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第4回吉祥寺コレクションを開催 
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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

FBページ公開中!！

昭和35年に建てられた四階建ての武蔵野商工会館は 老朽化により平成13年建て替えられ 八階建てになった。
1982年（昭和57年）　撮影　鈴木育男（らかんスタジオ）
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　商業部会（西宮忠部会長）の吉祥寺コレクション
実行委員会（安藤智之実行委員長）では、毎年恒例
のファッションショー『吉祥寺コレクション（吉コ
レ）』を4月30日（月・振休）に吉祥寺駅北口ロー
タリー内の特設ステージにて開催しました。部会員
事業所の発展、地域振興を目的に企画した当イベン
トに、カジュアルや和装、バッグなど17店舗のブ
ランドが参加しました。モデルは、お店の店員さん
やお客さん、SNSなどでの呼びかけで集まった方々
です。各店趣向を凝らした演出で、「吉コレ×◯◯」
をテーマに各店のファッションが披露されました。

　さらに、第4回目の今回は、南口にある井の頭恩
賜公園の野外ステージやその周辺を利用してアウト
ドアを扱っている店舗を中心としたイベントも同日
開催しました。20店舗近い出店者が集まり、トー
クショーやワークショップなどのイベントで会場は
盛り上がりました。
　当日は、天候も良く、会場にはたくさんの観客が
訪れ、大変賑わっていました。吉祥寺が吉コレ一色
の一日となりました。

第4回 吉祥寺コレクション（吉コレ）を開催しました
4月3 0日（月・振休）
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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

5/11現在 3 1 12 4 3 14.5 6 43.5

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成30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。

Report

 リポート 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。
　5月11日（金）に長沼伸一吉祥寺支店長が来
所され、稲垣会頭に50万円の地域産業応援資金
を手渡しました。
　当所では、地域活性化の推進を目的として、こ
の資金を「第14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。 長沼伸一吉祥寺支店長より資金贈呈を受ける稲垣会頭

新入会員 の紹介 4/12

～

5/11

事業所名 業　種 地　区 所属部会

Folium Floris TAKARAZUKA 食品製造業

吉祥寺地区

食品業部会

株式会社 飛成 KHUCHAI タイ料理店 飲食業部会

株式会社 ルネサンス・エクスペリア 婦人服・小物小売、不動産管理
商業部会

ソダテキカク ペット用品の製造販売

アイティーオー株式会社 精密板金、製缶、レーザ加工 地区外 工業部会

DNワークス 内装仕上業 中央地区 建設業部会

ドークツ デザイン、ウェブ制作、システム開発 吉祥寺地区

サービス業部会株式会社 国際思い出観光トラベルサービス 国内・海外旅行業、一般貸切旅客自動車運送事業
地区外

M’s create ウェブ制作
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　当所では右記のとおり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。
　詳細は実施の都度、会報誌に折込チラシを同封しま
すのでご確認のうえ、お申込みください。
　なお、定員がありますので、お早めにお申込みください。

Report

Information

 リポート

インフォメーション

『2018吉祥寺ウェルカムキャンペーン』開催される

経営サクセスセミナー開催のご案内

　4月28日（土）から5月6日（日）までのゴールデンウィーク期
間中、「吉祥寺ウェルカムキャンペーン（吉祥寺スプリングフェス
タ2018）」（前田秀樹大会長）として、「第22回 大吉祥抽選会」と
「第33回 吉祥寺音楽祭」の2つのイベントを開催しました。
　大吉祥抽選会は5月5・6日の二日間、吉祥寺駅周辺の7会場で
実施されました。6日の夕方には雲が出て風が強くなったものの二
日間とも天候には恵まれ、抽選参加者33,974人（速報値）（前年比
99%）、抽選本数116,587本（速報値）（同88%）となり、吉祥寺
のまちが大勢のお客様で賑わいました。
　第33回となる吉祥寺音楽祭は、ホコ天パレード&ストリートライブ（平和通り）、公園コンサート（井の頭恩
賜公園野外ステージ）、 JAZZ CONCERT（武蔵野公会堂）、吉音コンテスト決勝大会（吉祥寺シアター）、吉音
スーパーステージ（駅前広場）の他、大型店やライブハウスなどで開催され、昨年を上回るお客様が吉祥寺のまち
一杯に音楽があふれるイベントを楽しみました。

