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第13回 Musashinoごちそうフェスタ
物産・逸品市開催される
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武蔵野商工会議所
武 蔵 野 の 商 工 業 を 支 え 続 け る

T H E  M U S A S H I N O  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E  ＆ I N D U S T R Y

　井の頭公園　井の頭ボートハウス1932（昭和7年）　 協力：（公財）東京都公園協会
　

〈井の頭恩賜公園開園100周年写真シリーズ〉

FBページ公開中!！

吉祥寺今昔写真館委員会
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　11月23日（木・祝）、第13回Musashinoごちそうフェスタ（前田秀
樹実行委員長）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」（島崎智融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、島崎イベント分科会委
員長の事業説明等があり、午前10時、前田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、　武蔵野ならではの物産・逸品を扱う市内の17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、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、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。「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、調理には市内そば・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、完売となりました。
　市の健康課と環境政策課、ごみ総合対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。子どもから高齢者まで
多くの参加者があり、食育への関心の高さを反映する結果となりました。
　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・
復旧支援を目的に寄付します。 物産・逸品市の様子

第13回　Musashinoごちそうフェスタ
物産・逸品市開催される

平成30年  会員新春のつどい
平成30年1月16日（火）　吉祥寺第一ホテル

申込受付中!!

　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いたします。
　是非、ご参加ください。

○期　日　平成30年1月16日（火）
○時　間　17：00～（16：30～開場）
○場　所　吉祥寺第一ホテル　8階　天平
○申　込　 会報11月号に折込みの所定用紙に必要事項をご記入の上、FAX等でお申し込み

ください。
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稲垣会頭「街づくり未来塾」で熱く語る

　平成29年秋の叙勲が11月3日（金・祝）に発令され、当所副会頭で、
現在、東京都飲食業生活衛生同業組合理事長でもある、原田啓助氏が生活
衛生功労として旭日双光章を受章されました。
　この度の推薦は、全国飲食業生活衛生同業組合連合会から推薦され、
飲食業を営む傍ら永年にわたり、業界の重職を歴任され、業界の発展に尽
力された功績が認められたものです。誠におめでとうございます。
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　11月7日（火）、亜細亜大学にて「おもしろい武
蔵野をつくるVol.2─吉祥寺からのメッセージ」を
テーマに「街づくり未来塾」が開催されました。
　学生をはじめ、一般にも公開されている講座で連続4回
行われますが、その第1回目として当所、稲垣会頭が講
師を務め「吉祥寺が住みたい街No.1になったワケ」と
いう内容で講演を行いました。
　当日は、会頭として、また、武蔵野市観光機構理事
長の立場から、吉祥寺の良い点や都市計画に基づいた
街の変遷、地域活性化事業への取り組みや裏話、現在
の課題やこれから取り組むべきことなどを熱く語られ
ました。
　学生たちには「地域の中小企業にも目を向けて就職
してほしい。事業承継がなかなかうまくいかない今、
学生のうちからインターンシップなどで就業体験し、
事業を引き継ぐことを考えたり、起業を計画したり
様々なことにチャレンジをしてほしい。商工会議所と

しても、インターンシップに力を入れていくほか、創
業の支援も全面的に行っている。また、若者ならでは
の柔軟な発想で、街について何か気がついたことや意
見があれば、商工会議所まで知らせてほしい。」とい
うメッセージを送り締めくくりました。
　終了後は学生からの質問や、一般市民からも吉祥寺
の街づくりについての要望、意見も寄せられるなど中
身の濃いものとなりました。

Information

　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30年1月4日（木）より通常の業務を行います。

休業期間　平成29年12月29日（金）～平成30年1月3日（水）

年末年始休業のご案内

当商工会議所副会頭

有限会社 大鵬 代表取締役 原田啓助氏

旭日双光章を受章
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AreaNews地域情報

平成30年 新春「第12回 武蔵野吉祥七福神めぐり」

　平成30年1月に「第12回武蔵野吉祥七福神めぐり」
を開催します。井の頭弁財天、杵築大社、延命寺、大
法禅寺、安養寺、武蔵野八幡宮にまつられている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ことも、特別バスを利用し
てまわることもできるので、子どもから高齢者までが
それぞれのペースで、地域の自然・文化・歴史にふ
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。
　来年、当七福神めぐりは12年目を迎え、記念グッ
ズの販売も行います。

