　最後は、中山副会頭の閉会の辞で終了となりました。
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当所の参与として諸事業にご指導、ご協力を賜っている関係団体について
以下のとおり代表者の異動がありました。

団体名・役職 新 旧

三鷹労働基準監督署　署長 木口　俤二 中尾　　剛

三鷹公共職業安定所　所長 坂口　敦子 永野　　靖

（一社）東京都中小企業診断士協会　三多摩支部長 田中　敏夫 若槻　　直

（公社）東京都武蔵野市歯科医師会　会長 木村　益巳 森田　邦夫

JR武蔵境駅　駅長 中村光治郎 古田　隆則

事業所内の人事異動に伴い、議員職務執行者が以下のように変更となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

事業所名・役職 新 旧
横河電機㈱　総務部長 西塚　裕行 長尾　吏朗

東京ガス㈱　西部支店　支店長 大作　和志 伊藤麻紀子

大和証券㈱　吉祥寺支店　支店長 吉田　　晃 西谷　　勲

　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160件として加入促進活
動を行っています。その内、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。
　12月末まで、ご協力をお願いします。

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
4/18現在 ０ ４ ０ ２ ２ １２ １ 21

◆関係団体代表者異動について

◆議員職務執行者変更

会員増強キャンペーン
へのご協力のお願い

　（順不同・敬称略）
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　（一社）武蔵野市観光機構（稲垣英夫理事長）では、武蔵
野市発のおみやげブランドの創出を狙いに、今年で3回目と
なる「むさしのプレミアム認定品（＝おみやげ品）」の募集
を4月1日から6月30日の期間、受け付けています。
　お土産品を通じた武蔵野の良質なイメージの醸成や武蔵野
の魅力を内外に発信し、武蔵野市発のおみやげブランドの創
出に取り組んでみませんか？

　詳細は専用パンフレットでご確認ください。パンフレット
は、（一社）武蔵野市観光機構、武蔵野商工会議所ほかで入
手できます。
　なお申込書は、むさしのプレミアムのホームページからダ
ウンロードが可能です。

 ☞　http://musashino-premium.com

主催： 一般社団法人武蔵野市観光機構
後援：  武蔵野商工会議所、武蔵野市商店会連合会、吉祥寺

活性化協議会、武蔵境活性化委員会、東京むさし農
業協同組合 武蔵野支店、多摩信用金庫

協力：  武蔵野市、株式会社エフエムむさしの、関東バス株
式会社、学校法人古屋学園 二葉栄養専門学校・二葉
製菓学校・二葉ファッションアカデミー

▼本件に関するお問い合わせ先
　武蔵野市観光機構
　（むさしのプレミアム実行委員会事務局　担当：武藤、谷口）

　TEL：0422-23-5900　FAX：0422-23-5901　　
　Mail：info@musashino-premium.com
　住所：武蔵野市吉祥寺本町1-10-7　商工会館1階

武蔵野市発おみやげブランドの創出を目指して

西武信用金庫より地域産業応援資金が贈呈されました

　西武信用金庫（当所会員・金融業部会）では、「地
域産業の振興や活性化事業に活用してほしい」との趣
旨から、同金庫支店エリア内で申請のあった商工会議
所と商工会に対して、「地域産業応援資金」を贈呈し
ています。
　４月21日（木）に後藤憲秀常勤理事、江崎耕平吉
祥寺支店長の２名が来所され、稲垣会頭に50万円の
地域産業応援資金を手渡されました。
　当所では、地域活性化の推進を目的として、この資
金を「第12回Musashinoごちそうフェスタ」事業
費の一部として活用していく予定です。

後藤憲秀常勤理事より資金贈呈を受ける稲垣会頭

第3回 むさしのプレミアム認定品を募集します!!
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○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

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
中小企業診断士

（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）

日本政策金融公庫
（金融）

6月15日（水）
13：30～ 16：00
※事前にご予約ください。

・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
司法書士

※ 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

建　　築 建 築 士 店舗・事務所など建物に関する相談

不 動 産 不動産鑑定士 土地建物の相談
借地・家賃・更新料などの相談やトラブル

不動産表示 土地家屋調査士 不動産表示に関する相談

I　T ITコンサルタント ITを活用した集客
社内システム・セキュリティなどの相談

経営専門相談のご案内

○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。
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新入会員 の紹介 3/15
〜
4/18