音楽祭に関する詳しい情報はHPをご覧ください。

http://www.kichion.com/

吉音コンテスト

　当所会員向けの健康管理支援事業として実施してい
る人間ドック受診サービスの申込み受付を6月より開
始します。
　人間ドック、肺がんドック、脳ドック及び簡易
脳ドックが会員特別料金で受診できることに加え、
キャッシュバック（1事業所につき一律10,000円）
も受けられます。今年は実施医療機関として、これま
での武蔵野赤十字病院、にしくぼ診療所に松井健診ク
リニックが加わり、3施設から選択できます。

　なお、医療機関によって各コースの受診料金および
検査内容が異なる場合があります。詳細は同封のパン
フレットにてご確認ください。受付は12月末までです。

お問合せ 総務課
  Tel  0422-22-3631（担当：宇治川）

会員限定「人間ドック受診サービス」のご案内

※ 申込み受付は、当所窓口のみとなります。電話、FAX、メールでの
受付は行っておりません。
※ 申込期間中でも定員（3施設合計40事業所）になり次第締め切りま
すのでご注意ください。
※ 検査項目についてのお問合せは、ご希望の医療機関へお願いします。

日　時  8月9日（木）
 14：00～16：00
会　場  当所５階 第１・２会議室
テーマ  濃い見込客を集め、ロイ

ヤル顧客を育てる方法
講　師 山本　しょう 氏（Foundplanner代表）
定　員 30名（申込順、定員になりしだい締め切ります）

お問合せ  Tel   0422-22-3631（担当：今北）

¥10,000キャッシュバック券

武蔵野商工会議所
武蔵野市吉祥寺本町1‒10‒7
Tel 0422‒22‒3631

事業所名

平成30年度

会員限定の人間ドック等
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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、金融機関のあっせんなど）
・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、新規事業開発など）
・創業相談

金融・創業
相談会

日本政策金融公庫
（融資担当者）

6月13日（水）
7月13日（金）
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

定例相談会
（記帳・申告・税務）

税 理 士

7月13日（金）
10:30 ～ 16:30
（12:00～13:00休）

※予約優先

・青色・白色申告する個人事業主の方
・所得税・相続税・消費税など
  一般的な税金問題

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 TEL0422-22-3631
までお気軽にご連絡ください。

今年は役員・議員改選の年です

平成30年度会員会費の請求について

　今年は3年に1度の役員・議員改選の年です。選挙
及び改選に関する管理は「武蔵野商工会議所議員選挙
及び選任規約」に則り、3月の常議員会で選任された
選挙委員会を中心に進めていきます。
　5月14日（月）に第1回目の選挙委員会が開催さ
れ、選挙委員長に加藤専務理事が選出されました。委
員会では、1号議員選挙及び2号・3号議員の選任な

　平成30年度の当所会員会費の請求書を別途郵送にてお送りします。
　期限は、7月末までとなっておりますので、よろしくお願いします。
　 なお、口座自動振替の手続きをされている事業所には、自動振替のお知らせをお送りして
います。引落日は、6月27日（水）となります。

どの細則について確認し、今回の改選に係る日程が承
認されました。
　詳細な日程については、同封の「武蔵野商工会議所
議員選挙及び選任規約」「平成30年度武蔵野商工会議
所議員選挙及び選任施行細則」（A3判二つ折り）をご
参照ください。

商工会議所の会員の中から代表して選ばれ、最高意思決定機関である議員総会
の構成メンバーとして会議所運営にあたる80名です。議員とは？
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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

