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FBページ公開中!！

第14回 Musashino ごちそうフェスタ開催中

四軒寺交差点（昭和57年）吉祥寺通りと女子大通りの交差点。正面の建物は吉祥寺通りの拡幅で強制撤去され、安全安心な広い通りになった。
撮影　鈴木育男（らかんスタジオ）
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詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.gnavi.co.jp/prt/mg_festa/

11月23日に、東急百貨店吉祥寺店北側広場で「物産・逸品市」

第14回 Musashinoごちそうフェスタ開催中
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平成31年 会員新春のつどい開催予告　
　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。
　第15回目となる今回は、食品業部会が当番部会となります。
　同封の案内チラシをご確認のうえ、期日までにお申込みください。

期　日  平成31年１月17日（木）
時　間 午後５時（午後4時15分～受付開始）
場　所 吉祥寺第一ホテル　8階　天平

物産・逸品市の開催

日　時　11月23日（金・祝）10：00～ 16：00
会　場 東急百貨店吉祥寺店北側広場

（1） 物産・逸品市
  武蔵野市内の飲食・食品店、組合など14店舗が

参加し会場を盛り上げます。
（2） 武蔵野地粉うどん

  会場でお召し上がりいた
だける「武蔵野地粉う
どん」は、当所がJA東
京むさし武蔵野支店と協
力し、作付・収穫・脱
穀を行った小麦から作ら
れた大変貴重な「武蔵
野市産地粉」入り。

（3） 地産・地消 武蔵野野菜
　①  「家族で体験 大根づくり」
  武蔵野市内の小学生ファミリーが大根を栽培しまし

た。そして、子供たちが育てた大根をイベント会場
で販売します。子供たちの元気な呼び込みが会場
に響き渡ります。

　② 「フレッシュサラダ作戦」
  JA東京むさし武蔵野新鮮館に出品している農家による

市内産の朝採れ新鮮野菜の即売会を行います。
（4）  チャリティー林檎／みんなで食育！ 

野菜クイズなど

 11月8日～ 11月23日は
食べ歩きイベント「ぐるめにはしご酒」
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経営サクセスセミナー開催のご案内
　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。

第13回 武蔵野吉祥七福神めぐり

ボランティアを募集！

　地域活性化委員会（伊藤則義委員長）では、恒例の武蔵野吉祥七福神めぐりの開催に向け、
準備を進めています。開催期間は、1月1日（元日）から7日（月）までの7日間となります。
　会員の皆様には、一緒にお手伝いいただけるボランティアを募集しますので、是非、ご協力をお願いします。

（１）ボランティアの内容など

場　所 お手伝いの内容 時　間（予定）
吉祥寺駅前本部 参拝客の案内・グッズ販売 10：00～ 14：00

寺社 参拝客の案内・誘導  9：30～ 16：00

（２）その他
　① 開催期間は、7日間ですが、お手伝いは1日だけでも歓迎です。 

　②昼食をご用意します。

開催期間　平成31年1月1日（元日）～1月7日（月）

　この度、Ｂ3サイズのポスターを作成しました。サイズ
は、364mm × 515mmです。会員事業所様の中で、掲
示可能な場所がありましたら、下記までご連絡お願いしま
す。

 お問合せ  地域活性化委員会　担当：井上
TEL 0422-22-3631
  

ⓒ吉祥ベジ福神

Ｂ３ポスター

期  日 11月28日（水）
時　間 14：00 ～ 16：00
会　場 武蔵野商工会館4階　市民会議室
テーマ  「 経営力向上計画の作成と各種補助金申請

支援セミナー」
講　師 中小企業診断士　高坂 竜太 氏
定　員 90名（申込順、定員になりしだい締め切ります）
問合せ TEL 0422-22-3631（担当：今北）