　また、前回好評だった、子どもスタンプラリー（小
学生以下対象）を来年も開催します。全ての寺社でス
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します。その他、新グッズ「ベ
ジ福神キャラクター特製クリアファイル（ピンクと
ブルーの2枚組）」の販売や縁結びや出会いのパワー
スポット名所、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、同封の折込みチラシでご確認ください。

実施期間 1月1日（元日）~7日（日）
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。

4

News Letter　むさしの
Vol.534

Area News ⁄ Information

NL12_2017.indd   4 17/12/07   18:07



5

News Letter　むさしの
Vol.534

Information

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 1.5 16 13 7 14 22 10 83.5

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成29年の入会目標件数を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。
　ご協力をよろしくお願いします。

新入会員 の紹介 10/16

～

11/15

事業所名 業　種 地　区 所属部会

サッポロビール株式会社
首都圏本部西東京支社 酒類製造・販売 地区外

飲食業部会有限会社 イノーバー・ジャパン 飲食業（クラフトビール提供） 中央地区

蕎麦ダイニング　日和り 蕎麦居酒屋 吉祥寺地区

株式会社 マザーカインド レディースアパレルのネット通販 中央地区

商業部会Savoi　Donna 製造　小売 吉祥寺地区

菊千代クリエイティブ オリジナル雑貨卸・企画・販売 中央地区

リフォニア 外装リフォーム 吉祥寺地区 建設業部会

株式会社 アートフルデイズ イベント（音楽/グルメ）運営企画、
音楽レーベル、Web制作、営業委託 吉祥寺地区

サービス業部会

株式会社 プレンディー・ランドスケープ 不動産仲介業及び物販（アパレル）業 地区外

松尾経営コンサルティング 経営コンサルタント 地区外

旭化成ホームズ株式会社
へーベルプラザ吉祥寺 住宅メーカー 吉祥寺地区

ハビターレ株式会社 不動産業・管理業 中央地区

株式会社 ハーモニック 不動産管理 吉祥寺地区

ＬＵＣＫＹ Fountain有限会社 Web制作、人材教育 吉祥寺地区

株式会社 オリエントコーポレーション
吉祥寺支店 信販業 吉祥寺地区 金融業部会
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　容器包装リサイクル法（以下「法」という。主務省庁：環境省・経済産業省・財務省（国税庁）・厚生労
働省・農林水産省 ）により、

●  食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者 ●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等） ●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

　上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化（リサイ
クル）の義務を負う可能性があります（但し、小規模事業者は除きます）。

※  【再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサ
イクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全
施行時まで遡及して義務を履行していただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますのでご
注意ください。

 

● 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　コールセンター
　　　 TEL  03-5251-4870
● 委託申込関係書類の請求は、
 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　オペレーションセンター
　　　 TEL  03-5610-6261　　 FAX  03-5610-6245
● 協会ホームページURL：http://www.jcpra.or.jp　
 “リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。　

お申込はお済みですか?（容器包装のリサイクル）

平成30年度の再商品化委託申込受付中
申込期間：平成29年12月11日（月）～平成30年2月9日（金）
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武蔵野市立図書館カレンダーのスポンサー募集 
［平成30年4月から9月までの図書館カレンダー対象］

