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関東商工会議所連合会創立60周年記念式典
市長・副市長と正副会頭との意見交換会開催
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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

つりひげ路地（昭和41年）
ご婦人の前方は東京女子体育短期大学のグラウンドだった。現在はコピス正面入口になっている。
路地は拡幅されて「武蔵通り」になり、大きく変貌している。
 　撮影　鈴木育男（らかんスタジオ）

NLむさしの3月_548.indd   1 19/03/04   9:51



講演する鈴木スポーツ庁長官

意見交換会の様子

市長・副市長と正副会頭との
意見交換会を開催しました

パーティであいさつする三村会長
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関東商工会議所連合会

創立60周年記念式典が挙行されました
　関東商工会議所連合会（会長は東商の三村会頭）が創立 60周年を迎え、
記念式典が、２月８日（金）に東京商工会議所が入る「丸の内二重橋ビル
（千代田区丸の内3-2-3）」で開催され、当所からは正副会頭と専務理事の
計6名が出席しました。
　関東商工会議所連合会は、１都８県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、
群馬、山梨、静岡）管内の103商工会議所で構成され、会議所同士のネット
ワーク強化や情報共有と課題解決などに取り組んでいます。
　当日は記念講演として、東商グランドホール（同ビル５階）にて鈴木大地
スポーツ庁長官が「スポーツが変える。未来を創る。」と題して話されました。
「2015年10月に初代長官に就任したが、これまでは省庁にまたがっていた
スポーツ行政を一つにまとめてきた。これからはスポーツで世界をつなぎ、スポー
ツで未来をつくっていきたい」と述べられました。
　その後、東京會舘ロイヤルルーム（同ビル７階）に会場を移して記念パーティ
が催され、三村会長が「お互いに連携・結束して、困難な時代に立ち向かおう」
とあいさつされました。管内98会議所から250名を超える正副会頭などが参加し、
大変盛況な会となりました。

　２月15日（金）に、松下市長と笹井・
恩田両副市長に来所いただき、正副会頭と
の意見交換会が行われました。この会は、
稲垣会頭が就任以来掲げている「行政と
連携した地域振興」のために、毎年開催し
ているものです。
　渡邉市民部長と西川生活経済課長、平
塚同課長補佐も同席をされ、市の産業振
興事業に係る新年度予算案をはじめとして、
現在の市政の課題や市の計画策定の進行
状況、そしてまちづくりの課題などについて
率直な意見・情報交換が行われました。特
に、新年度実施予定のふるさと応援寄附
事業やプレミアム付商品券事業などについ
ては、具体的な説明や質問もあり、予定さ
れた時間をオーバーするほど活発な内容とな
りました。

トピックス
Topics
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会員増強キャンペーンへのご協力のお願い
　会員増強委員会では、平成31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。

　　議員職務執行者変更
　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。 （敬称略）

事業所名・役職 新 旧

（株）東急百貨店吉祥寺店　店長 稲葉　満宏 里吉　敏彦

部会名 食品業 飲食業 商業 工業 建設業 サービス業 金融業 合計

目標数 ８ 15 17 14 11 20 10 95

2/14現在 ０ １ ２ １ ０ ３ １ ８

新入会員 の紹介 1/18

～

2/14

事業所名 業　種 地　区 所属部会

鳴海　剛 俳優、MC、ナレーター、映像及び
イベント制作

中央地区 商業部会
むさしの地域若者サポートステーション 若者支援

株式会社 かがり火 訪問介護　訪問リハビリ 中央地区 サービス業部会

工事

　建設業部会では、「地区内在住者住宅等の小規模補修工
事施工協力業者制度」（通称「むさしのまち大工制度」）を
運営しています。この制度により、住宅修繕の業者選定で
お悩みの市民のために、小規模補修工事に対応する各地区
担当協力業者の紹介を行っています（紹介は無料、工事は
有料です）。住まいに関するお悩みがございましたら、建設
業部会にご相談ください。
※複数見積もりのための業者紹介および家具等の修理はお断りしています。