ポスター掲示のお願い
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　9月27日（木）から10月14日（日）まで、第47回
吉祥寺ウェルカムキャンペーン（前田秀樹大会長）とし
て、吉祥寺アニメワンダーランド2018（西宮良実行委員
長）が開催されました。
　今年は、手塚治虫生誕90周年を迎えた「手塚プロダク
ション」の諸作品をメインビジュアルに、フラッグ、ポスター
などが街中を彩り、公式ガイドブックやホームページ、むさ
しの-FM、まちの情報紙などで情報発信を行いました。
　前半は、大型で非常に強い台風24号直撃との予報で
事業の変更を余儀なくされました。大型テントを30張設
営する「吉祥寺おもちゃ市場」は安全が確保できないた
め二日間とも中止を決定し、当日の判断でも間に合う「ま
ちなかファミリーステージ」は土曜日は雨天の中実施し、
日曜日は中止になりました。しかし、台風に影響されな
い屋内イベントギャラリー創での「ＴＶアニメ『どろろ』」
展、公会堂では「チェブラーシカ」をはじめ、可愛い作
品や楽しい作品など多彩な映像の短編映画祭は開催して
双方とも盛況でした。
　中盤の井の頭公園「森のわくわくステージ」は、台
風25号の影響を受けずに二日間とも真夏のような日差し

の中、沢山のキャラクター、アイドルグループのショーや
「森のわくわくバザール」、「スタンプツアー」などを実施
して昨年同様多くのお客様に来場いただきました。また、
日没後に上映した「森の映画館」は翌日も祝日だったた
めか終演まで大勢の皆様が鑑賞し楽しんで帰宅されまし
た。そして、翌日開催した「親子でプラモデル教室」は
申し込みをしたファミリー全員が市民会議室を埋め尽し、
プラモファンの熱気に満ち溢れていました。
　後半の吉祥寺シアターイベントは、初日の「夜の手塚
治虫」は前売りがすぐに完売するほど盛況で、手塚マニ
アの漫画家達によるトークショーは満席の手塚ファンを魅
了し満足した様子でした。二日目の手塚キャラクターが総
出演の長編アニメーション「海底超特急マリンエクスプレ
ス」とトークショーは子供から大人まで楽しんでいただけ
ました。最終日に開催した「第14回吉祥寺アニメーショ
ン映画祭」も、ファミリーからコアなアニメ映画ファンま
で幅広い層に楽しんでいただけました。
　その他、9か所の店舗や図書館で開催された自主イベ
ントやコラボカフェなど、期間中は吉祥寺がアニメ一色に
染まりました。

森のわくわくステージ

親子でプラモデル教室

AreaNews地域情報

吉祥寺アニメワンダーランド2018開催される

4

News Letter　むさしの
Vol.545

地域情報／ 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

10/16現在 4 17 17 6 8.5 24.5 21 98

　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。
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新入会員 の紹介 9/16

～

10/16

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社 未来酒店 未来日本酒店KICHIJOJI 酒販店

吉祥寺地区

食品業部会

串屋 串揚げ専門店

飲食業部会

Bistro TALK BACK 飲食業

株式会社 cree Wine&Tapas chill 飲食店

株式会社 SPL FLAIR&DINER S-PARK 飲食業　ダイニングバー

Bar Small Light BAR

焼肉しん 飲食店（焼肉）

株式会社 ひごもんず 広東菜 桃李 中華料理店

かっぱい 飲食業 中央地区

中華そば イリト ラーメン店 地区外

Chubby M 服飾雑貨販売 吉祥寺地区
商業部会

NAZADA 婦人アパレル衣料販売 中央地区

MIRAI ファッションモデル

吉祥寺地区

サービス業部会

株式会社 スピカ サービス業

株式会社 ジェネシス Genesis 不動産

爪切り屋ぱちぱち フットケアサービス

株式会社 エシェルダンジュ
鍼 あんまマッサージ指圧ひとみ治療院

鍼 マッサージ治療業、居宅介護支
援事業 中央地区

オアシス パソコン教室、音楽教室 地区外

株式会社 共同エージェンシー 保険代理店業 吉祥寺地区

金融業部会みらいFPエージェント株式会社 保険業
地区外

株式会社 ジャパンユナイテッド匠 保険代理業

自宅で受けられる郵送健診のご案内
　会員の皆様、会員事業所の従業員及び家族の方を対
象とした、郵送健診（がん予防検査、かんたん健診）の
ご案内です。
　郵送健診は、自宅にいながらにして「がん予防検査」
が受けられるものです。申込みをされると、指定の専用
器具・容器が送付されます。便や血液などを自己採取し
健診機関に返送するだけで、検査結果が受診者個人宛
に親展で送られます。
　がん健診は受けたいが、時間がない、費用が高い、結
果に時間がかかるなどの理由でなかなか検査を受けられ
ない方は、この機会に是非ご利用ください。
　詳細は、同封のチラシをご確認ください。