▶飲食業部会創立45周年記念事業
　プロ直伝！おいしく淹れるコツ　コーヒー講座
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、創立45
周年記念事業として、「プロ直伝！おいしいコー
ヒーを淹れるコツ」と題し、コーヒー講座を開催
します。淹れ方による味の違いやコーヒーの魅力
をこの機会にぜひ実感してください。
 日　時 7月4日（水）
 15：00～ 16：30（受付は14：45～）
場　所 当所5階　第1・2会議室
講　師 根塚　裕一 氏
・ キリンビール（株）のコーヒー部門「カフェ・セ
ボール」にて長年にわたり筆頭焙煎士を務める。

・ 「トゥールダルジャン」をはじめ、有名レスト
ラン、ホテルなどの珈琲焙煎を担当。

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：佐野）

・ 2011年9月、「吉祥寺焙煎セピア・コーヒー」
をオープン。
定　　員 50名（先着順）
 どなたでもご参加いただけます。
参 加 費 無料
申込方法  6月25日（月）までに下記宛に必要事

項を記入し、Eメール・FAX・電話で、
お申込みください。

必要事項 ①住所 ②氏名 ③電話番号

宛先・問合せ
飲食業部会（担当：佐野）
 Tel  0422-22-3631
 Fax  0422-22-3632
 mail  sano@musashino-cci.or.jp
※ 同日13：00より開催の記念パーティーについては別途
郵送にてご案内いたします。

報 告

▶通常総会＆懇親会
　食品業部会（寺岡芳雄部会長）・飲食業部会（新
妻義次部会長）・商業部会（西宮忠部会長）の各部
会は下記のとおり、通常総会を開催しました。
　各部会とも、平成29年度事業報告および収支決
算報告、平成30年度事業計画（案）および収支予
算（案）について審議し、承認されました。
　食品業部会では、監事の欠員について審議し、上
杉武雄氏（武蔵野酒類販売（株））が選任されました。

部会名 開催日 開催場所 総会終了後
食 品 業 部 会 5月17日（木） ７階　役員会議室 天狗吉祥寺店にて懇親会
飲 食 業 部 会 5月10日（木） いせや総本店　公園店 いせや総本店　公園店にて懇親会
商 業 部 会 5月18日（金） ７階　役員会議室 旬肴・酒 和－KAZU－にて懇親会

　商業部会では、評議員の補充について審議し、
新たに、木崎剛氏（巧芸印刷（株））と、丸山博人
氏（（株）もしもし）の２名が選任されました。
　また、その他の議案で、副部会長に勝俣淳子氏
（（株）瑠璃）が選任され、副部会長が4名体制とな
りました。総会終了後には各部会懇親会を行い、
会員相互の親睦を深めました。

お問合せ 商 業 部 会（担当:井上）

商 業 部会  
お問合せ 食品業部会（担当:小泉）

飲  食 業 部会食  品 業 部会 
お問合せ 飲食業部会（担当:佐野）
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 部会だより

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

報 告

▶創立60周年記念事業一泊研修旅行実施
　建設業部会（五十嵐保部会長）では、創立60
周年を記念した一泊二日の研修旅行を5月22日
（火）･ 23日（水）に実施しました。今回は島根
方面で、初日は「出雲大社」を参拝し、参加者
全員（34名）で商売繁盛を祈願しました。また、
ボランティアガイドの案内のもと、境内等を詳細
に見学しました。見学後、「島根ワイナリー」に
て昼食をとりました。その後、「荒神谷遺跡・博
物館」を見学。夜は玉造温泉「ホテル玉泉」に宿

泊し、旅の疲れを癒しました。宿では、出雲商工
会議所の福間正純副会頭にもご臨席をいただき、
親睦を深めることができました。2日目は、国宝の
「松江城」、世界遺産の「石見銀山」を、ゆったり
見学しました。
　今回、島根を代表する歴史的建築物や名所4カ
所を巡る盛りだくさんの内容でしたが、無事帰路
につくことができました。参加者は、有意義な2
日間を過ごしました。

i nformation

▶ 臨時総会及び創立60周年記念事業の開
催について
　建設業部会では、臨時総会及び創立60周年記
念事業を下記のとおり開催します。ご案内は、別
途、郵送にて送付します。
 日　程 8月22日（水）
時　間  臨時総会 　17：00～
  記念式典・パーティー 　17：30～
会　場 吉祥寺東急REIホテル  3階コニファールーム