お住まいのお悩み

ご相談ください。

屋根の雨漏り
を直したい

防犯対策
（窓ガラスや鍵）
を相談したい

内装や外壁
を補修・塗装
をしたい

耐震補強・
耐震診断
をしたい

ビル・マンション
の点検・管理

など

電気工事等
の相談
をしたい

相 談 例

対応依頼

武蔵野商工会議所
建設業部会 むさしのまち大工相談希望者（市民） 相談希望者（市民）

相談申込

▶ ▶ ▶▶
発注・支払相談の流れ

むさしのまち大工が解決します！

はどんなことでも
建設業部会に

News Letter　むさしの
Vol.549

Information
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AreaNews

お知らせ
Information

　平成29年度及び30年度に入会していただいた事業所（平成29年度または平成30年度新入会員
歓迎会にご参加されていない事業所）を対象に、毎年恒例となっている新入会員歓迎会を開催します。
　この会は、新入会員に対し、役員・議員が感謝の意を込めて催すものです。
　当日は、参加者同士で懇親を大いに深めていただき、今後の会議所事業への積極的な参加や、
会員サービスを有効的に活用していただくための一助になればと考えております。
　また、役員・議員との親睦を深めることで自社ＰＲにもつながると思いますので、この機会に是非ご参加
ください。
　日程は上記のとおりですが、対象者には別途郵送にて案内を送付していますのでご確認ください。

地域情報

日　時▶4月23日（火）  18：00 ～ 20：00
場　所▶吉祥寺東急REIホテル　3階 「むさしの」 

日　時▶4月7日（日）　10：00 ～ 16：00
場　所▶市立むさしの市民公園

4

　今年で27回目を迎える武蔵野桜まつりは、4月7日（日）市立むさしの市民公園を主会場として開催されます。
今回もこれまで同様さまざまなイベントを用意し、皆様のお越しをお待ちしています。
　特設ステージでは、子ども向けアクションショーなどが行われ、会場では、友好都市ブースなどの物産の販売を
はじめ、市内商店会等による縁日が出店されます。そして中央通りでのパレードや子ども村など、例年どおり多彩な
内容となっています。
　また、武蔵野商工会議所からは、ヨーヨー釣りとおもちゃ販売の「女性会テント」と「武蔵野地粉うどんテント」
が出店します。
　桜咲く春の一日を、是非ご家族そろってお楽しみください。

武蔵野桜まつり

新入会員歓迎会開催のお知らせ

会報 むさしの　発行部数増加について
　会員数増加に伴い、４月号から2,700部に増刷します。
　チラシ折込サービスについても、4月以降2,700部必要となりますので、
お申込みの際はご注意ください。

News Letter　むさしの
Vol.549

地域情報／ Information
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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

▶恒例初詣

　食品業部会（関根美英部会長）では、1月23日
（水）に毎年恒例の初詣を実施しました。今回は、
年間1,000万人を超える参詣者が訪れる成田山新
勝寺を参拝し、参加者は、旧年の感謝と新年が良い
年になるよう祈願しました。参拝後は、参道にある酒
蔵、株式会社滝沢本店を視察し、清酒の製造工程
をビデオで勉強した後、蔵を案内していただきました。
お米が醗酵している状態から清酒になるまでを実際
に見学し、最後に、しぼりたてのお酒の試飲があり、
参加者は味の違いを楽しんでいました。
　天候にも恵まれ、皆様に大変好評な初詣となりました。

お問合せ食品業部会 食品業部会（担当：小泉）

報 告

▶恒例 初詣

　飲食業部会では、2月13日（水）に毎年恒例の初
詣を実施し、今回は神奈川県鎌倉市にある鶴岡八幡
宮を参拝しました。武家源氏、鎌倉武士の守護神で
鎌倉初代将軍源頼朝ゆかりの神社です。深い杜の緑
と鮮やかな御社殿の朱色が調和する境内には源頼朝
公、実朝公をお祀りする白旗神社をはじめとする境内
社のほか、静御前ゆかりの舞殿や段葛から八百年の
長い歴史が感じられました。
　参拝後は、城ケ島京急ホテルにて和やかな雰囲
気で親睦を深めた後、三崎マグロ産直品売り場
「うらり」で買い物を楽しみました。
　天候にも恵まれ、皆様に大変好評な初詣となりました。  

