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武 蔵 野 の 商 工 業 を 支 え 続 け る
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FBページ公開中!！

井の頭プール（昭和57年8月）　大きいプールはとても冷たかったが人気があった。子供プールは浅く、あたたかだったので　いつも子供達の歓声が上がっていた。
撮影　鈴木育男（らかんスタジオ）
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第14回Musashinoごちそうフェスタ
ごちそうフェスタ開催期間 :11月1日（木）~11月30日（金）

　Musashinoごちそうフェスタ（髙田ル
ミ子実行委員長）は、武蔵野市内で最大の
食の祭典です。地域にもすっかり定着して
きたこの一大イベントを今まで以上に盛大
に開催できるよう、実行委員会で下記の企
画について準備を進めています。

　東京商工会議所が主催し、都内商工会議所が連携す
る第2回「会員企業と学校法人との就職情報交換会」
が開催されます。
　当所も連携商工会議所として参加をします。
　新卒者・既卒者の採用検討をされている企業の採用
担当者と、大学・専門学校等の就職担当者が一堂に会
し、採用に関する情報交換を行うものです。
　企業の採用担当者は、一日で複数の大学に対し自社
のPRや求人の意向を伝えることができる商工会議所
会員組織のスケールメリットを活かした事業です。開
催概要は右記のとおりですが、詳細については同封の
チラシでご確認ください。

公式ガイドブックの発行
 （11月配付開始）

飲食・食品店を紹介するガイド
ブックを発行し、市内で無料配
付します。今回は、「ユーザー
目線の魅力ある紙面づくり」を
めざし、内容を刷新する予定で
す。

関係団体代表者の異動について

会員企業と学校法人との就職情報交換会のお知らせ

　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。　　 （敬称略）

団体名・役職 新 旧

武蔵野間税会・会長 荒井　弘美 淺野　裕子

物産・逸品市の開催
 （11月23日（金・祝））

市内の飲食・食品店など約20
店が参加する物産展です。野菜
の栽培体験や朝採れ新鮮野菜即
売会も開催します。ほかに「武
蔵野地粉うどん」「チャリティー
林檎」などの販売もあります。

公式ホームページの作成
 （11月本格オープン）

昨年から引き続き、ぐるなびと
提携し飲食・食品店を紹介す
るホームページを作成します。
ぐるなびが提供する予約機能・
クーポン機能・外国語対応機能
なども活用できます。

日　　時　10月23日（火）13：30~17：00
   （受付開始　12：30~）
場　　所　大田区産業プラザPiO　1階「大展示ホール」
　　　　　（大田区蒲田1-20-20）
参加学校　70校程度
参加資格　東京商工会議所会員及び都内連携会議所会員
参 加 費　会員企業1名につき5,000円（税込）
申込及び期間　
　 東京商工会議所ホームページよりお申し込みください
（詳細はチラシに記載）
　8月1日（水）~9月25日（火）17時まで
※ ただし、定員（先着300社）になり次第締め切り。前回も締
切日前に定員に達していますので、参加を希望する場合は、
お早めにお申し込みください。
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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
7/17現在 4 7 15 6 5 16.5 9 62.5

　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。

新入会員 の紹介

6/15
〜
7/17

事業所名 業　種 地　区 所属部会

寿香苑 あかつき 焼き肉店
吉祥寺地区

飲食業部会
コード株式会社 小売業（アクセサリー販売） 商業部会
MANAKOA株式会社 有料職業紹介業 地区外 工業部会
株式会社 A-スタイル・マーケティング 広告のポスティング

吉祥寺地区
サービス業部会

エクレエレガンローズチャチャ吉祥寺 パーソナルカラー、イメージアップアドバイス
サロン、ハワイアンリラクゼーションサロン

株式会社 クラック 映像制作・デザイン・書籍の企画、制作
Produce メディカルフィットネス、リハビリテーション
morinoie 整体、リラクゼーション

境地区
株式会社 誠 武蔵境北口整骨院 整骨院

新入会員 の紹介

新・生命共済「むさしの」のご案内
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（団体型）

+武蔵野商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）
　当所では、各種共済制度をご用意し、会員事業所の役員・従業員の皆様の福利厚生制度の充実をサポートしております。
　新・生命共済「むさしの」は、会員事業所だけが加入いただける制度です。24時間保障が受けられ、商工会議所独自の
給付制度をご利用いただけます。
　詳しくは、同封のパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）をご覧ください。