株式会社 アクイール ＣＯＦＦＥＥ ＴＡＬＫ 飲食店経営 飲食業部会

株式会社 聘珍樓 吉祥寺聘珍樓 中国レストラン経営 飲食業部会

吉祥寺スパイラル 飲食店営業 飲食業部会

もつ焼 てらさん 居酒屋 飲食業部会

有限会社 ｏｊｉｍ オプテリア グラシアス 眼鏡の卸、小売 商業部会

三和建装株式会社 建設工事業（改修工事） 建設業部会

ＡｎｎｉＢｉｒｔｈＣｏｌｏｒ イベント企画運営 サービス業部会

Ｓｔｒａｔｅ Ｃｕｔｉｏｎｓ 経営コンサルタント サービス業部会

Ｌａ－Ｌｕｃｅ イメージコンサルティング サービス業部会

株式会社 まごのてライフサービス ハウスクリーニング サービス業部会

エコ丸信株式会社 産業廃棄物収集運搬業 サービス業部会

株式会社 ハーモニーワークス 人材育成、組織活性コンサル
ティング サービス業部会

ＫＥＳ吉祥寺イングリッシュスクール 英語教室 サービス業部会

木村幸子社会保険労務士事務所 経営コンサルタント サービス業部会

にしくぼ整体 整体業 サービス業部会

みみいく 聴覚トレーニング サービス業部会

株式会社 エイトフォース 不動産業 サービス業部会

株式会社 遠井保険事務所 ほけんのＡＢＣ 保険代理店 サービス業部会

株式会社 スリーテック コピーサービス、事務・ＯＡ
機器販売 サービス業部会

株式会社 クレッセントフーズ 食品輸出入（貿易業） サービス業部会

株式会社 日典 葬祭業 サービス業部会

　中小企業相談所では、４月６日（水）に「ビジネ スマナー研
修」を開催しました。
　この春、社会人になったばかりのフレッシュな新入社員や中
途採用者など39名の方々が受講しました。講義は、職場での心
構え、仕事の正しい進め方、 職場の人間関係の構築、ビジネス文
書の作り方など、ビジネスの基礎を身に付ける研修で、グループ
ワークもあり受講者からは「社会人としての心構えやマナーな
ど、学生の意識との違いを感じることができた」「社会人として
の基本を学べた」、「あいまいな部分の確認ができた」など感想が
寄せられました。 受講者の皆様が、この研修で得た知識を活か
し、即戦力として活躍していただくことを期待しています。

Repo
rt
ビジネスマナー研修を開催
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　全国380商工会議所から800名を超える正副会頭
等の参加のもと、日本商工会議所第123回通常会員
総会が3月17日（木）、帝国ホテルにおいて開催さ
れ、当所からは檜山専務理事が出席しました。
　冒頭の三村明夫会頭の開会挨拶の趣旨は、「世界経
済のリード役が新興国から先進国に移行した一方で、
国内経済では構造改革が進み、長く企業経営の足かせ
となっていた６重苦が解消または解消の方向に向かっ
てきている。このように企業活動をめぐる環境は整い
つつあるので、次はいよいよ企業経営者自らがデフレ
マインドから脱却し、積極的な経営姿勢に転じていく
番である。中小･中堅企業の成長･発展に向けた ｢強
い経済｣ 実現のためにも、商工会議所の本来の重点活
動対象であり、切り札となる観光振興や農商工連携に
積極的に取り組む必要がある」というものでした。
　その後、安倍内閣総理大臣からの祝辞では、商工会
議所との連携により、経済の好循環を確かなものにし
ていくとの意思表明が述べられ、続いて、星野経済産
業大臣政務官により、林経済産業大臣の祝辞が代読さ
れました。
　議事に先立ち行われた表彰では、特別功労者をはじ
め、永年勤続の役員・議員・職員と分野別に活動の際