問い合わせ先：0422-51-5145 中央図書館管理係（9時半～17時） 
郵送先：武蔵野市吉祥寺北町4-8-3 武蔵野市立中央図書館管理係 

図書館HPにて申込書をダウン
ロードし、ご持参又は郵送して
ください。

応 募 方 法  応 募 締 切

12月20日（水）16時必着
原則先着順
※ただし口数が多い業者優先

武蔵野市立図書館 3館 約 35,000部

 特 典

図書館HPトップページの重要なお知らせ
でもスポンサーを周知します。

武 蔵 野 市 立 図 書 館 初 の 試 み と し て
図 書 館 カ レ ン ダ ー に 広 告 を 掲 載 し ま す

広告料：
1口2万円
最大4口（3口は不可）

図書館HPにも
スポンサーリンク
掲載予定

1口
縦3.2cm×横4.5cm

 

配布
場所

発行
部数

Information
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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。
　経営者の皆さん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、お申込ください。（2月のセミナーにつきましては1月会報誌に
同封します）
　なお、定員がありますので、お早めにお申込みください。

〈お問合せ〉中小企業相談所（担当：今北）　TEL 0422-22-3631

開催日 時　間 内　容

1 月25日（木） 14：00~16：00 売れるPOPの作り方の極意

1 月31日（水） 14：00~16：00 Word Pressを使った商用ホームページの活用術

2 月 2 日（金） 14：00~16：00 お金をかけずに地元客をガッチリ掴む!『地域密着型の集客』

2 月 7 日（水） 14：00~16：00 アイデアをどうやってビジネスモデルに昇華させるか

2 月15日（木） 14：00~16：00 中小企業がお金をかけずにマスコミに掲載される!効果抜群の広報術

消費税軽減税率対策セミナーのお知らせ

7
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経営サクセスセミナー開催

　消費税軽減税率制度が平成31年10月1日から実施されますが、軽減税率対策補助金申請の期限は平成30年
1月31日で終了します。消費税軽減税率制度は全ての事業者に影響があり、請求書や帳簿の記載方法や、消費
税課税事業者の消費税計算方法も変更になり、自社で軽減税率の対象品目の取り扱いがなくても、経費のなかに
対象品目が含まれていると税率ごとの区分経理が必要となります。
　今般は、武蔵野税務署長をお招きしご講話いただくとともに、商工会議所施策普及員が消費税軽減税率制度お
よび対応策について詳しく説明しますので、この機会に是非ご参加ください。
詳細内容は同封の折込チラシをご覧のうえ、お申し込みください。

日　時 平成30年1月18日（木）
時　間 14：00～ 16：00
会　場 武蔵野商工会館４階 市民会議室（武蔵野市吉祥寺本町1-10-7）
講　演  第1部 　『税務署の生い立ち』
 　　　　　講師／阿部 卓郎 氏（武蔵野税務署長）
  第２部 　『消費税軽減税率制度と対応策について』
 　　　　　講師／永見 充久 氏（CFP©、商工会議所消費税軽減税率施策普及員）
参加費 無料
定　員 90名（申込順、定員になりしだい締め切ります）

〈お問合せ〉中小企業相談所（担当：今北）　TEL 0422-22-3631
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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
　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、
別途部会員に送付する案内をご覧のうえ、お申込
みください。

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：佐野）

 日　程 平成30年1月5日（金）
集合時間  12時20分
 （12時30分発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。）
※バスは期間中運行している特別バスを利用します。

お問合せ 商 業 部 会（担当:井上）

i nformation

▶武蔵野吉祥七福神めぐり
　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、別途部会
員にご案内しましたので、ご確認下さい。

商 業 部会  

 日　程 平成30年1月5日（金）
集合時間 10時
集合場所 武蔵野商工会館前
参加会費 3,000円（お一人）

お問合せ 食品業部会（担当:小泉）食  品 業 部会 
i nformation

▶武蔵野吉祥七福神めぐり
　食品業部会（寺岡芳雄部会長）では、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　程 平成30年1月5日（金）
集合時間 午後2時30分
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）
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工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