対 象 者 会員ならびに会員事業所の従業員及び家族
申込方法  同封チラシの申込書に必要事項をご記入のう

え、下記申込先までＦＡＸまたは郵送にて申
込みください。

申込締切日 平成31年1月31日（木）

 問合せ・申込先    ㈱東商サポート＆サービス・健康管理サービス係
TEL 03-3283-7753
FAX 03-3283-7768
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　10月23日（火）に砂防会館別館（千代田区平河町）で開催
された第29回東京都道路整備事業推進大会において、同大会を
後援する団体の代表として、稲垣会頭が意見発表を行いました。
　この大会は、東京の広域化する交通混雑の緩和や安全で
快適なまちづくりに資するため、道路・橋梁・鉄道連続立体
交差等の整備および公共交通を充実させる都市モノレール等
の整備を図ることを目的に開催されています。会員は、23区
26市５町８村の東京都全区市町村で構成され、東京都商工
会議所連合会をはじめ９団体が後援しています。
　当日は、区市町村の長、議会議員、道路事業関係職員や後援
団体の会員、そして来賓の国会議員や都議会議員など約800人
が会し、道路整備を推進するための意見発表、大会宣言、そして
大会決議が行われました。その後、衆参両議員会館、関係省庁
や都庁などを回り、東京都選出の国会議員の方 な々どに大会決議
文をお届けするなど、要望活動が実施されました。

東京都道路整備事業推進大会で稲垣会頭が意見発表
リポート

労働保険（労災保険・雇用保険）の加入手続きはお済みですか？

東京労働局からのお知らせ　ご存知ですか？ 無期転換ルール

～11月は労働保険適用促進強化期間です～

　労働保険（労災保険・雇用保険）は、労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に必要な保険給付を行い、
また労働者の方が失業した場合に失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
　労働保険は労働者を一人でも雇用する事業主に加入が義務づけられています。
　まだ加入手続きがお済みでない事業主は、早急に手続きを行ってください。

　パート、契約社員など有期雇用労働者を雇用する事業主の皆さまへ

　本年４月から、無期転換ルールの運用が本格化しました。このルールの詳しい制度や運用などについては、「有期契約
労働者の無期転換ポータルサイト（http://muki.mhlw.go.jp）」（※「無期転換サイト」と検索）をご覧ください。

お問合せ先 　 東京労働局雇用環境・均等部指導課　労働契約法担当　TEL 03-3512-1611
又は総合労働相談コーナー　TEL 03-3512-1608

労災保険は……三鷹労働基準監督署　労災課 TEL 0422-67-3422
雇用保険は……ハローワーク三鷹（三鷹公共職業安定所）雇用保険適用課
 TEL 0422-47-8623

お問合せ先

─事業主の皆様 ─ 

─事業主の皆様 ─ 
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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
武蔵野商工会議所こちら 0422-22-3631まで。TEL

報 告

▶群馬・吹き割の滝　会員親睦会
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、10月10日（水）に群馬・吹き割の滝・老神
温泉をめぐる会員親睦バス旅行を開催しました。
　吹き割の滝にて散策後、紫翠亭にて昼食をとりながら部会員同士の懇親を深めました。
　その後の原田農園でのりんご狩りでは、旬の味覚を楽しみました。
　一日を通して、交流を深めることができました。

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：佐野）

お問合せ 商業部会（担当：井上）

i nformation

▶会員交流・懇親会のご案内
　商業部会（西宮忠部会長）では、11月27日（火）
に会員交流・懇親会を開催します。昨年同様、建
設業部会との合同開催となります。部会の枠を超え、
「会員同士お互いを知ろう」という趣旨で、自社PR
や名刺交換などフリートーク形式にて行う予定です。
部会員には別途、参加申込書を郵送にてお送りして
いますのでご確認ください。入会して間もない方や今
まで部会事業に参加されなかった方も、この機会に是
非ご参加ください。また、これから当所への入会を検
討されている方にも是非、お声掛けください。