　

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

i nformation

▶創立60周年記念事業を開催
　工業部会（林敏雄部会長）は、昭和33年に設
立され、平成30年度で60周年という節目を迎
えます。これに伴い、先人の築いた60年間の実
績と功績を記録し後世に伝えるとともに、武蔵野
市の工業の更なる発展を祈念し、創立60周年記
念事業を右記のとおり実施します。対象者の方に
はご案内を送付済みです。

 開催日 6月29日（金）　 
●  記念講演会 
会　場  武蔵野商工会館4階 市民会議室
時　間 （受付）14：30　（開演）15：00
講　師 アルピニスト　野口　健 氏
演　題 「 災害を生き抜くために～テント村という選択肢～」

● 記念式典   
会　場 吉祥寺東急REIホテル3階 コニファールーム
時　間 （受付）17：00  （開式）17：30

● 記念パーティー 
会　場 吉祥寺東急REIホテル3階 むさしの
時　間 （受付）18：30  （開宴）18：45
会　費 1人 7,000円　

昨年度の産業フェスタの様子

▶第8回武蔵野エリア産業フェスタ開催
　「第8回武蔵野エリ
ア産業フェスタ」を、
右記のとおり開催し
ます。今年度も武蔵
野、三鷹、小金井の
3市共同開催になり

ます。昨年度に引き続き今回も小金井市商工会が
幹事となります。実施内容等については、今後委
員会で検討していくことになります。詳細が決ま
りましたら、改めてご案内します。

 開催日 平成31年2月7日（木）～9日（土）
場　所 小金井市　宮地楽器ホール
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お問合せ サービス業部会（担当: 三輪）サ  ー ビ ス 業 部会
i nformation

▶ サービス業部会通常総会および60周年
記念講演会のご案内

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、通常総
会終了後、藤原正彦氏（理学博士）をお招きし、
「吉祥寺の品格、日本の品格」と題し、60周年記
念講演会を行います。どなたでもご聴講いただけ
ますので、お誘いあわせのうえご参加ください。

● 通常総会　
 日　時 6月27日（水）14：30～
場　所 武蔵野商工会館4階 市民会議室

● 60周年記念講演会
 日　時 6月27日（水）15：00～
場　所 武蔵野商工会館4階 市民会議室
演　題 「吉祥寺の品格、日本の品格」
講　師 藤原　正彦 氏（理学博士）
参加費 聴講無料
定　員 90名（先着順　どなたでも聴講いただけます）

報 告

▶通常総会開催される
　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、5
月14日（月）に当所５階第１・２合同会議室に
て通常総会を開催しました。
　平成29年度事業報告および収支決算報告、な
らびに平成30年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について審議し、いずれも原案どおり承認さ
れました。
　総会後は、4階市民会議室にて、大学在学中に
起業し、ソフトバンクの孫正義氏が運営する「ソ
フトバンクアカデミア」で孫正義氏から直接に経
営の帝王学を学ばれた石原潤一氏より「ＡＩとこ
れからの未来について」というテーマでお話しい
ただき、参加者も非常に興味深く聞き入っていま
した。
　講演後は、会場を鳥良吉祥寺4号店に移して懇
親会を開催し、大いに親睦を深めることができま
した。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

i nformation

▶７月定例会・交流会の開催について
　７月13日（金）に商工会館4階市民会議室
で、７月の定例会を開催します。※詳細は同封の参
加申込書を参照。

　参加希望の方は、同封の参加申込書に必要事
項を記入のうえ、７月6日（金）までにFAXに
てお申込ください。商工会議所HP上の「セミ
ナー・イベント」専用ページからもお申込みでき
ます。
　なお、プラザ会員の方は、交流会の開催通知と
合わせて別途ご案内をお送りしますので、そちら
からお申込みください。