【制度の主な特徴】
■  掛金は1口・780円（月額）からで、当所会員の役員・事業主・従業員で70歳6カ月までの方が加入できます。（掛金は年

齢により異なります。）
■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年ごとに収支計算をおこなって余剰金が生じた場合は、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。）
■当所独自の見舞金、祝金の支払いがあります。
■ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
■負担した掛金は、全額損金または必要経費に算入できます。
法人の場合…法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入できます。（法人税基本通達9-3-5）

個人事業主の場合…  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。（昭和47年2月14日付直審3-8）

〈お問合せ〉
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
〈引受保険会社〉アクサ生命保険株式会社 むさし府中営業所 武蔵野分室
　　　　　　　  〒181-0013　東京都三鷹市下連雀3-26-12　三鷹三菱ビル5F　　 TEL  0422-48-9082
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インフォメーション

吉祥寺アニメワンダーランド2018
　吉祥寺ウェルカムキャンペーン委員会（前田秀樹大
会長）では、9月27日（木）から10月14日（日）
まで、「吉祥寺アニメワンダーランド2018」（西宮良
実行委員長）を開催します。
　今年は、我が国のアニメーションの生みの親ともい
える手塚治虫先生の生誕（1928年秋）から90年で
す。吉祥寺アニメワンダーランドも20回を迎える記
念すべき年に、手塚プロダクションの諸作品をメイン
ビジュアルとし、ギャラリー創でのイベントを皮切り
に、前半では公会堂フロンティアワークスイベント、
恒例のおもちゃ市場、ファミリーステージを行いま

す。中盤では、井の頭公園ステージイベント、森の映
画会・バザール、親子でプラモデル教室。さらに日程
後半では、吉祥寺シアターイベント、吉祥寺アニメー
ション映画祭など、家族からコアなアニメファンま
で、幅広い層の皆様にお楽しみいただける企画を予定
しており、開催期間中は吉祥寺の街がアニメ一色に染
まります。
　イベントの詳細は、9月に発行する公式パンフレッ
トをご覧ください。

　当所では下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！
　なお、定員がありますので、お早めにお申込みください。

日　時：9月5日（水）14：00～ 16：00
会　場：当所５階 第１・２会議室
テーマ：営業成績がどんどん上がる社員の育て方
講　師：中城　卓哉　氏（パワーコーチ（株）代表取締役）
定　員：30名（申込順、定員になりしだい締め切ります）
T E L ：0422-22-3631（担当：今北）

経営サクセスセミナー開催のご案内

イベント・スケジュール　　平成３０年９月２７日（木） ～ １０月１４日（日）

※上記以外にもコラボレーション企画等を予定しています。詳しくは公式パンフレットをご覧ください。

イベント名 会　　場
9  月 10  月

27日
㊍

28日
㊎

29日
㊏

30日
㊐

3日
㊌

6日
㊏

7日
㊐

8日
㊗

11日
㊍

12日
㊎

13日
㊏

14日
㊐

ギャラリー創イベント ギャラリー創 ● ● ● ● ●

公会堂イベント 武蔵野公会堂 ●

吉祥寺おもちゃ市場 東急百貨店　北側広場 ● ●

まちなか
ファミリーステージ

コピス吉祥寺
ふれあいデッキこもれび ● ●

森のわくわくステージ

井の頭公園

● ●

森のわくわくバザール ● ●

森の映画館 ● ●

スタンプツアー ● ●

親子でプラモデル教室 商工会館４Ｆ ●

シアターイベント 吉祥寺シアター ● ● ● ●

参加企業自主イベント 吉祥寺駅周辺

まちなかファミリー
ステージ
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国の販路開拓向け　『小規模事業者持続化補助金』に

当所から50事業所が採択される!!
　「平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金（平成30年5月18日締切分）」採択結果が7月19日
（木）に公表され、当所で相談・支援を行ったうえで申請した65件のうち50事業所が採択されました。