▶吉祥寺コレクション　出店者の募集
　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、平成31年4月28日（日）に吉祥
寺駅北口ロータリーにて吉祥寺コレクションを開催
します。このイベントは、武蔵野市の商業、とりわ
け服飾雑貨分野の発展を推進するためのファッショ

商 業 部会  

報 告

▶食品業部会正副部会長決まる
　食品業部会では、部会役員改選により新正副部
会長が以下のとおり決定しました。
　　部会長　　関根美英氏（㈲ヴァンテ）
　　副部会長　鈴木義雄氏（肉のスズキ）
　　副部会長　濱中義典氏（㈲石橋屋保谷商店）
　また、寺岡芳雄前部会長が、当所副会頭に就任
したことを受け、10月10日の評議員会において、部
会推薦になっている2号議員について選任決議し、
新たに濱中義典氏が推薦されました。

i nformation

▶料理教室開催のお知らせ
　食品業部会（関根美英部会長）では、女性会と
共催の恒例事業である料理教室を12月5日（水）
に開催します。
　今回はローストポークやオニオングラタンなどクリ
スマス時期にピッタリのメニューになっています。詳
細はご案内を郵送しますので、奮ってご参加くださ
い。

お問合せ 食品業部会（担当：小泉）食  品 業 部会 

ンショーです。このファッションショーを通じて、この
地域ならではのファッションを提案し、新たな流行の
発信地として注目され、地域経済の活性化に繋がるこ
とを目指しています。趣旨にご賛同いただける出店者
を募集していますので、是非、ご参加ください。詳細
は、同封の折込みチラシ（ピンク）をご覧ください。
　また、前回より井の頭恩賜公園の野外ステージ
にてアウトドアやスポーツ用品のお店が中心となって
トークショーやワークショップ、ブース出店などを
行いました。来年も同様のイベントを吉祥寺駅北口
ロータリーのファッションショーと同日に開催します。
井の頭恩賜公園の野外ステージでの出店をご希望の
方も、同封の折込みチラシ（緑）をご覧ください。

▶吉祥寺コレクションイベントへのご協賛のお願い
　上記のイベントの趣旨をご理解のうえ、ご支援い
ただける企業様を募集しています。詳細は同封の折
込みチラシをご覧ください。

部会だより
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工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

i nformation

▶忘年会のお知らせ

　会員交流委員会では、忘年会・情報交換会を下
記のとおり開催します。詳細は改めてご案内します。
 日  時 12月13日（木）　18：00～
場　所  吉祥寺東急REIホテル
 

報 告

▶今期の正副部会長について

　工業部会では、役員改選に伴い、今期（10月以
降）の正副部会長人事について、10月の評議員会
において審議した結果、以下のとおりとなりました。
正副部会長には、2021年9月まで同役職を担って
いただくことになります。
【部会長】
　林 敏雄氏（マイクロシステム㈱）
【副部会長】
　高橋 佳幹氏（コメット電機㈱）
　菅原 芳紀氏（㈱ゆう）
　岡田 忠信氏（岡田企画）

▶講演会開催

　運営委員会では、10月9日（火）に部会員の精
密測定技術振興財団のご協力により、元・職業能
力開発総合大学准教授の鈴木重信先生をお招きし、
「ものづくり指導員の養成と技術技能伝承の類似
点」というテーマで講演会を開催しました。講演会
では、「『技は盗め。特に指導はしない』というやり
方では高度な機械システムに伴う技能指導は困難で
あり、技能指導を行うには技能分析と手順書作成が
不可欠の要件である。」など、論理的な技能伝承方
法について分かり易く解説していただきました。
　講演後の情報交換会には、鈴木先生と共に、部
会員と交流を深めました。