報 告

▶第7回武蔵野エリア産業フェスタ

　11月8日（水）~9日（木）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小金井宮地楽器
ホールにて開催しました。今回は、小金井市商工
会が幹事で、製造業等46社、支援団体12社が
出展。当所からは、15社が出展しました。
　8日（水）の講演会では、株式会社ON-ART
代表取締役の金丸賀也（かねまるかずや）氏によ
る講演と、「リアル恐竜バルーン」の実演ショー
が行われました。

▶商業部会と建設業部会の会員交流・懇親会

　11月24日（金）にPOLPOにて、商業部会と建設業部会の合
同で会員交流・懇親会を開催しました。当日は、西宮部会長や五十
嵐部会長、稲垣会頭の挨拶の後、第25回吉祥寺音楽祭の吉音コン
テストでグランプリを受賞した『ナツメグ』による歌の披露があり
ました。名刺交換も活発に行われ、大変盛り上がった会員交流・懇
親会となりました。

▶産業交流展2017

　工業部会（林敏雄部会長）では、産業交流展
2017（11月15日（水）~11月17日（金）・東京ビッ
グサイト西1・3・4ホール）に、部会員企業6社
（㈱インテリジェンス・ワークス、㈱エーケーダイ
カスト工業所、㈱シモヤマ、㈱竹内製作所、㈱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。

▶工和会　～平成29年度第7回　若手交流・講習会開催される～

　工和会（工業部会・異業種交流プラザ共催事業）では、11月20日（月）に
商工会館４階市民会議室にて若手交流・講習会を開催しました。
　今回は、リードエンジニアリング㈱代表取締役である、武蔵野商工会議所
中山健一副会頭から、「次世代に繋ぐ経営とは？」をテーマに、これまでの経営
についてインタビューも交えながら語っていただきました。「失敗も成功の近道」、「苦難を成功に」、自身の実体
験に基づいたお話は若手経営者、後継者、幹部候補の方々にとって大変感銘深く、熱心に聴き入る内容でした。
最後に「培った努力の積み重ねが明日につながる」という言葉を聴講者に送り締めくくりました。
　終了後は、会場を７階役員会議室に移して交流会を開催し、大いに親睦を深めることができました。

　9日（ 木 ）
の展示・商談
会では、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
注企業の商談をコーディネートしていただきまし
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、会場も大
変にぎわいました。当日は企業、一般の方々など
多くの方にご来場いただきました。

　また、この他に武
蔵野商工会議所工業
部会のブースを設け、
商工会館1階のLED
案内表示板等のPR
を行い、多くの方にご来場いただきました。来年度
以降も引き続き、展示会へ出展予定です。

NL12_2017.indd   9 17/12/07   18:07



10

News Letter　むさしの
Vol.534

部会だより ⁄ 異業種 ⁄ 女性会

女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）

報 告

▶日帰り視察研修旅行実施

　女性会（伊藤隆子会長）では、11月6日（月）
に箱根方面へ日帰り視察研修旅行を実施しました。
　当日はまず、箱根神社にて正式参拝を行いまし
た。その中で宮司さんから貴重なお話を伺う機会や
展示品の見学会もありました。
　箱根神社を参拝後には昼食場所の「小田急山のホ
テル」に移動して昼食をとり、その後大涌谷へ移動

報 告

　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、10
月22・23日（日・月）の2日間、異業種交流プラ
ザ創立30周年を記念して、海の京都宮津宿泊視察
研修を実施しました。
　当日は 15 名が参加し、JR東京駅から新幹線で
京都へ向かいました。京都駅からは貸切バスで天橋
立へ向かい、ケーブルカーで天橋立を一望できる傘
松公園や伊勢神宮のふるさと元伊勢と呼ばれる元伊
勢籠神社を視察しました。
　2日目は、今回の研修のメインである純米富士酢
で有名な飯尾醸造を視察しました。原料の米を無農
薬で自家栽培し、米→酒→酢に転換する貴重な製
法を124年前の創業時から5代にわたって伝承さ