 日　時 ７月13日（金）　18：30～ 19：45
会　場 武蔵野商工会館4階 市民会議室
演　題 『 逆境に負けないチャレンジ精神

　 ～マグロ大王の挑戦人生～』　　　
講　師  木村　清 氏
 『すしざんまい』
 （株）喜代村　代表取締役社長

定　員  90名（先着順。どなたでも
参加できます。）
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女性会／ Information

女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）

報 告

▶通常総会開催される
　女性会（伊藤 隆子会長）では、5月14日（月）
に当所7階・役員会議室にて通常総会を開催しま
した。
　第1号議案・平成29年度事業報告並びに収支
決算報告、第2号議案・平成30年度事業計画
（案）及び収支予算（案）が、満場一致で承認さ

れました。
　また、昨年度受賞した全国商工会議所女性会連合
会、会員増強表彰について報告しました。
　総会終了後には同会場にて懇親会を行い、親睦を深
めました。

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 10月から平成31年３月までの
図書館カレンダー対象

配布場所 ：武蔵野市立図書館3館
発行部数 ：約 30,000 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。
応募締切 ：６月28日（木）16時必着
　　　　　原則先着順
　※ただし口数が多い業者優先
応募方法 ：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。

図書館HPにもスポンサー
リンク掲載予定

広告料：1口 2万円
最大4口（3口は不可）

1口
縦 3.2cm×横 4.5cm

お問合せ：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 

（図書館カレンダーの
広告掲載欄原寸大）

武蔵野市立図書館カレンダーに
広告を掲載します

武蔵野市立図書館カレンダーに
広告を掲載します

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 :1.11% 平成 30年 5月現在

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

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!
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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。

TEL：0422-22-3631
お問合せ 総務課

ESライフプラン株式会社 はじめケアセンター

　英語発音トレ―ナ―

建築と不動産を通じてお客様のライフプランを
お客様と一緒に追究する不動産会社です

ここからはじめる思いやりの介護
感謝とやさしさをこめて

　英語のプレゼン、営業、接
客、電話対応のスキル・アップ
が必要な方へ。12時間のトレー
ニングで、国際的に通用する明
瞭、正確な英語発音をマスター
できます。営業力アップ、コ
ミュニケーション力アップ、国
際イベントなどでの存在感アップに。社員研修、個人指
導のご依頼をお受けします。現在の英語レベルは問いま
せん。お気軽にご相談ください。

　不動産屋に足を踏み入
れる、問合せをする、ど
なたでもちょっと緊張す
る瞬間ではないしょうか。
私たちは、お客様と同じ
方向を向いて一緒に考え
させてもらう不動産屋を目指しています。売買も賃貸も
管理も土地も戸建マンションも保険もファイナンスも建
築もリォ―ムも、なんでも対応するからこそ、一人一人
のお客様に最適なソリュ―ションを、一緒に見付けるお
手伝いをさせて頂きます。

　平成12年の介護保険の
スタートと同時に、東京
都指定事業所（居宅介護
支援事業所及び訪問介護・
介護予防訪問介護事業所）
を開設し現在に至ってお
ります。わたしたち「はじめケアセンター」のスタッフ
は、常に“おかげさま”の心を大切に、みなさまが住み
慣れた“わが家”で安心して生活が続けられるようお手
伝いさせていただきます。介護のことならお気軽にご相
談ください。

代表者 ● ウィンクラー香織
Tel ● 050-3701-1180

e-mail ● info@kaoriwinkler.com
URL ● https://kaoriwinkler.com

代表者 ● 大町　順造
所在地 ● 180-0023武蔵野市境南町1-21-13 ESⅢ202
Tel ● 0422-26-4531 Fax● 0422-26-4532

e-mail ● info@eslifeplan.com
URL ● http://www.eishin-kensetsu.co.jp/company/

esindex.html

代表者 ● 本郷　一典
所在地 ● 180-0006武蔵野市中町1-29-5 はじめビル2Ｆ
Tel ● 0422-51-2681 Fax● 0422-51-9877

e-mail ● kaigo@hajime-care.co.jp
URL ● http://www.hajime-care.co.jp/

ウィンクラー香織
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人を大切にする経営学会　会長　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。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