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐伯）

報 告

「第4回住まいりーフェスタ」を開催しました

　建設業部会むさしのまち大工事業（渡邉直樹座
長）では、市民の住宅・住環境の向上を目的とし
て、武蔵野市との共催で、10月20日（土）に、む
さしのまち大工周知イベント「第4回住まいりーフェ
スタ」を開催しました。当日は、ミニ住宅の組立て・
内覧のほか、住まいに関するセミナー、相談受付な
どを行いました。天気にも恵まれ、釘打ち体験やフ
ラメンコショー等のイベントも大変好評でした。多く
の来街者にむさしのまち大工制度を周知することがで
きました。

部会だより
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部会／女性会／広報情報委員会

お問合せ サービス業部会（担当： 三輪）サ  ー ビ ス 業 部会
i nformation

▶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～
会　場 武蔵野公会堂
出　演 北谷 和子氏（シャンソン歌手）
申　込  折込チラシをご確認のうえお申込みください。

報 告

▶第9回街頭無料相談会を実施

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、昨年に
続き各士業の先生方による街頭無料相談会を10月
21日（日）に実施しました。当日は事前予約と併せ

て多くの相談者の来場がありました。当相談会は、
各士業の専門家によるワンストップ相談が特徴で、
相談者は市民や事業者など多岐にわたり、様々な相
談事に対し専門の先生方から適切なアドバイスを受
けていました。また、今回も各士業による生活に密
着したテーマのミニセミナーの開催や ICT研究会の IT

よろず相談などを実施し、大変好評な街頭相談会と
なりました。

広報情報委員会
報 告

▶ サイバーセキュリティセミナーを開催

　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階市民会議室にてサイバーセキュリ
ティセミナーを開催し、36名の方が参加しました。
　昨年度に締結された武蔵野市サイバーセキュリティに
関する協定に基づき、市・警察署・商工会議所で共催
しました。二部制で開催し、第一部では警視庁サイバー
セキュリティ対策本部『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～』、第二部では
独立行政法人情報処理推進機構『情報セキュリティ対
策～ SECURITY ACTION制度の活用～』というテーマで
の講演がありました。

　とても分かりやすく、サイバー攻撃の危険性やセキュリ
ティの重要性を実感できるセミナーとなりました。
　今後も、協定に基づき、商工会議所から会員事業所
様向けにサイバーセキュリティに関わる情報発信やセミ
ナーの実施をしていく予定です。

女性会 お問合せ 女性会（担当：三輪）

報 告

▶ 全国商工会議所女性会連合会
創立50周年記念式典・第50回岩手総会

　女性会（伊藤隆子会長）では、10月3日（水）に盛岡市民文化ホールに
て開催された全国商工会議所女性会連合会　創立50周年記念式典・第50

回岩手総会に参加しました。全国の女性会から約1,450名が一堂に会し、当
会からは女性会員4名が参加しました。式典・総会終了後は懇親会にて他の
女性会と交流を深めました。
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新入会員紹介／ Information

映画パークスの制作・企画をした者で
今後も映画製作・企画・自伝小説の発行もします

腸デトックス・脳活性・免疫UP　
脳と腸のヨガで健康習慣

始めましょう！
　吉祥寺の映画館の草分けの（株）井の頭会館、そしてムサ
シノ映画より船出した新たなマルチシアターBAUSです。地域
に文化発展の一翼をになった合せて65年と、吉祥寺最初の映
画館であるイノカン（井の頭会館）で約100年の歩みをしてきた
後、井の頭恩賜公園100年を記念した映画パークスを制作企
画して日本のみならず世界へ上映をはたしました。今後も街の為
に映画文化の為にその足跡を残していく会社として本田プロモー
ションBAUSが2016年2月に誕生 !!