　■『持続化補助金』とは？

　販路開拓に取り組む従業員20名以下の小規模事業者（商業、サービス業5名以下）に対し、国が経費の
2/3まで出す返済不要な補助金です。当所では、採択率を高めるための具体的なアドバイスや申請に必要と
なる事業計画書の作成支援を行っています。
　計画書の作成の際には、セミナーや個別相談会を適宜開催しています。専門家（中小企業診断士）による
指導と助言を無料で受けることができますので、今後、申請をされる皆様、再度挑戦をされる皆様、是非ご
活用ください! !　次回も3月頃に公募が見込まれます。

1 アキュラム

2 朝日株式会社

3 アストロジカ合同会社

4 アスパイヤネクスト株式会社

5 UNRESS

6 石井宏税理士事務所

7 合同会社ウエスティエンタープライズ

8 emotionS Dance Studio

9 合同会社LLC茉莉花メディカル

10 オオクボデザインプラス

11 有限会社ojim

12 株式会社Offi  ce Breath

13 串吉

14 株式会社 グリーンフィールド・エクジマー

15 グルテンフリー・トリーツ

16 佐々木税理士事務所

17 ジェムノン合同会社

18 有限会社聚宝堂

19 株式会社ジル・インターナショナル

20 シンギ株式会社

21 株式会社スイベルアンドノット

22 合同会社菘

23 有限会社スタジオ・クー

24 株式会社スリーパワーズ

25 株式会社セカンドギア

26 ソダテキカク

27 株式会社たすかけ

28 タナックシステム株式会社

29 Chelsea Green

30 ティーラ

31 有限会社ティー・エス

32 東京華人財管合同会社

33 株式会社戸室太一建築設計室

34 ねぎぞうデザイン

35 ぱぶ　ちんちら

36 株式会社B．C

37 ファインコンセプション株式会社

38 有限会社フィンランド菓子店

39 Folium Floris TAKARAZUKA

40 株式会社フォレストリー

41 合同会社プラスベスト

42 株式会社Planet Film

43 株式会社ヘキサゴン・イー

44 株式会社マジェルカ

45 株式会社モアリトル

46 株式会社もしもし

47 合同会社雄飛企画

48 株式会社RAIZOU

49 YSK合同会社

50 ワイヤー株式会社

平成29年度　補正予算小規模事業者持続化補助金採択事業者一覧(武蔵野)

お問合せ　中小企業相談所
TEL：0422-22-3631

喜びの声を多数いただきました!!
「カウンター工事のため補助金を申請。無
事に獲得できて、大喜びです。ありがとう
ございました。」……飲食業
「相談会で専門家の方に何度もチェックを
していただいたおかげで仕上げることがで
きました。これでHPの改修とチラシ作り
ができます。」……サービス業　　など

※採択率76.9％!!
（都内トップクラスの実績）
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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

報 告

▶創立45周年記念事業開催される
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、7月4日
（水）に創立45周年記念事業を開催しました。
　第一部の記念パーティーではご来賓、部会員に
参加いただき、これまでを振り返りながら和気あ
いあいとした時間を過ごしました。
　第二部は、吉祥寺焙煎セピア・コーヒー代表の
根塚裕一氏をお招きし、「プロ直伝!　美味しく淹
れるコツ」と題したコーヒー講座を開催しまし
た。お湯の温度や注ぎ方のポイントを教わりなが

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当:佐野）

ら、ドリップの実演を間近で見学した後、活発に
質疑応答が行われ、たいへん好評な講座となりま
した。

お問合せ 商業部会（担当:井上）

i nformation

▶視察研修会開催

　商業部会（西宮忠部会長）では、9月12日
（水）に日帰り研修会を開催します。今回は、関
東の大型ショッピングモールの“人気・おすすめ
ランキング”で1位となった「ラゾーナ川崎プ
ラザ」を視察したあと、今年の6月にOPENし
たばかりの「森ビルデジタルアートミュージア
ム」へ行きます。今注目されているスポットにな
ります。部会員の方には、既に郵送にてご案内し
ています。定員になり次第締め切りになりますの
で、お早目にFAXにてお申込みください。
 FAX  0422-22-3632