お問合せ飲食業部会 飲食業部会（担当：中尾）

News Letter　むさしの
Vol.549

部会だより
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報 告

▶第8回武蔵野エリア産業フェスタ

　工業部会（林敏雄部会長）では、2月7日（木）から
9日（土）に武蔵野商工会議所、三鷹商工会、小金
井市商工会の3団体による、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。小金井
市商工会が幹事で、製造業等42社、支援団体10社
が出展。当所からは、14社が出展しました。
　7日（木）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。
　8日（金）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。
　9日（土）の即売会では、隠れた銘品、工夫を凝ら
したオリジナル商品を販売しました。
　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、会場も大変賑わいま
した。

i nformation

▶通常総会のお知らせ　日程変更のお知らせです

　4月22日（月）に予定していた、平成31年度通常
総会日程が下記のとおり変更となりました。
　総会終了後、懇親会も実施します。なお、詳細は
別途ご案内します。

（変更後日程）
日　時 4月17日（水） 総　会17：30～
   懇親会18：45～
総　会 商工会館4階市民会議室
懇親会 吉祥寺東急REIホテル　3階

▶平成31年度工和会開催のご案内

　平成31年度も引き続き工和会（工業部会・異業
種交流プラザ共催事業）を開催します。
　40代までの経営者・後継者・幹部候補の方のご
参加をお待ちしています。他部会の方の参加も大歓
迎です！　詳細は、同封のチラシをご確認ください。
　申込期限は、4月12日（金）まで。

お問合せ工業部会 工業部会（担当：櫻井）

平成30年度工和会の様子産業フェスタの様子

報 告

▶講演会（上映会）開催される

　商業部会（西宮忠部会長）では、２月１２日（火）に
商工会館４階市民会議室にて、平成30年度講演会

（上映会）を開催しました。当部会が主催、観光委員
会（勝俣淳子委員長）が共催で開催しました。
　今回は、「2018 ムービンピック上映会」と題し、
山村もみ夫。監督、永田佳大監督、渡邉高章監督、
菱沼康介監督をお招きしました。４監督は、武蔵野を
舞台に、「この場所から」という同じテーマで短編映画
を制作され、その上映会が行われました。20分という

お問合せ商業部会 商業部会（担当：井上）

短編ですが、それぞれの監督の個性があふれる作品
に、会場は笑いあり、涙ありで、最後は大きな拍手が
あがりました。
　上映会の後は、４監督のトークショーもあり、映画
撮影の裏話や秘められた思いもお聞きすることができ、
大変有意義な時間でした。

News Letter　むさしの
Vol.549

部会だより
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i nformation

▶講演会

　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、下記のとお
り講演会を開催します。
　今回の講演会は、風水コンサルタント・空海密教
阿
あ

闍
じゃ

梨
り

として活躍中の種市勝覺氏を講師にお招きし、
住まい環境 & 身

しん

口
く

意
い

の法則から見えないチカラを味
方につける法をテーマに行います。
　聴講希望者は、同封の申込書に必要事項をご記入
のうえ、FAXまたは電話にて事務局までお申込みください。

日　時 3月20日（水）
 18：30～20：00（受付18：00～）
会　場 武蔵野商工会館　4階市民会議室
定　員 90名（先着順）

演　題  もうすぐ春ですね。ちょっと自分を変えてみま
せんか。

  「環境」を整えると自分が変わる̶見えないチ
カラを味方につける法☆

講　師 種市　勝覺（たねいち　しょうがく）氏
聴講料 無料（どなたでも聴講いただけます）

▶通常総会のお知らせ

　建設業部会では、平成31年度通常総会を下記の
とおり開催します。
　総会終了後、懇親会も実施します。なお、詳細は
別途ご案内します。

日　時 4月18日（木）
総　会 17：00～　商工会議所会議室
懇親会 18：00～　梅の花 吉祥寺店

お問合せ建設業部会 建設業部会（担当：佐伯）

報 告

▶視察研修を実施

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、２月６日（水）に日帰り視察研修を実施しました。
　今回は、防災時等にも活躍する隅田川の水上バスに、「浅草」から「日の出桟橋」区間を乗船しました。終了後は
江戸東京博物館見学と懇親会を行い、親睦を深めることができ大変充実した視察研修となりました。

お問合せサービス業部会 サービス業部会（担当：三輪）

▶新入会員懇談会開催

　２月１３日（水）に吉祥寺東急ＲＥＩホテルにて、新入会
員懇談会を開催しました。
　今回は、平成30年1月から12月にご加入されたサー
ビス業部会の新入会員の皆様を対象に、商工会議所を
有効活用していただくために懇談会・名刺交換を行いまし
た。当日は、議員・役員・評議員・新入会員合わせて
31名の参加がありました。情報交換とネットワークづくり、
役員等と新入会員との相互交流の機会となりました。