　上記記事でも紹介した、組織強化表彰ですが、これ
は毎年3月に開催される日本商工会議所通常会員総会
で、会員の組織強化に顕著な業績を挙げた商工会議所
を表彰するものです。
　これまでは組織率を基準にした表彰のみでしたが、
今回新たに会員の増加実数を評価する「会員増加表
彰」が設けられました。3月17日（木）の通常総会
で全国514か所の商工会議所のうち、上位18か所の
商工会議所が表彰され、当所もその中に入りました。
　当所ではこれまで中期目標として、平成22年の創

立った商工会議所等が表彰され、この中で当所から、
阿部･徳竹前常議員、池田元常議員、河田･鈴木･萩
野･早川前議員が退任時表彰を受賞しました。また、
今回から新設された組織強化表彰（会員増強─会員
数増加）の枠で、当所が、商工会議所表彰を受けるこ
とができました。この間の皆様のご協力に深く感謝い
たします。
　引き続いて東北六県商工会議所連合会鎌田会長（仙
台商工会議所会頭）から、東日本大震災被災地の現状
報告、引続きの支援・協力のお願いがあり、議事で
は、議案第１号と第２号として平成28年度事業計画
（案）と同収支予算（案）が一括上程され、両議案と
も異議なく、全会一致で承認されました。
　議事終了後の「記念講演」では、宇宙飛行士で、日
本科学未来館館長の毛利衛氏による ｢宇宙から学ぶ～
我々は何故挑戦し続けるのか～｣ と題した講演が行わ
れました。｢地球生命という考え方のもと、一人ひと
りが地球の大きさと生命のつながりを意識しながら生
きる新しい時代だ｣ との問題提起に会場は聞き入って
いました。また引き続き会員懇親会が開催され、全国
の会頭・副会頭の間で情報交換がなされました。

立60周年までに組織率30％達成させ、次に「チャ
レンジ2500」として会員2,500事業所を目指しまし
たが、役員・議員、会員の皆様、職員が一貫して増強
に取り組んだ結果、いずれも達成し現在は、2,736会
員、組織率37.1％となりました（4月18日現在）。
　このような継続した取り組みが、今回の表彰に繋が
りました。会員増強は、会員制組織である商工会議所
の根幹です。経営基盤強化に向けて、引き続きご協力
をお願いします。

会員数増加表彰受章

挨拶する三村会頭 挨拶する安倍内閣総理大臣

日本商工会議所　第123回通常会員総会が開催され、
当所が表彰されました。

祝
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i nformation

▲

通常総会開催のお知らせ
　商業部会（西宮忠部会長）では、通常総会及び懇親会を下記のとおり開催します。
　詳細は、別途ご案内します。
日　時： 5月20日（金）　17：00
場　所： 武蔵野商工会館　会議室
議　題： 平成27年度事業報告及び収支決算報告の件
 平成28年度事業計画案及び収支予算案の件
 監事選任の件
 評議員補充選任の件
懇親会：  點心茶室（東急百貨店吉祥寺店9F）
　　　　会費3,000円

お問合せ 商 業 部 会（担当：小泉）商 業 部会  

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

▲

通常総会開催のお知らせ
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、平成28
年度通常総会を下記のとおり開催します。
　また、総会終了後に引き続き懇親会も実施します。
日　時：5月12日（木）総　会　17：00～
　　　　　　　　　　　  懇親会　17：30～
場　所：味の店　いなかっぺ
懇親会会費：3,000円

i nformation

▲

通常総会開催のお知らせ
　食品業部会（寺岡芳雄部会長）では、通常総会
を下記のとおり開催します。
　また、総会終了後に懇親会を予定しています。
詳細は、別途ご案内します。
日　時：5月18日（水）総　会　17：00～
　　　　　　　　　　　   懇親会　18：00～
場　所：武蔵野商工会館7階　役員会議室