「美しく快適な職場環境の廣野鐵工所」

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

新大阪駅から車で小1時間ほど走った大阪府岸和
田市の小高い丘に、株式会社廣野鐵工所という

社名のものづくり工場がある。泉大津市の臨海部から
「社員の生命と仕事を守るため」と、2017年に、あ
えてこの高台に全面移転したのである。
　主たる生産品は農業用機械や各種車両の部品の機械
加工であるが、その大半は農業機械メーカーの「クボ
タ」に納入する部品である。
　創業は、現社長である廣野幸誠氏の祖父が、戦後の
混乱期の1945年に、部品加工の下請け企業として、
堺市内で個人事業としてスタートしている。苦労と努
力が実り、翌年には、久保田鉄工（現クボタ）との取
引が始まり、以後、幾多の苦難を乗り越え、クボタの
有力パートナー企業としてクボタと共に成長発展して
いる。
　現在では、本社工場のほか、宇都宮工場、他に中国
の上海などに3カ所の工場を有し、国内企業の社員数
は130人、売上高は67億円にまで成長している。同
社のこれまでの成長発展の要因は、同社が培った高度
な生産技術力や生産管理力、さらには営業技術力など
もあるが、とりわけ重要なものは、社員重視の経営姿
勢がもたらした「社員力」であり、これこそが、同社
の強さの源泉である。
　先日、親しい大阪の経営者と同社を訪問させていた
だき、廣野社長の話を聞くとともに、本社工場の隅か
ら隅まで案内していただいたが、ハード面・ソフト面
を問わず、「ここまでやるのか……」と感嘆すること
ばかりであった。それは、定年の無い雇用制度をはじ
め、充実した福利厚生制度など多々あるが、ここでは
紙面の都合で、ハード面の同社の特長のみ述べる。

　本社工場は、甲子園球場の約2倍の2万5000㎡の
広い敷地に、これまた広い1万3000㎡の1階建てで
ある。その高い天井のあちこちには巨大な最新の空調
機が無数取り付けられていたばかりか、工場内の照
明は全てLEDであり、工場内は明るく快適な環境で
あった。余談であるが、その電気代は工場の屋根に敷
かれたソーラーパネルで、約50%が賄われていると
いう。
　事務室は部署の仕切りもないワンフロアである。ま
た事務室と工場も見えないように隠す壁ではなく、見
えるように透明のガラス窓で全て仕切られており、全
社員の一体感が強く感じられる空間であった。
　次に、社員食堂をはじめ、福利厚生施設を案内して
いただいたが、これも驚きの連続であった。広く美し
い社員食堂やウッドデッキは、どこかのホテルのレス
トランのようで、しかもその木製の机と椅子は全て近
くの家具業者に特注し、椅子にはそれを使用する社員
の名前まで書かれていた。これまた余談であるが、椅
子は社員が会社を引退するとき、記念に自宅に持ち帰
るのだそうである。
　こうしたものづくり工場の存在を見ると、わが国企
業の在り方がよく分かる。