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

れているお酢づくり
を伺った後、お酢の
試飲やお酢蔵を視察
しました。その後は、
宮津商工会議所を訪
問し、商工会議所が
核となって取組んだ、海の京都宮津のすばらしい資
源を活かした市民、行政、企業等と連携しメイドイ
ン宮津（宮津遺産）の開発等について説明いただき
ました。
　当日は台風の影響で景色を満喫することはできま
せんでしたが、非常に充実した視察研修となり、プ
ラザ会員同士大いに親睦を深めることができました。

し見学しました 。そし
て、最後に御殿場に移動
し、エビせんべいの里に
てショッピングを楽しみ
帰路に就きました。
　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。

▶ “ 創立30周年記念事業” 海の京都 宮津宿泊視察研修 実施される

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

報 告

▶上野東照宮視察

　建設業部会（五十嵐保部会長）では、11月8日
（水）に建築物視察事業を実施しました。
　今回は上野・両国エリアで、午前中は、「国立西
洋美術館」と「上野東照宮」を見学。上野東照宮
は、1627年創建で徳川家康がまつられた神社です。
金色に輝く社殿やお化け灯籠など見応えがありま
した。参加者からも「上野に東照宮があるのを知ら
なかった。都心であることを忘れてしまうスポット
だ。」などのコメントをいただき好評でした。

　昼食は、「伊豆榮梅
川亭」でうなぎを食べ、
両国へと移動し「相撲
博物館」、「すみだ北斎
美術館」へ立ち寄り、
見学・買い物を楽しみ
ました。
　当日はあいにくの雨でしたが、多くの名所・美
術館を巡ることができ、大変有意義な視察となり
ました。
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新入会員紹介

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2,600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、ぜひご活用ください。

お問合せ 総務課
TEL:0422-22-3631

株式会社RAIZOU（ライゾウ）

「美は感動を生む」という信念に基づき、
社会に多くのワクワクと感動を増やします。

　インテリアデザイン会社です。　　　　　　
　人は一日の80％を室内で生活します。　　
　ビジネスの成功や、豊かな暮らしを実現させるた
めに大切なことは、その室内空間を快適にデザイン
してあげる事です。　　　　　　　　
　飲食・物販・オフィス・クリニックなどあらゆる
ジャンルの設計を手掛けてきました。施主のビジネ
スの成功のために同志として力になれることを誇り
とし、信頼される業務を執行しております。

結婚相談NPO ブライダルサポーター

NPOが運営！「門前払いしない」結婚相談所が
吉祥寺サテライトをオープン！

　ブライダルサポーターは日本最大級の会員データ
ベースをご利用いただける結婚相談所で、特徴はご
入会をお断りしないポリシーと適正価格。そして会
員様の貴重なお時間を無駄にしないスピード感です。
（もちろん疾病や障がいをお抱えの方にもご利用いた
だけます。）吉祥寺サテライトでは地元企業様と連携
をしてパーティなどのイベントも実施したいと考え
ておりますので、ご興味をお持ちの方はお気軽にご
相談ください。

代表者 ● 影山　頼央
所在地 ● 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-13-4-405 ユニアスオフィス・ワン
TEL ● 050-3738-0530

e-mail ● contact@bridal-npo.org
URL ● https://bridal-npo.org/

代表者 ● 渡邉　大祐
所在地 ● 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-5平井ビル206
TEL ● 0422-27-6646 FAX● 0422-27-6647

e-mail ● info@raizoudesign.com
URL ● http://www.raizoudesign.com/

このたび商工会館の経年劣化に伴い、利用者の安全確保のため、外壁の工事を行っています。
期間中はご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

工期：平成29年11月13日（月）～平成30年2月28日（水）（予定）の平日
※工期日程は天候等の影響により変更になる可能性があります。
作業時間：8時30分から16時30分まで

武蔵野商工会館外壁工事のお知らせ
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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