お問合せ 飲食業部会（担当：伊野瀬）

飲  食 業 部会食  品 業 部会 
お問合せ 食品業部会（担当：佐野）

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）

i nformation

　建設業部会（五十嵐保部会長）では、今年度の建築物視察事業として「鎌倉・史跡巡り」を開催します。
鎌倉五山第一位の建長寺、第二位の円覚寺、鎌倉初代将軍源頼朝ゆかりの神社・鶴岡八幡宮のほか、あじさ
いの名所でもある長谷寺、鎌倉大仏で有名な高徳院など、鎌倉の各史跡を巡ります。詳細は別途送付の案内
チラシをご確認ください。
日　時：6月17日（金）
定　員：30名
参加費：１名につき4,000円（予定）
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お問合せ サービス業部会（担当：田村）

報 告

▲

平成28年度通常総会報告
　工業部会（林敏雄部会長）は、平成28度通常
総会を4月15日（金）に当所5階会議室にて開
催しました。平成27年度事業報告及び収支決算
報告、平成28年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について審議され、原案どおり承認されま
した。終了後の情報交換会は、吉祥寺東急REIホ
テルに会場を移し、多数の部会員のほか、多摩信
用金庫吉祥寺支店鈴木支店長、三鷹商工会佐藤副
会長、同工業部会正副部会長にご臨席いただきま
した。情報交換会では、第一部で部会事業（工和
会）の報告、第2部で交流・懇親が行われました。

i nformation
▲

サービス業部会 教養講座のご案内
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、下記の
とおりの教養講座を開催します。
　初対面でご挨拶した方の名前を覚えることは、大
切なビジネスマナーの一つですが、なかなか難し
いことです。しかし、それは相手にとっても同じで
す。しっかり名前を覚えてもらうことでビジネス
チャンスを広げてみませんか？
　印象的で記憶に残る名前紹介の「考え方」と
「作り方」「伝え方」をわかりやすく解説します。
　
日　程：5月11日（水）
時　間：13：00～ 14：30
参加費：無料（どなたでも聴講できます）
演　題：忘れられない私の名前紹介
講　師：牛田 肇氏（私の名前紹介研究グループ
　　　　代表・武蔵野デジタル出版㈱）
場　所：武蔵野市商工会館　4階市民会議室

工 業 部会 お問合せ 工業部会（担当：佐伯）

▲  

サービス業部会通常総会および基調講演会
のご案内

　サービス業部会では、通常総会を下記のとおり
開催します。通常総会終了後、基調講演会も予定
しています。詳細は別途ご案内します。

日　程：6月15日（水）
時　間：総　会 14：30～ 15：00
　　　　基調講演会 15：00～ 16：30

i nformation

▲

平成28年度工和会について
　8年目を迎える工和会（工業部会・異業種交流
プラザ共催事業）は今年度からカリキュラムがリ
ニューアルされ、4月18日（月）から新たなス
タートをきりました。来年の3月までに10回開
催する予定です。参加希望者は、事務局までお
問い合わせください。なお、次回は、5月20日
（金）18時30分から商工会議所で行います。
▲

評議員職務執行者変更
　事業所内の人事異動等に伴い、評議員職務執行
者が以下のように変更となりました。
 （敬称略）

事業所名・役職 新 旧

横河電機㈱　総務部長 西塚　裕行 長尾　吏朗

サ  ー ビ ス 業 部会



　このたびの熊本地方等を震源とする地震の発生により、犠牲になられた方々に深くお悔やみを申し
あげるとともに、全ての被災者の方々に心からお見舞い申しあげます。
　この度の地震について、商工会議所では全国規模で義援金を募り、日本商工会議所が取りまとめて
被災地の商工会議所に送られる運びとなりました。
　当所でも、急きょ義援金を募り、日本商工会議所を通じ送金することになりました。
　ご理解ご協力の程、よろしくお願いします。

　募金額　　　一口１万円とし、希望口数とします
　受付期間　　平成28年5月31日（火）まで

　　　　　　 多摩信用金庫　吉祥寺支店　普通預金　００２５０３８
  武蔵野商工会議所　会頭　稲垣　英夫

 