　吉祥寺駅徒歩２分のイル
チブレインヨガは、東洋の伝
統的なヨガと最新脳科学を
融合した初めての脳ヒーリン
グヨガ。独自のエクササイズ
で、簡単に楽しく丹田を強化して、腸内デトックス、脳活性ができ
ます。体操と深い呼吸で代謝を高め、無理なくスッキリボディにも
なれます！年齢を問わず、初心者や男性もお気軽にご体験くださ
い。少人数制で親切丁寧にご指導します。

代表者 ● 本田　拓夫
所在地 ● 180-0014武蔵野市吉祥寺本町1-8-14
Tel ● 0422-20-2116 Fax● 0422-22-3091

代表者 ● 鈴木　菜穂
所在地 ● 180-0003武蔵野市吉祥寺南町2-3-15バローレ Ⅰ 908号
Tel ● 0422-49-2781 Fax● 0422-26-5300

e-mail ● brainyogakichi@gmail.com
URL ● http://ilchibrainyoga-kichijoji.com/

本田プロモーションBAUSイルチブレインヨガ吉祥寺スタジオ

武蔵野市立図書館カレンダーの
スポンサー募集

2019年 4月から 9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 ：11月 29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：中央図書館管理係0422‒51‒5145（9時半～17時）
郵 送 先：〒180-0001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
広告を掲載しませんか？

武蔵野市立図書館カレンダーに
広告を掲載しませんか？

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
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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）
　人を大切にする経営学会会長。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

「頑張る出雲の高機能調湿木炭メーカー『出雲土建』」

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

島根県出雲市郊外の丘陵地に「出雲土建株式会社」
という社名の中小企業がある。現在の主事業は社

名の通り、建設工事や土木事業、さらにはグループ会社
である「出雲カーボン株式会社」と共同で進めている、
木材チップの炭化事業などである。

　近年、同社がとりわけ注目されているのは、新規事業
である「高機能調湿木炭」の開発・生産である。高機
能調湿木炭は、『炭

すみ

八
はち

』という商品名でブランディングさ
れた、近年の住宅において最大級の課題である湿度の調
整と臭い消しを同時に解決する優れものである。

　同社はもともと、土木建設であり、公共工事一辺倒の
企業であった。しかし公共工事の大幅な縮減で、事業の
多角化に乗り出したのだが、そのほとんどが失敗し、一時
は倒産の危機にひんした。経営が今にも沈みそうな泥船
状態で、大半の幹部社員が同社に見切りをつけ離職する
中、最後まで残った幹部社員の１人が、現社長の石飛裕
司氏であった。石飛氏は泥船状態であるにもかかわらず、
「辞めずに頑張っている社員やその家族の生活を何とし
ても守らねば……」と再建を引き受けた。それから文字
通り命懸けの再建を行ってきたのである。

　土木建設事業で培った技術やノウハウを生かす新事業
を模索している中で、現代の多くの住宅は結露・カビ・
ダニ・白アリ・シックハウスなどの問題を抱え、これが原
因でアトピーやぜんそくが起きていると関係者から聞いた
ことがきっかけになり、『炭八』が誕生したのである。

　石飛氏は、建設会社としてこうした問題を解決すること
で、世のため・人のために貢献しようと考えた。そして、
その分野で知見の豊富な島根大学の医学部や総合理工
学部などと共同研究をスタートさせるに至ったのだ。

　苦節10年、ついには『炭八』の開発に成功した。こ
れを住宅の床下や天井裏、あるいは壁の中に敷設する
と、小児ぜんそくで薬ではなかなか改善しなかった子ど
もたちやアトピーで困っている人々から、症状が軽くなっ
た、良くなってきたとの報告が増え、今現在、全国各地
から注文が相次いでいるという。

　倒産寸前の企業が見事によみがえった最大の要因は、
自身の給料を一番低い社員と同額にし、「社員とその家族
の命と生活を守らねば……」と、この間、血のにじむ努
力をしてきた石飛氏の“背中と心で示すリーダーシップ”
である。「問題は、自分ではなく環境」と言い張る企業
経営者には、この経営者としての石飛氏の“姿勢”を大
いに学んでほしいものである。

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
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コラム

会員会員
ズームズーム
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しまますす

。。

（取材担当:池田・宇治川）

税理士法人 フューチャーコンサルティング

代表社員・税理士　小澄健士郎
〒180-0002武蔵野市吉祥寺東町1-4-26　大文ビル3階
Tel 0422-27-1345　　Url http://future-c.com
E-mail info@future-c.com