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
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　今回は、あいはんど施術院を運営する株式会社イ
トーテキスタイル 代表取締役 伊藤博厚さんにお話を
伺いました。
　武蔵野市で生まれ育ったという伊藤さんは多摩信用
金庫に入庫。その後、名古屋の産元生地問屋に就職
し、修業を経て、お父様が創業された株式会社イトー
テキスタイルに入社されたそうです。元々は生地の販
売を主としていましたが、一昨年の9月に新規事業と
して、訪問マッサージを始められたそう。
　きっかけとなったのは、伊藤さんのお母様が交通事
故に遭われ、「寝たきりで車いすの生活になる」と医
師から話を聞いた時に、突然介護の必要性を感じ、同
じ境遇の方に少しでも楽になってほしいと思ったから
だそうです。生地の販売とは異なる業界だったため、
事業を開始する前に様々な方に相談をして準備を進め
ていく中で、“国家資格を持ったマッサージ師を雇い、
健康保険が使え、自宅で施術を受けられる”方法に
なったとのこと。
　現在は、武蔵境駅～吉祥寺駅を中心に地域密着で、
ほとんどの方がリピーターだそう。2～ 3回訪問する
と、お客様もかなりリラックスした状態で出迎えてく
ださるそうです。利用者は高齢の方がほとんどで、訪
問マッサージのメリットとしては、自宅に訪問するの
でお客様が医療機関に行き来する必要がなく、楽であ
ることが挙げられます。また施術を受ける方のご家族
からは、「普段は付きっきりで、自分の時間がもてな
いが、施術を受けている間は、自由な時間ができるの
で、うれしい」という声も寄せられています。
　今後は、離れた親族の方にもメールで施術内容など
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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まま

すす
。。

（取材担当：伊野瀬、池田）

訪問マッサージ
あいはんど施術院

株式会社イトーテキスタイル
代表取締役　伊藤　博厚

コラム

所在地：武蔵野市中町1-28-1
　TEL：0422-52-5801
　URL：http://aihand.jp/

諸々の情報を通知し、ご家族に安心していただくとと
もに、障害者の方に対する施術や、障害者の方の雇用
も促進して地域貢献に励んでいこうと思っているそう
です。
　そして、今年4月からは、新しく中小企業向けの
“オフィスで健康マッサージ”を開始。仕事の合間に
オフィスでマッサージを受けられるといった内容で、
3畳ほどのスペースがあれば、施術を受けることがで
きます。メリットとしては、リフレッシュ効果・福利
厚生・健康への意識向上などが挙げられます。「従業
員も企業も誰も損をしないシステムになっていると思
います!!」と伊藤さん。この活動で、企業と従業員、
そして地域の活性化に繋げていきたいそうです。
　「疲れている従業員がいるな・福利厚生を充実させ
たいな等」ありましたら、一度お問合せをしてみては
いかがでしょうか。
　（ 企業向け訪問マッサージの詳細については、同報のチラシ
をご覧ください。）

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います。
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、「取り上げてほしい !」という
ご希望があれば、ぜひ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
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 14.2 ▲ 18.5 ▲ 8.6 ▲ 16.7 ▲ 23.5 ▲ 8.5

関　東
▲ 14.4 ▲ 28.6 ▲ 13.2 ▲ 1.9 ▲ 23.9 ▲ 5.1

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
▲ 11.5 ▲ 13.1 0.5 ▲ 18.3 ▲ 25.7 ▲ 7.6

関　東
▲ 13.3 ▲ 22.9 ▲ 0.9 ▲ 7.7 ▲ 30.4 ▲ 8.5

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成30年5月11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 252 416 693 120 209 1,142 72 2,904

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 ： 2018年5月～2018年7月

Lobo調査とは……
全国の420商工会議所が3941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 （%） 47.9 30.3 42.5 85.7 54.3 35.5 69.9 39.4％

　4月の全産業合計の業況DIは、▲11.5と、前月か
ら＋4.3ポイントの改善。電子部品や産業用機械関連
を中心に製造業が全体を牽引したほか、インバウンド
を含む春の観光需要を取り込んだ宿泊業・飲食業やレ
ジャー関連業を中心とするサービス業の業況が改善し
た。深刻な人手不足や原材料費・燃料費の上昇、食料
品・日用品に対する消費者の低価格志向を指摘する声
は依然として多いものの、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。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲14.2（今

月比▲2.7ポイント）と悪化を見込むものの、「好転」
から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ば
い。個人消費の持ち直しやゴールデンウィークに伴う
観光需要拡大、生産や設備投資の堅調な推移への期
待感がうかがえる。他方、人手不足の影響の深刻化
や、原材料費・燃料費の上昇、コスト増加分の価格転
嫁の遅れ、米国の保護主義的な関税措置の影響など世
界経済・貿易に対する先行き不透明感を懸念する声も
多く、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見通
し。