〈熊本地震義援金ご協力のお願い〉

振込先口座

※ その他詳細は、会報
に同封の文書にてご
確認ください。
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女性会 お問合せ 女性会（担当：佐藤） TEL：0422-22-3631

報 告

▲

第24回　武蔵野桜まつり出店
　女性会（伊藤隆子会長）では、４月３日（日）にむ
さしの市民公園にて開催された「第24回　武蔵野桜
まつり」に、今回もヨーヨー釣り、おもちゃ販売で出
店しました。
　今年は朝のうちに雨が降っていたものの、イベント
が開始する頃には雨が
上がり、会場は多くの
来場者で賑わいました。
女性会の出店ブースに
も家族連れを中心に多
数の方が訪れ、ヨー

ヨー釣りやおもちゃのくじ引きを楽しんでいました。
　女性会では今後もこのようなイベントに積極的に参
加し、地域社会への貢献を継続していきます。

　当所では、会員事業所から労働保険（労災保険・雇
用保険）の事務手続き代行を承っています。
　日々の業務の中で、個々の労働者の入退社や、保険
料の申告・納付に伴う事務手続きは、煩雑で手間のか
かる作業ですが、事務委託することで事業主の負担を
減らすことができます。
　また、メリットとして、労働保険料の分割納付や中
小事業主等の労災保険への特別加入などの優遇措置が
受けられる場合があります。
　是非、この機会に労働保険事務組合への事務委託を
ご検討ください。
※ 詳しくは当所HPに掲載されている「労働保険事務委託」の
ページをご参照ください。

■委託条件
①当所の会員事業所であること
②従業員を雇っている事業主であること
※ 事務委託を希望する場合は、別途、事務委託契約書
の取り交わしが必要です。

お問合せ 労働保険事務組合（担当：澤畑）

TEL：0422-22-3631
URL： http://www.musashino-cci.or.jp/service/rodohoken/

労働保険事務組合への事務委託について
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　　　　　　　　  月 火 水 木 金 土
10：00～10：50  ○ ○★ ○★ ○ ○★ ○
11：00～11：50  ○ ○ ○ ○ ○ ○
12：00～12：50  ○ ○★ ○★ ○ ○★ ○
14：00～14：50  ○ ○ ○ ○ ○ ○
15：00～15：50  ○ ○ ○ ○ ○ ○
16：00～16：50  ○ ○★ ○★ ○ ○★ ○
18：30～19：20   ○★ ○★  ○★

19：30～20：20   ○ ○  ○

授業時間帯一覧 ★ 無料教室見学＆説明会



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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千葉県船橋市に本店を持つピーターパンというお