News Letter　むさしの
Vol.549

部会だより
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報 告

▶2月 定例会・交流会 開催される

　異業種交流プラザ （田中浩雅会長） では、2月13日
（水）に商工会館4階市民会議室にて、「あのメジャー
リーガー『大谷翔平選手』も思考整理法として活用し
た、たった“９つのマス”を埋めるだけで、集まる売れる
商品の企画ができる発想法とは？」と題した定例会を
開催しました。
　講師には、新規事業・新商品開発及びマーケティ
ングのコンサルタントでデザイニック株式会社 代表取
締役の山中洋史氏をお招きしました。
　講演では、ＴＢＳにも取材された方法で、「集客が
今ひとつ」「魅力的な商品企画ができない」「他社と
差別化できる方法が欲しい」などの悩みを解決できる
方法についてご紹介いただき、参加者も非常に興味
深く聞き入っていました。
　講演後は、東急百貨店9階の「梅の花吉祥寺店」
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。

i nformation

▶平成31年度 総会及び講演会の開催について

　平成31年度総会及び講演会を5月13日（月）に、
開催します。
　今回は、ＮＨＫニュース、フジ「とくダネ！」、ＴＢＳ
「朝ズバッ」、読売「ミヤネ屋」など多数のテレビ番組
にご出演の元自衛艦隊司令官・海将の山崎眞氏をお
招きし、他では聞けない最新の軍事情勢等について
ご講演いただきます。
　講演会へ参加希望の方（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うえ、5月7日
（火）までにFAXにてお申込ください。
　プラザ会員の方は、総会及び懇親会の通知と合わ
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 5月13日（月）
総　会 17：30～18：00（当所５階会議室）

講演会 18：30～19：45（商工会館４階市民会議室）

演　題 「 防衛よもやま話～東アジア軍
事情勢と我が国の対応～」

講　師  山崎　眞 （やまざき まこと）氏
（元自衛艦隊司令官・海将）

定　員 90名（どなたでも参加できます）

参加費 無料

お問合せ異業種交流プラザ 異業種交流プラザ（担当：今北）

報 告

▶2月 講演会 開催される

　金融業部会（森園美智子部会長）では、２月５日
（火）に商工会館４階市民会議室にて、「2019年、
経済動向をよむ」と題した講演会を開催しました。
　昨年に引続き、大和証券投資情報部にて株式ストラ
テジストとしてご活躍中の野間口毅氏を講師としてお招
きし、国内外の経済動向と今後の株式市場について、
分かり易く講演いただきました。当日は、49名の参加が
あり、出席者は非常に興味深く聞き入っていました。
　講演後は、商工会館近くの「串屋」にて懇親会を
開催し、部会員同士大いに親睦を深め、会員増強の

目標達成に向けた協力体制を再確認する有意義な会
になりました。

お問合せ金融業部会 金融業部会 （担当：小林）

News Letter　むさしの
Vol.549

部会／異業種
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　中小企業相談所では、平成３１年３月初旬頃に公募開始が見込まれる、５０万円の補
助金が獲得可能な「小規模持続化補助金」に対応した「経営計画作成セミナー」及び
「個別相談会」を下記のとおり開催します。この機会にぜひご参加ください。

～小規模事業者持続化補助金とは？～
　この補助金は、販路拡大をお考えの小規模事業者向けのもので、経営計画に基づ
いて実施する販路拡大等の取り組みに対し、５０万円を上限（補助率：２／３）に補助
金が交付されるもので、全国の商工会議所等が相談窓口になる補助金です。

●経営計画作成セミナー　ご好評につき2回目開催決定‼
　補助金申請には、経営計画書や補助事業計画書の作成が必須となります。補助金
の概要やその計画作り、申請書作成のポイントについて解説します。
　※2/19（火）に実施したセミナーと同じ内容になります。
日　時　３月２８日（木）　１５：００～１７：００
会　場　武蔵野商工会館内会議室
定　員　４０名（申込順、定員になり次第締め切ります）