商 業 部会  
報 告

▶臨時総会開催される

　臨時総会を7月23日（月）に当所にて開催し
ました。
　第1号議案「評議員選出の件」、第2号議案
「2号議員選出の件」について審議し、原案どお
り承認されました。
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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）

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（五十嵐保部会長）では、臨時総会
及び創立60周年記念事業を右記のとおり開催し
ます。ご案内は、すでに郵送にてお送りしていま
す。お早めにご返送ください。

 日　時 8月22日(水)
 臨時総会　16：45～
 創立60周年記念パーティー　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）

報 告

▶創立60周年記念事業開催される
　工業部会(林敏雄部会長)では、6月29日(金)
に創立60周年記念事業を開催しました。
　記念講演会では、アルピニストの野口健氏をお
招きし、「災害を生き抜くために～テント村とい
う選択肢」と題して、ご講演いただきました。こ
れまでの災害等支援活動から感じとった多くの事
について分かりやすくご説明いただき、参加され
た皆さんも熱心に聴き入っていました。講演会
終了後、会場を吉祥寺東急REIホテルに移し、記念
式典、記念パーティを執り行いました。記念式典で
は、創立60周年を記念し、特別功労者表彰として、
工業部会の発展に貢献された6名の方々を表彰しま
した。表彰を受けた方は以下のとおりです。
有限会社　中央ゴルフ製作所 斉藤　千昭　様
株式会社　弥生精機製作所 鈴木　敏恭　様
株式会社　共進プロセス 中尾　淳子　様
株式会社　シニア・ビジネス・コーポレーション

 安藤　　武　様
厚木プラスチック　株式会社 秋元　　譲　様
ハイテック 足立　　前　様

　続く、記念パーティーでは、大勢のご来賓、部
会員にご臨席いただきました。
　催しとして、ジャズシンガーの濱田麗氏による
コンサートや工業部会のあゆみを特別ムービーと
して上映しました。参加者は会話に花を咲かせ、
盛会となりました。

記念パーティー

野口健氏講演会

式典での特別功労者表彰
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部会だより/ 女性会

女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）

報 告

▶創立35周年記念静岡研修実施

　女性会（伊藤隆子会長）では、7月5日（木）に静
岡県内日帰り視察研修旅行を実施しました。
　当日はまず、三島大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
の見学もありました。
　参拝後に
は淡島ホテ
ルに移動し
て昼食をと
り、その後
クレチマス

お問合せ サービス業部会（担当： 三輪）サ  ー ビ ス 業 部会
報 告

▶ 通常総会及び創立60周年記念講演会
開催される

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、6月27
日(水）に平成30年度通常総会を開催しました。
1号議案の平成29年度事業報告および収支決算
報告、2号議案の平成30年度事業計画（案）お
よび収支予算（案）について審議し、それぞれ原
案のとおり満場一致で承認されました。
　また、総会終了後に理学博士の藤原 正彦氏を
お招きし、「吉祥寺の品格、日本の品格」と題し
部会創立60周年記念講演会を行いました。会員
および一般の
方からの多数
の応募をいた
だき大盛況の
講演会となり
ました。

i nformation

▶ 第9回街頭無料相談会・無料ミニセミナー

 日　時 10月21日（日）10：00～ 16：00
場　所 コピス吉祥寺ウッドデッキ・武蔵野商工会議所内
内　容 弁護士・税理士等各士業が集い、あらゆる

悩みをワンストップで相談いただけます。
申　込 当所会報10月号へ折り込む広報チラシ

をご確認のうえ、お申込みください。

▶【 サービス業部会員限定】
第32回吉祥寺薪能チケット取り扱いについて

　部会員へ向けた厚生事業として、チケットを取
り扱っています。
 日　時 10月4日（木）開演17：15～

　　　　　　　 （開場16：30～）
場　所 月窓寺境内（雨天：武蔵野市文化会館）
内　容 能 「恋重荷」

 （浅見　真州、浅見　慈一、宝生　欣哉）
　　　　 狂言　「蝸牛」（野村　万作、野村　萬斎）
申　込 参加費2,000円、抽選の実施（当選者の

み9月13日までに連絡）

　　　　  申込枚数制限有（上限：1事業所2枚）、チ
ケット受け渡し場所は当所窓口、8月
31日（金）までにサービス業部会担当
までTELにてお申込みください。

▶第21回サービス業部会チャリティーコンサート
 日　時 12月8日（土）18：00～
場　所 武蔵野公会堂
出　演 北谷　和子氏（シャンソン歌手）
申　込  当所会報10月号へ折り込む広報チラシ