店がある。主事業はパンの製造・小売りだ。ち

なみに社名は、子どもから大人まで親しみを持ってほ

しいという思いから名付けた。

　創業者は現社長の横手和彦氏である。横手氏の経歴

は多彩で、学校卒業後に、ある銀行に就職するも仕事

が合わないと2年で退職し、その後はバーを経営。渋谷

や麻布など一等地に出店したお店は大繁盛していた。し

かし、ある日、母親と店に立ち寄った娘さんの「お父さ

んは、お客さんとお酒を飲んでいるだけでちっとも仕事

をしていない」という一言で、店を他人に譲っている。

　「娘に誇れる仕事をせねば」と奮起。知人からパン

屋になることを薦められ、パン屋で修業をした。そし

て、6カ月間の修業を終え、1977年、現在のピーター

パンを創業している。パン屋を経営する傍ら、宅配ピ

ザ店を開業するなど、事業領域を拡大していったこと

もあり、売り上げは増加していった。しかし、社内の

雰囲気は良くなかった。ギスギス感が高まり、離職す

る社員も多数。経営者である横手氏自身も仕事に面白

さ・楽しさが感じられなくなっていったという。

　そして、1999年、ついには当時の稼ぎ頭の宅配ピ

ザ店を分離独立させるとともに、経営の在り方・進め

方を社員皆で考え直した。さらに議論を重ね、全社員

で事業領域を新たに策定し直した。それが「ちょっと

ぜいたく、ちょっとおしゃれな食文化の提供」だ。

　また、これに合わせ、経営ビジョンも策定してい

不況知らずの元気なパン屋さん『ピーターパン』

る。「お客さまが自分のお友達に紹介したくなるお店

にします」「私たちは笑顔で楽しく誇りをもって働け

る会社にします」「私たちとその家族、そして地域社

会にとってなくてはならない会社にします」「ホスピ

タリティーベーカリー・ピーターパン 　永続100年

100店舗を目指します」。

　その意味では、現在のピーターパンの実質的な創業

は1999年といっても良いだろう。

　事業領域を明確にするとともに、全社員が参加して

の経営ビジョンの策定や、それを「社訓」にした「全

社員参加経営」「超ガラス張り経営」「感動創造経営」

の実践により、同社はよみがえっていく。事実、その

後、今日までの同社の成長発展は見事である。

　当時、従業員数20人、売上高約3億円、店舗数2店

舗だったものが、今日では、従業員数はパートナー社

員を含め325人、売上高23億円、店舗数も6店舗にま

でなっている。今や学生にも人気企業で、15人程度の

採用枠に毎年500人前後の大学生が殺到するという。

　また、驚かされるのは、その業績だ。多くのパン屋

さんが苦境にあえぐ中、同社の売上高は18年連続増

収、その利益率も業界平均の3倍以上、1日の1店舗

当たり買い物客は1000 ～ 2000人という。余談だ

が、JR船橋駅構内にある売場面積わずか5坪のお店

の1日当たり売上高はなんと70万円、また知る人ぞ

知る同社の「メロンパン」の1日当たり販売数量は約

10万個という驚くべき数字なのである。

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、「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

会員会員
ズームズーム
プアアップアップ

元元

気気ななな
会会会会社社社社をを紹紹紹紹介介介介しししまま

すす
。。

　今回は、『㈱J.T.L　愛犬のお散歩屋さん』を訪問
し、代表の古田弘二さんにお話を伺いました。
　主な業務は、お客様の愛犬のお散歩や食事のお世話
です。高齢で愛犬の散歩がつらい方、旅行や入院で愛
犬の面倒が見られない方から多くの依頼があり、リ
ピーターも多数です。また、愛犬の癖でお困りの飼い
主さんもご相談いただければ矯正をしていただけると
のことです。
　お散歩は、一回当たり30分で、料金は大型犬や小型
犬に関わらず3,000円以下（月間の利用回数により安
くなります）とリーズナブルなお値段となっています。
留守のお宅の場合は、合いカギを預かることもあるの
で、この仕事はお客様との信頼関係が大変重要です。
　もともと独立開業の夢があった古田さん。30年以上
勤めた会社を退職する際、動物好きの古田さんのために
餞別でゴールデンレトリ
バー犬をいただいたそう
です。
　ある日のこと、その
犬とお散歩中に「訓
練士さんですか？私の
犬も面倒みてくれます
か？」と声を掛けられ

たことで、「これはひょっとしたら仕事につながるので
は！」と直感したそうです。以来、20年間、365日欠
かさず、依頼を受けた犬の散歩を続けているそうです。
　このビジネスモデルは、テレビ、新聞、雑誌などで
たびたび取り上げられ、現在は全国で70か所ほどの
フランチャイズがあるそうですが、仲間はみな50～
70代と高齢の方で、動物が大好きな方々だそうです。
「高齢者で時間があるという立場を生かし、大好きな
犬のお世話をできることは健康にもつながり、同時に
地域貢献にも繋がっているので、とてもやりがいのあ
るお仕事です。」と話す古田さんは、ご年齢を感じさ
せない溌剌とした元気な方でした。
　お仕事が忙しい方、愛犬がいて旅行になかなか行く
事のできない方などは、是非一度、ご相談してみては
いかがでしょうか？

（取材担当：井上・池田）

㈱J.T.L　愛犬のお散歩屋さん

代表者：古田　弘二

東京都武蔵野市西久保2丁目26-16
TEL：0422-60-7566
URL：http://www.dogdog.co.jp　　E-mail：furuta@dogdog.co.jp