おむら夢ファームシュシュの本部、有限会

社シュシュは、長崎空港から車で15分ほど

走った大村湾が一望できる小高い丘の上にある。1万

5000㎡の敷地には、農業体験ができるブドウ畑やリ

ンゴ畑があるほか、シュシュで栽培されているさまざ

まな農産品や、それを加工した各種食品を販売する物

産館、さらにはレストランや結婚式場などがある。時

代は6次産業化といわれるが、先駆けとなる長崎県を

代表するビジネス農業体である。

　同社の創業は、今から約20年前の1996（平成8）

年。現社長である山口成美（なるみ）さんをはじめ、

地域の若い農業後継者8人が、小規模農家の限界を感

じ、所有していたビニールハウスを利活用して、栽培

していたイチゴの販売や、イチゴ狩り体験を事業とし

てスタートさせた。

　しかし、それだけでは足りないと感じた山口さんた

ちは、翌97年からは自分たちが生産しているイチゴ

やブドウ、さらには梨やイチジクなどの店売りを続け

る一方で、地域の農業者から卵や牛乳などを仕入れ、

大きさや形で出荷販売できない規格外の果物を、ジェ

ラートやパン・ケーキに加工して販売するようにし

た。それを契機に、店名もアイスクリーム工房「手作

りジェラートシュシュ」と変えた。

　その後、地元の若手農業者約40人の参加を得て、

勉強会や全国各地の先進的なビジネス農業体の視察を

頻繁に行った。その成果として、地域の中小農家が大

農業を成長産業に変えた『おおむら夢ファームシュシュ』

同団結し、魅力度を高める現在のシュシュ構想が生ま

れた。

　しかしながら、その建設には多大の資金がかかるだ

けでなく、リスクもあった。構想が煮詰まるにつれ、

メンバーは減少していき、最後まで残った農業経営者

8人で「おおむら夢ファームシュシュ」をスタートさ

せたのである。ちなみに、シュシュ（chouchou）と

はフランス語の話し言葉で、「お気に入り」という意

味である。

　同社の創業メンバーの中核は現社長である山口さん

である。今日の隆盛は、正直、山口さんの経営手腕に

負うところが大きい。

　山口さんは1960（昭和35）年生まれ、長崎県大

村市の出身で、両親はイチゴや梨を生産する専業農家

であった。山口さんは大学を卒業後、地元の農協に就

職し、そして30歳のときに農協を退職、両親が従事

している農業後継者となった。

　定年まで農協に勤務することを考えた時期もあっ

たが、農協職員であった約8年間、他産業を含めたさ

まざまな人々との出会いを通じ、「やり方によっては、

農業は成長産業になれる……」と考え、仲間と共に

この事業を始めたのである。努力が実り、今や、おお

むら夢ファームシュシュへの年間入り込み客数は、県

内外を含め約50万人、年間売上高も約10億円、ス

タッフも50人を超す規模にまで成長・発展している。

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

お
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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まま

すす
。。

　今回は今年５月にコピス吉祥寺にNEW OPENし
た、ララク吉祥寺店にお伺いし、代表取締役小松﨑勝
さん、スタッフの渡会さんにお話をお聞きしました。
　小松﨑さんは、元々はファイナンシャルプランナー
をされていて、エステでコンプレックスを解消して人
が変わったように明るく活動的になった知人を見て、
もっと気軽にエステが受けられたらと思っていたとこ
ろ、その当時のお客様でエステ業界の方からララクの
フランチャイズ展開のことを聞き、それがキッカケと
なり開業されたそうです。一般的なエステのイメージ
である“高価格”や“しつこい勧誘”はなく、“気軽
に継続して通える”今までのエステとは異なることも
お店をオープンする際の大きなポイントになったとの
ことです。
　コピス吉祥寺A館２階にある店内は白を基調とし、
清潔感があり落ち着いた雰囲気です。施術室は３カ所
あり、現在は同じ時間に脱毛と痩身の施術を最大で１
名ずつ施術を受けられるそうです。また、着替えス
ペースには鏡が付いているドレッサーが置いてあり、
メイクのクレンジングや化粧水も用意されているの
で、お化粧直しもできます。客層は幅広く、親子で通
われている方もいるそうで、平日の昼間の時間は比較
的予約が取りやすいとのことです。
　施術には最先端の機械を使用しているそうです。痩
身にはハイフという機械を使用し、集中させた超音波
で皮下脂肪にダメージをあたえ、2～ 4週間かけて身
体の外へ排出を促すことでサイズダウンが期待できる
とのこと。身体だけではなく、顔の施術も可能で、個
人差はありますが、身体よりも効果がわかりやすい