をご確認のうえお申込みください。
その他 広告協賛事業所を募集中です。8月17
日（金）までにサービス業部会担当までお問合せ
ください。

の丘へ移動し美術館で展示物等の見学を行いました。
　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。

▶女性会　会員増強について
　女性会では新規会員を募集しています。当会の事業
内容は全国・関東商工会議所女性会大会への参加、都
内商工会議所4女性会による共催事業の実施、視察研
修旅行、料理教室、武蔵野桜まつり出店等多くの事業
を展開しています。前年度には、全国商工会議所女性
会から会員増強表彰をいただきました。
　入会希望の場合は女性会担当までお問合せください。
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異業種 /委員会

i nformation

▶臨時総会及び9月定例会の開催について
　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、9月13
日（木）に、臨時総会及び9月定例会を開催します。
　今回は、医学博士でもある稀有な弁護士として、医
療事故、交通事故事件を多数手掛けられ、また、医療
トラブル専門家としてTVに出演されるなど多方面で
活躍中の弁護士をお招きし、「医療専門弁護士が解説!
『最強の患者力』～医療事故に遭わない、負けない、
諦めない～」と題してご講演いただきます。
　定例会へ参加希望の方（プラザ会員以外）は、同封
の参加申込書に必要事項を記入の上、9月6日（木）
までにFAXにてお申込ください。
　プラザ会員の方は、臨時総会及び交流会の通知と併
わせて、別途ご案内をお送りします。
《臨時総会・9月定例会》
 日　時 9月13日（木）
 臨時総会   17：30～ 18：00
 定 例 会    18：30～ 19：45
 演 題：「 医療専門弁護士が解説!『最強の患

者力』～医療事故に遭わない、負
けない、諦めない～」

 講 師： 石黒　麻利子（いしぐろ　まりこ）氏
（堀法律事務所　弁護士・医学博士）

場　所 商工会館 4階市民会議室
定　員 90名（どなたでも参加できます）
参加費 無料

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

報 告

▶7月 定例会・交流会 開催される
　7月13日（金）に商工会館4階市民会議室にて、
「逆境に負けないチャレンジ精神～マグロ大王の挑戦人
生～」と題した定例会を開催しました。
　今回は、まぐろ初競りでの史上最高額落札で有名な
「すしざんまい」の社長であり、マグロ大王の愛称で親
しまれ、今も多くの活動をされている木村清氏をお招
きし、ご講演いただきました。
　講演では、数々の試練を乗り越え現在に至る「すしざ
んまい」のエピソードから、ソマリアの海賊をマグロ漁
師に転身させジブチ政府からの勲章受章などをご紹介い
ただき、参加者も非常に興味深く聴き入っていました。
　講演後は、井の頭公園近くの「プリミ・バチ」に移
動して交流会を開催し、プラザ会員同士、大いに親睦
を深めることができました。

広報情報委員会
i nformation

▶サイバーセキュリティセミナー開催のご案内

　広報・情報委員会（吉田光昭委員長）では、9月
27日（木）に商工会館4階市民会議室にて、武蔵野
市・武蔵野警察署・当所　共催のサイバーセキュリ
ティセミナーを開催します。※詳細は同封のチラシを
ご覧ください。
　参加希望の方は、同封の参加申込書に必要事項を記
入の上、9月20日（木）までにFAXにてお申込みく
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。

 日　時 9月27日（木）　
 第一部　14：00～（受付開始：13:45）

 第二部　15：00～（受付開始：14:45）

場　所　 商工会館　4階市民会議室
講　師  第一部 警視庁サイバーセキュリティ対策本部員
 第二部  独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