業況DIは、2カ月連続改善。先行きは慎重な見方残り、
横ばい圏内の動き
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なく、また新しい手口でもない。よって手口を知り、
常に対策を怠らないことが重要と考えられる。
　IPAでは、情報セキュリティー対策の基本として、
①ソフトウエアの更新、②セキュリティーソフトの導
入、③パスワード管理・認証の強化、④設定の見直
し、⑤脅威・手口を知ること推奨している。企業規模
に係わらず実行することが可能な基本的な対策だが、
10大脅威のさまざまな脅威に対して有効な対策であ
るため確実に実行していただきたい。
　また、これら基本的な対策に取り組むことを
宣言することでセキュリティ対策自己宣言制度
「SECURITY ACTION」のロゴマークを使用するこ
とができる。ロゴマークは、ウェブサイトや名刺など
に表示することで、情報セキュリティーに自ら取り組
んでいることをアピールすることが可能だ。利用手
数料は無料。具体的な手続きはIPAのホームページ
（https://www.ipa.go.jp/security-action/）を確認
してほしい。

中小企業のセキュリティー対策　　 襲う10大脅威

人材不足がランクイン

　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、2017
年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる
情報セキュリティーに関するトピックについて、情
報セキュリティー分野の研究者など約100人のメン
バーからなる「大脅威選考会」の審議・投票により
トップ10を選出。
　「情報セキュリティ　大脅威2018」として順位
を決定し、IPAのホームページ（https://www.ipa.
go.jp/security/vuln/10threats2018.html） で 公
表した。
　今年の組織の脅威ランキングにはこれまでに一度も
ランクインしたことのない新たな脅威として「3位=
ビジネスメール詐欺」、「5位=セキュリティー人材の
不足」がランクインした。また、「4位=脆弱（ぜい
じゃく）性対策情報の公開に伴い公知となる脆弱性の
悪用増加」は昨年のランク外（一昨年は6位）から復
活ランクインしている。
　「3位=ビジネスメール詐欺」は、巧妙に細工した
メールによるやりとりが行われ、その結果企業の担当
者がだまされ、本来の振込口座とは異なる攻撃者の偽
口座へ送金させる詐欺の手口である。昨年末に国内の
大手企業の被害が大きく報道され、世間の耳目を集め
た。この詐欺は、手口さえ知っていれば、だまされる
前に気付ける可能性があった。　
　「5位=セキュリティー人材の不足」は、以前から
指摘されていた問題だ。他の脅威とはやや観点が異な
るが、組織として取り組むべき課題の一つである。人
材育成には時間がかかるため、数年先を見据えて計画
的に進める必要があるだろう。
　昨年、初めてランクインしたIoTに関する脅威は
今年もランクインした。IoTはその利便性のみが注目
されがちだが、Miraiを初めとしたウイルスがネット
ワークカメラなどのIoT機器を狙ったように、既に攻
撃対象の一つになっているという認識を持ち、必要な
対策を施した上で安全に利用していただきたい。

手口を知り対策を怠らない

　今年は「個人」と「組織」を合わせた20の脅威の
うち、8割の16の脅威が昨年に引き続きランクイン
した。このように大半の脅威は急に出現したものでは

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）【2018年　2月21日号】

情報セキュリティ10大脅威 2018

順位 組織の脅威 昨年順位

1位 標的型攻撃による情報流出 1位

２位 ランサムウェアによる被害 2位

3位 ビジネスメール詐欺 ランク外

4位 脆弱性体対策情報の公開に伴い公知とな
る脆弱性の悪用増加 ランク外

5位 セキュリティ一人材の不足 ランク外

6位 ウェブサービスからの個人情報の窃取 3位

7位 loT機器の脆弱性の顕在化 8位

8位 内部不正による情報漏えい 5位

9位 サービス妨害攻撃によるサービスの停止 4位

10位 犯罪のビジネス化
（アンダーグラウンドサービス） 9位
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