そうです。一方、SHR脱毛の機械は、“痛みゼロ・短
期間・お肌にやさしく美肌効果が期待できる”のが特
徴だそう。一回の施術の所要時間も、全身（顔・VIO
含め）で着替え時間も入れて60分程度で終了するの
で、忙しい方にもおススメで、介護脱毛やブライダル
脱毛にも最適とのことです。実際、施術を受けたお
客様からは「早く終わって助かる！」「痛くない!!」と
いったお声をいただいているそうです。取材の際に実
際に脱毛の機械を腕にあてていただきましたが、痛み
は全く感じず、腕の上をスーと滑っていくような感覚で
した。スタッフの渡会さんはお客様との会話を大切にし
ており、そのお客様が本当に施術してほしいところを理
解して施術するように心がけているそうです。もちろ
ん、初回の方についてはきちんとカウンセリングをする
そうなので、初めてでも安心して施術を受けることが
できます。
　料金についても、低価格で受けられるように設定し
ており、都度払いができ、高いローン契約はや無理な
勧誘は一切しないとのこと。継続して通いたい方向け
には、お得な回数券を作ったそうです。
　「今後は、今ある機械だけでなく、新しいものを導
入し、より結果がでやすい、通いやすいエステサロン
を目指していきたい」と小松﨑さん。今回は特別に
“NewsLetterむさしのを見た”で施術の料金の割引
をしていただけるそうです。
　ララク吉祥寺店で、油断しがちな冬の身体のメンテ
ナンスをしてみてはいかがでしょうか。

 （取材担当：伊野瀬・宇治川）

株式会社 ラグーサ ララク吉祥寺店

代表取締役　小松﨑　勝

コラム

所在地：〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1丁目8-16　コピス吉祥寺A館2F
TEL：0422-21-3051
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000378563/
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 17.4 ▲ 7.5 ▲ 5.9 0.0 ▲ 38.8 ▲ 27.4

関　東
▲ 14.5 ▲ 6.0 ▲ 5.9 ▲ 3.9 ▲ 31.3 ▲ 20.8

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
▲ 16.0 ▲ 11.4 ▲ 9.3 ▲ 13.1 ▲ 34.6 ▲ 12.8

関　東
▲ 17.4 ▲ 7.5 ▲ 5.9 0.0 ▲ 38.8 ▲ 27.4

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成29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 250 417 695 122 215 1,121 70 2,890

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 : 2017年11月~2018年1月

Lobo調査とは……
全国の422商工会議所が3861企業
にヒアリングを行い業況等を調査し
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 （%） 47.5% 30.4% 42.7% 87.1% 55.8% 34.9% 68.0% 39.2%

　10月の全産業合計の業況DIは、▲16.0と、前月
から▲0.7ポイントのほぼ横ばい。電子部品、自動
車、産業用機械関連の生産や、インバウンドを含む観
光需要が引き続き堅調に推移した。他方、公共工事の
一服感を指摘する声が聞かれたほか、長雨などの天候
不順による客足減少、人手不足の影響拡大、運送費・
原材料費の上昇、消費者の低価格志向を指摘する声も
多い。中小企業の景況感は総じて緩やかな回復基調が
続いているものの、そのマインドには依然として鈍さ
が見られ、足元でほぼ横ばい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▲14.1（今
月比＋1.9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。輸出や設備投資の堅調な推移や株高進行による個
人消費の持ち直し、インバウンドを含めた観光需要拡
大などへの期待感がうかがえる。他方、人件費の上昇
や受注機会の損失など人手不足の影響の深刻化、運送
費・原材料費の上昇などを懸念する声も多く、中小企
業においては先行きへの慎重な見方が残っている。