セキュリティセンター　近藤 裕貴　氏
演　題 第一部　 サイバー犯罪の脅威と現状

～インターネットトラブルにあわないために～
 第二部　 情報セキュリティ対策
　　　　　　　　  ～SECURITY ACTION制度の活用～

対象者　 武蔵野商工会議所会員、武蔵野市民
定　員　 90名（申込み先着順）
参加費　 無料　
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　当所では、４階と５階会議室の
貸し出しを行っています。使用目
的・人数にあわせて９時から22
時までご利用できます。
　５階第１会議室～第４会議室に
ついては、会員事業所使用の場合
は表の料金より２割引となりま
す。
　詳細については武蔵野商工会議
所ホームページをご覧ください。

区分
室名 面積 午前

9時～12時
午後

13時～17時
夜間

18時～22時
全日

9時～22時 収容人数

４階市民会議室
（市外利用者料金） 178㎡ 9,000円

（10,800円）
15,000円

（18,000円）
20,000円

（24,000円）
40,000円

（48,000円） 90名

５階第１会議室 59㎡ 3,700円 4,900円 6,200円 12,300円 24名

５階第２会議室 42㎡ 2,500円 3,700円 4,900円 9,900円 18名

５階第３会議室 28㎡ 1,900円 2,500円 3,100円 6,200円 18名

５階第４会議室 19㎡ 1,200円 1,900円 2,500円 4,900円 12名

商工会議所 会議室利用のご案内会議室利用のご案内

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

暮らしを豊かにデザインします心と身体の健康貯筋‼
出前指導・委託指導・健康講話

　東京6-scaleは、6人の一
級建築士が集まって立ち上げ
た会社です。『豊かな暮らし
をデザインする』をモットー
に、健康で心地よく過ごせ
る空間づくりを提案していま
す。使う人の身になって考え、時間や手間を惜しま
ない「ものづくり」の精神を大切にすることで良い
もの・良いデザインに囲まれて暮らす豊かさを伝え
ていきたいと考えています。

　健康寿命をのばしましょう。
武蔵野地域で運動指導30年。
介護予防・生活習慣病予防・
子育て支援等の健康づくり
（健康講話・健康体操・ノル
ディックウォークやエクササ
イズ・水中運動他）無理なく楽しくグループ指導は、
いかがでしょうか?　いつまでも健康に過ごせること
はとてもうれしいことです。あなたのベストフィットな
健康づくりを探してみてませんか。

代表者 ● 熊倉　正巳
所在地 ● 180-0001武蔵野市吉祥寺北町4-3-20
Tel ● 0422-51-7624 Fax● 0422-51-7638

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

代表者 ● 大方　孝
Tel ● 090-8725-4779

e-mail ● takashi@ahc-aqua.com
URL ● http://www.ahc-aqua.com/

新入会員を対象とした

東京6－scale合同会社有限会社アクアヘルスコミュニケーションズ
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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

「本物にこだわり成長発展する『太子食品工業』」

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

青森県三戸郡三戸町に太子食品工業株式会社とい
う社名の食品メーカーがある。現在の主事業は

「豆腐」「もやし」「納豆」など、日配食品の製造販売であ
り、豆腐では知られた企業である。

　創業は今から78年前の1940年、青森県三戸郡南
部町で、現社長の工藤茂雄氏の父が中心となり、納豆
の製造販売を行う家業的企業としてスタートした。そ
の後、戦争による混乱や大手企業とのあつれき、さら
には東日本大震災の風評被害など、幾多の困難もあっ
たが「地域を代表するいい会社になりたい……」とい
う夢と希望を胸に、後継者を中心として全社員がその
思いを結集させ、火の玉集団と化して経営革新の努力
をしてきた。

　そのかいあって、現在では社員数640人、売上高は
170億円という、青森県どころか全国でも有数の食品
メーカーにまで成長・発展している。同社の成長・発
展の要因は多々あるが、その最大の要因は、本物にこ
だわる新商品の開発力と、その確かな商品化のための
生産技術力、そしてその管理力の高さと思われる。

　事実、同社が創業した当初は、納豆だけの小さな製
造販売企業であったが、一貫して、市場に支持される
新しい本物の商品づくりに注力してきた。しかも開発
する新商品は、他社の物まね商品ではなく、いずれも
本邦初という画期的なものばかりである。ミニサイズ
の豆腐「ミニやっこ」や「昆布入りたれ付き納豆」な
どがそうである。