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
▲ 23.6 ▲ 17.8 ▲ 18.4 ▲ 25.9 ▲ 41.8 ▲ 14.6

関　東
▲ 21.7 ▲ 14.9 ▲ 11.7 ▲ 25.0 ▲ 38.7 ▲ 19.0

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

全　国
▲ 22.1 ▲ 26.1 ▲ 14.8 ▲ 25.9 ▲ 33.8 ▲ 14.2

関　東
▲ 19.9 ▲ 25.4 ▲ 9.8 ▲ 23.1 ▲ 28.6 ▲ 17.1

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 28 年 4月18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 277 402 695 112 204 985 61 2,736

市内事業所数 526 1,371 1,629 140 385 3,217 103 7,371

▼前年同月比

▼先行き見通し : 2016 年 4月～ 2016年 6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 （%） 52.7 29.3 42.7 80.0 53.0 30.6 59.2 37.1%

　3月の全産業合計の業況DIは、▲23.6と、前月か
ら▲0.8ポイントのほぼ横ばい。原材料価格や燃料費
などの下落の恩恵が続く中、好調な観光需要による下
支えのほか、設備投資にも持ち直しの動きがみられ
る。他方、人件費上昇や受注機会の損失など人手不足
の影響拡大、消費低迷の長期化に加え、新興国経済の
減速、不安定な金融市場など、取り巻く環境の厳しさ
がマインドを鈍らせており、中小企業の業況感は足踏
み状況となっている。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲22.1（今

月比+1.5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。春の観光シーズンに向けた需要拡大や設備投資の
持ち直し、補正予算・来年度予算の早期執行などへの
期待感が伺える。他方、新興国経済の減速やマイナス
金利政策を含めた金融市場の不透明感もあり、先行き
が見通しづらい中、中小企業においては、消費低迷の
長期化や人手不足の影響拡大、春闘の結果を受けた人
件費の動向と価格転嫁の遅れに対する懸念などから、
慎重な見方が続いている。

業況ＤＩは、足踏み状況。先行きも不透明感強く、
慎重な見方が続く

 2015 年 3月 : 2016 年3月
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0以上 0未満～
-20以上

-20未満



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。
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　AED（Automated　External　Defi brillator:
自動体外式除細動器）とは、心臓の状態を判断
し、必要なときに心臓に電気ショックを与えて
心臓の動きをより正常に近い状態に戻す医療機
器のことです。
　電源を入れると音声ガイドで操作手順・処置
方法が指示され、医学的な知識のない人でも適
切に操作をすることができるようになっていま
す。
　最近、駅や商業ビル、公共施設などの街中で
AEDをみかけることも多くなりました。
　日本では2004年7月からAEDの使用を医
療従事者以外の一般市民も行えるようになり、
設置場所が増え急速に普及しているものの、ま
だまだ実施率は低い状態です。
　総務省消防庁 平成26年版救急救助の現況に
よると、心停止で倒れるのが目撃された人のう
ち、実際にAEDが使われたのは3.6%ととて
も低い数字となっています。
　心停止に対して除細動が1分遅れることに
よって、生存率は10%ずつ減っていくといわ

ＡＥＤとは

れており、救急車の到着前にバイスタンダー
（居合わせた人）による人工呼吸、心臓マッ
サージに加え、早期のAEDの利用により生存
率を改善することができるのです。
　救える命を救うために、そしていざという時
に私たち自身が正しく使えるようにしておくこ
とが大切です。
　そのために、普段から自宅や会社、よく行く
場所でAEDの設置場所を覚えておくとよいで
しょう。人で混雑している場所などに行く際
も、AEDの設置有無、またどこに配置されて
いるかも確認しておくと、いざという時に安心
です。
　また、東京消防庁では、心肺蘇生やAEDの
使い方、けがの手当など、応急手当を習得しで
きるように、事業所等も対象としている救命講
習を開催しています。一人ひとりの勇気や心が
けが、人の命を救うことにつながります。決し
て他人事とは思わず、いざという時のために、
備えましょう。
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