業況DIは、ほぼ横ばい。先行きは慎重な見方残るも、
緩やかな回復を見込む

 2016年10月: 2017年10月
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出社時はソフトを更新
　長期休暇の時期は、システム管理者が不在になるこ
とも多く、ウイルス感染や不正アクセスなどの被害が
発生した場合の対処が遅れてしまい、自組織のシステ
ム環境に大きな被害が及んだり、顧客に対してウイル
ス感染の被害が及んだりする可能性がある。このよう
な事態を防ぐために、組織として対策を検討する必要
があるだろう。
　システム管理者は、長期休暇前に、不足の事態が発
生した場合に備えて、委託先企業を含めた緊急連絡体
制や対応手順などが明確になっているか確認していた
だきたい。その際は、組織体制や電話番号に変更がな
いか注意が必要である。ま
た、長期休暇中に使用しな
いサーバーなどの機器は電
源を切る事を推奨する。
　長期休暇明けは、長期休
暇中に公開されたOSや各
種ソフトウエアの脆弱性を
狙った攻撃が多く見られる。
修正プログラムの有無を確
認し、必要な修正プログラ
ムを適用するよう従業員へ案内していただきたい。
　また、長期休暇中に電源を切っていたパソコンは、
セキュリティーソフトの定義ファイル（パターンファ
イル）が古い状態のままになっている。電子メールの
送受信やウェブサイトの閲覧などを行う前に定義ファ
イルを更新し、最新の状態にするよう従業員へ案内し
ていただきたい。加えて、サーバーなどの機器に対す
る不審なアクセスが発生していないか、各種ログを確
認することも必要である。何らかの不審なログが記録
されていた場合は、早急に詳細な調査などの対応を行
う必要がある。
　従業員は、長期休暇中に社外での業務対応のためパ
ソコンなどの機器やデータなどの情報を持ち出す場合
は、持ち出しルールを事前に確認し、遵守していただ
きたい。また、長期休暇中に使用しない機器は電源を
切る事を推奨する。

　長期休暇中は、自宅などに持ち出したパソコンなど
の機器やデータはウイルス感染や紛失、盗難などに
よって情報漏えいなどの被害は発生しないよう、厳重
に管理する。

SNS投稿でプライバシー侵害
　また、公衆無線LANの利用には注意が必要である。
空港やホテルなど、多くの場所で公衆無線LANサー
ビスが提供されているが、不正に設置されたアクセス
ポイントに誤って接続したり、盗聴されたりするなど
で第三者に通信内容を知られてしまう可能性がある。

第三者に知られては
困る情報をやり取り
する場合はSSLで暗
号化されていること
（ブラウザのアドレス
欄の文字が「https」
で始まっていること）
を確認してから送受
信するようにしてい
ただきたい。

　加えて、行楽などの外出前や外出先でのSNS投稿
にも注意が必要である。例えばSNSに旅行の計画を
書き込んだ場合、内容によっては長期休暇中に不在で
あることが広く知れ渡ってしまう可能性がある。ま
た、撮影した写真をSNSに投稿したことで位置情報
が知られたり、他者のプライバシーを侵害してしまっ
たりなどのトラブルに発展する可能性もあるため、投
稿内容や投稿範囲に注意が必要である。
　長期休暇明けは、システム管理者の指示に従い必要
な修正プログラムの適用とセキュリティーソフトの定
義ファイルの更新を行っていただきたい。また、長期
休暇中に持ち出していたパソコンや、データ保存して
いたUSBメモリなどの外部記憶媒体にウイルスが感染
していないか、組織内で利用する前にセキュリティー
ソフトでウイルススキャンを行うことを推奨する。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）
　　［会議所ニュース8月1日号（日本商工会議所発行）より転載］
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