　こうした新商品開発の努力が実り、売上高は創業当
初の数千万円から今や170億円にまで拡大しただけ
でなく、その売上比率も大きく変わったのである。ち
なみに、現在は豆腐が45%、もやしが14%、油揚げ
が13%となり、かつて100%商品であった納豆は、
今や10%以下となっている。

　同社が、顧客から高い評価を受けてきたのは、単に
こうしたユニークな商品づくりをしてきたからだけで
はない。それは同社がこの間、「偽物はつくらない・
売らない……」という方針の下、徹底的に安全・安心
にこだわった新商品づくりをしてきたからでもある。

　例えば、わが国で最初に「遺伝子組み換え大豆不使
用宣言」をしたのも、また豆腐製造工程で一般的に使
用される「乳化にがり」や「消泡剤」の不使用宣言を
したのも同社である。加えて言えば、日持ちのする豆
腐の製造技術である「一丁寄せ製法」を開発したのも
同社である。同社が業界のイノベーターといわれるゆ
えんもこうしたことにある。

　先般、機会があって、同社の十和田工場を訪問した
が、その食品づくりへの強い思いは、生産環境面はも
とより、人財育成の面でも強く感じることができた。

 
 

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
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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:池田・伊野瀬）

や ぶ 浅

店主　嶋田　博

コラム

所在地：武蔵野市吉祥寺南町2-10-15
TEL：0422-43-5508

行った江戸時代、そ
ばをよく食べていた
人は全然かからずに
平気だったという逸
話もあるんですよ。」
という嶋田さん。ご
自身も少なくても週
に2~3回はそばを食べ、そば湯も飲むようにしてい
るそうで、50年間、内科というものにかかったこと
がないそうです。
　「そばやそば湯に含まれるビタミンやルチンは乾麺
やインスタントのものでは取れないので、健康のため
にも是非、生蕎麦を週に2回くらいは食べてください
ね。」という嶋田さん。
　老舗ならではの伝統とこだわりを感じさせるお店で、
著名人から地元の方々までを魅了し続けています。

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

　今回は、吉祥寺南町にある蕎麦店、やぶ浅さんを訪問
し三代目店主である嶋田博さんにお話を伺いました。
　お店は、1923（大正12）年の関東大震災を機に
新宿から現在地に移転し開業。現在は武蔵野市内で最
も古いお蕎麦店で、四代目となるご子息もお店に入り
老舗の暖 を守っています。懐かしさや昔ながらの雰
囲気を醸し出す店内は、個店が減る現在、とても貴重
な存在であり、店内には多くの俳優や作家、コメディ
アン等のサインも飾られています。ドラマやCMなど
の撮影依頼もあるそうです。
　そば、うどんを基本に、てんぷら・揚げ物や酒の肴
の一品、甘味も用意されているほか、アルコール類も
ビール、日本酒、焼酎など種類が揃っておりメニュー
はとても豊富です。
　そばはニ八蕎麦で、お客様に打ちたて、茹でたて、
できたてを提供するため朝と夕方2回に分けて手作り
のものを出しています。そば粉は現在「赤城深山」と
いうものを使用しているそうですが、季節に合わせて
最良のそば粉を選んでいるそうです。
　そばをゆでたり、つゆに使用する水は、敷地内に引
いている井戸水（武蔵野市の災害時指定井戸水となっ
ており、年2回水質検査を受けているので安心）を利
用しており、つゆは、本節8割にサバ節とソウダ節を
2割使用のものにかえしを加えたものだそうです。
　ランチの際には、小そば（うどん）と丼もの（海老
天丼、穴子丼、カツ丼、カレーライスなど）のセット
である「やぶ浅セット」が人気。天ぷらは四代目が自
ら活け締めした穴子や車海老を使用しています。
　「そばは室町時代から食べられていて、脚気が流
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 13.3 ▲ 11.1 ▲ 7.1 ▲ 10.4 ▲ 30.1 ▲ 8.3

関　東
▲ 14.0 ▲ 15.0 ▲ 8.0 1.8 ▲ 30.1 ▲ 13.1

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
▲ 15.4 ▲ 10.1 ▲ 6.5 ▲ 17.1 ▲ 32.3 ▲ 12.8