重要なポイントと考えているとのこと。北海道の支社でも
アウトソーシングが受けられるような体制とすべく準備を
進めています。
　この他にも、ご自身が抱える顧客の事業者様同士での
ビジネスマッチングを積極的に行ったり、志を同じくする
士業仲間を集めてグループ化し、サービスや対応も統一
して取り組んでいくという大きな計画もお持ちです。
　目まぐるしく変化する時代に新たな思考や柔軟性が求めら
れる中、経営者の良きパートナーとして、「困ったときは、とり
あえずフューチャーコンサルティングに言えば何とかなるだろ
う」といった存在を目指し頑張っていきたいそうです。
　ご自身の夢や目標を熱く語られ着 と々その夢を実現させ
ている小澄さんからは、経営者の役に立ちたいという強い
思いが伝わってきました。

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、吉祥寺東町にある税理士法人フューチャーコ
ンサルティングを訪問し、代表社員・税理士の小澄健士
郎さんにお話をお聞きしました。小澄さんは大学卒業後、
大手企業で営業職をされていました。サラリーマン時代
の副収入として、金融商品や不動産に興味を持ち、様々
なセミナー等で勉強されたとのことでしたが、今後日本の
10年、20年先を見据えたときに国内市場規模が縮小し
ていくと予測される中、ビジネスやお金に関する知識が大
切になってくると思い、知識を身に付け企業の方々の役に
立ちたいと考え独立を決意されたそうです。
　その後、サラリーマンを辞め税理士になり、６年前か
ら「小澄健士郎税理士事務所」として業務を行っていま
したが、本年「10月に税理士法人フューチャーコンサル
ティング」として法人化し、新たに北海道支社（札幌）
も設けました。
　現在は吉祥寺に13名、北海道に5名の社員の方が勤
務されており、ご自身も月に1週間は北海道で業務を行っ
ているそうです。
　現在、200社ほどの顧問先を抱える小澄さんですが、税
理士という感覚ではなく顧問先のよき経営パートナーであり
たいという思いで日々業務に取り組まれているとのこと。
　中小企業の皆様に伝えたい重要な事として、「少子高
齢化の今、今後中小企業は雇用の面ではどうしても大手
には勝てず人手不足は避けられない。今後は、女性や
シニア、外国人を雇用せざるを得なくなる。経営者の方
は、例えば勤務時間にとらわれないような柔軟な雇用を
するなどの切り替えが必要になる。」という小澄さん。他
にも「システムの活用やアウトソーシング」といったことも
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 14.9 ▲ 10.5 ▲ 7.4 ▲ 12.2 ▲ 27.9 ▲ 15.4

関　東
▲ 12.3 ▲ 10.3 ▲ 5.2 ▲ 5.4 ▲ 28.4 ▲ 11.2

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 ▲ 7.6 ▲ 9.6 ▲ 17.8 ▲ 31.4 ▲ 13.9

関　東
▲ 12.3 ▲ 10.3 ▲ 5.2 ▲ 8.9 ▲ 28.4 ▲ 9.6

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成30年10月16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 297 426 791 121 210 1,167 73 3,085

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10月～ 2018年12月

Lobo調査とは……
全国の423商工会議所が3742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 （%） 56.5 31.1 48.6 86.4 54.6 36.3 70.9 41.9

　9月の全産業合計の業況DIは、▲16.0と、前月から
▲1.2ポイントの悪化。台風21号や北海道胆振東部地
震、全国的な異常気象の影響が大きく、宿泊業や飲食
業を中心とするサービス業や小売業、卸売業を中心に業
況が悪化した。建設業や産業用機械、自動車、電子部
品関連は堅調なものの、燃料費・原材料費の上昇や深
刻な人手不足、根強い消費者の節約志向を指摘する声
は依然として多く、業況改善に向けた動きには足踏み状
況がみられる。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲14.9（今月

比＋1.1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。
消費の持ち直しや、生産・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に端を発する貿
易摩擦の影響に加え、自然災害に伴うインバウンドを含
む観光需要への影響の長期化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、足踏み。先行きは台風や北海道地震の影
響もあり、横ばい圏内

 2017年9月: 2018年9月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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土

　これもひとえに皆様のお引き立ての賜物と感謝いたしております。
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