関　東
▲ 13.2 ▲ 12.5 ▲ 2.4 ▲ 3.6 ▲ 26.2 ▲ 17.7

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成30年7月17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 296 416 794 121 209 1,147 71 3,054

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7月～2018年9月

Lobo調査とは……
全国の423商工会議所が3724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 （%） 56.3 30.3 48.7 86.4 52.3 35.7 68.9 41.4％

　6月の全産業合計の業況DIは、▲15.4と、前月か
ら▲1.8ポイントの悪化。原材料費や燃料費上昇によ
る負担増を指摘する声が多く寄せられたほか、深刻な
人手不足や消費者の節約志向、さらに、平年より早い
梅雨入りの影響により、小売業、サービス業の業況感
が悪化した。他方、好調な電子部品や産業用機械、自
動車関連に加え、建設業も堅調に推移している。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、足踏み状況がみられる。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲13.3（今

月比+2.1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。個人消費の持ち直しやインバウンドを含めた夏の
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、燃料費・原材料費の上昇、コスト増加分の価格転
嫁遅れ、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横ばい圏内で推移する見通
し。

業況DIは、緩やかな回復基調続くも、足踏み。
先行きは横ばい圏内の動き

 2017年6月: 2018年6月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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コラム

　ITシステム（電子メール、ウェブサーバー、ファ
イルサーバー、業務アプリケーションなど）に関する
技術に詳しい人材がいない場合には、外部サービスを
利用した方が、コストと情報セキュリティー対策との
両面から有利なときがある。ただし、無償の外部サー
ビスなど情報セキュリティー対策を求めることが難し
い場合や、有償であっても個別契約などでサービス提
供者の責任や対策を規定することが難しい場合もある
ので、利用規約やサービスに付随する情報セキュリ
ティー対策などを確認した上で選定するよう経営者は
担当者に指示する必要があるだろう。
　なお、ガイドラインでは「委託契約書機密保持条項
サンプル」を提供している。サプライチェーンに対す
るセキュリティー対策を検討する上で参考としてほ
しい。詳しくはIPAのウェブサイト（https://www.
ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/）で
確認してほしい。

中小企業のセキュリティー対策　　

認識不足浮き彫りに責任範囲を

　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が先頃公
開した「ITサプライチェーンの業務委託におけるセ
キュリティインシデント及びマネジメントに関する調
査」によると、情報通信業以外の委託元は過半数が、
実施すべき情報セキュリティー対策を仕様書などで委
託先に明示しておらず、特に、製造業では71・1%、
卸売・小売業で74・2%と顕著であった。また、委
託契約における情報セキュリティー上の責任範囲（責
任分界点）が分からないと回答する割合が、委託元、
委託先とも最多という結果であった。委託元のサプラ
イチェーンに対するセキュリティー意識の不足が浮き
彫りとなった。
　しかし、サプライチェーン上のインシデントの影響
は、直接の被害組織だけでなく、複数の関係者に影響を
及ぼす可能性があり、看過できない課題となっている。
　今後、サプライチェーン上で要求されるセキュリ
ティー要件をクリアしないとサプライチェーンに加わ
ることができない、あるいは、サプライチェーンから
排除されてしまう可能性も出てくることが想像され
る。委託元とも委託先ともなり得るであろう中小企業
は、いずれの立場においてもセキュリティー対策に取
り組んでいく必要がある。
　

責任範囲を契約書に明記

　IPAが2016年に公開した「中小企業の情報セキュ
リティ対策ガイドライン（以下、ガイドライン）」に
は、経営者が認識すべき3原則が示されており、うち
一つに「委託先の情報セキュリティ対策まで考慮す
る」ことを挙げている。また、ガイドラインでは取り
組みの具体例も挙げているので紹介したい。
　業務の一部を外部に委託する場合は、委託先でも少
なくとも自社と同等の対策が行われるようにしなけ
ればならない。そのためには契約書に情報セキュリ
ティーに関する委託先の責任範囲や実施すべき対策、
再委託の取り扱いなどを明記し、合意する必要があ
る。また、必要に応じて委託先を訪問し、対策の実施
状況を確認する。

（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4月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

外部委託先まで考慮
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