●個別相談会　
　申請に必要な書類の書き方について、中小企業診断士よりアドバイス等が受けられます。
毎年、この個別相談会に参加し、多くの方が補助金を獲得しています。（完全予約制）
日　時 ３月１２日（火） １０：００～１２：００／１３：００～１７：００
 ３月１３日（水） １０：００～１２：００／１３：００～１７：００
 ３月２５日（月） １０：００～１２：００／１３：００～１７：００
 ３月２７日（水） １０：００～１２：００／１３：００～１７：００

　　　　※相談時間は、１事業所３０分とさせていただきます。

※セミナー及び個別相談会は、いずれも参加費無料です。
※補助金の公募開始後は、予約が取りにくくなりますので、申し込みはお電話にてお早めに。

経営計画作成セミナー及び個別相談会のご案内

最大５０万円が獲得できる！
小規模事業者向けの販促活動に活用できる補助金対応セミナーです
東京都内採択率実績NO.1　採択率　76.9％（平成30年3月公募）
補助金採択ノウハウ豊富！！

お問合せ 中小企業相談所
TEL 0422-22-3631

News Letter　むさしの
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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

　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!!

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

本田プロモーションBAUS

○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）

4 月11日（木）
5 月10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

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い
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 TEL 0422-22-3631まで
お気軽にご連絡ください。
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日々の暮らしに感動を。テレビやスマホではない、
いい音＆大画面のある暮らしを提案

　エフワイセブンディーは、
ホームシアターをご提案する個
人オフィスです。住宅、インテ
リア、オーディオ、映画、音
楽、芸術の各種媒体向け編
集、執筆、企画のほか、ホームシアターシステムそのもの
のプランニングのお手伝いもしています。編集、執筆のご
依頼のほか、住宅、リノベーションの魅力的なオプション
にホームシアターを加えませんか？　テレビやスマートフォン
とは次元の異なる新たな暮らし方提案をいたします。

代表者 ● 遠藤　義人
所在地 ● 180-0002東京都武蔵野市吉祥寺東町2-39-5
e-mail ● info@fy7d.com
URL ● https://www.fy7d.com/

ｆｙ７ｄ　エフワイセブンディー

▶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、3月25日（月）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。 
　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、3月18日
（月）までにFAXにてお申込ください。

日　時 3月25日（月）　
  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 　 日本マイクロソフト株式会社　
   セキュリティ レスポンス チーム 朝見 裕紀 氏
内　容  第一部  サイバー犯罪の脅威と現状
  第二部  Windowsのセキュリティ基本対策
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

広報・情報委員会 お問合せ 広報・情報委員会（担当：伊野瀬）

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

News Letter　むさしの
Vol.549
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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

「人のため自然派給食を展開するセントラルフーズ」

連載
快進撃企業 に 学べ

岡 山駅から車で15分ほど走った場所に２階建ての
美しい建物がある。ここが、２０１８年春に完成し

た「株式会社セントラルフーズ」の新社屋である。１階は
オープンキッチンと70人ほどが座れるレストラン、２階は事
務室とパーティーやセミナーなどの用途で約１００人収容でき
るイベントホールとなっている。

　同社の現在の主事業は、幼稚園や保育園・小学校な
どの学校給食、市役所や会社の社内食堂の運営受託、
そして、おせちやお弁当の製造販売である。

　創業は、今から17年前の02年、現社長の秋山裕一
氏が立ち上げた。きっかけは祖父が創業したすし店だった。
その後に始めた弁当屋を幼少のころから手伝っていたこと
がきっかけになり、29歳のときに本格的にその弁当屋を引
き継ぐ形でスタートした。

　秋山社長は祖父の苦労を目の当たりにしていたことで、
他社との差別化をしなければ生きていけないと考え、二つ
の差別化経営を実践していった。

　一つは、保育園や幼稚園を主たるターゲットとした給食
の請負サービスであり、もう一つは「食の安全・安心と自
然のおいしさの両立」をテーマにした自然派給食の提案で
ある。

　例えば、調味料は無添加、野菜は国産中心、米は岡山
県鏡野町を流れる吉井川の源流でつくられた地元のもの。

また主食の玄米に付くおかずも、ひじき煮、カボチャ煮、みそ
汁といったおばあちゃんの手料理である。そして加えていう
と、農産品は同社の社長をはじめとする全スタッフが農家
の田畑を訪問し、手分けして一緒にいいものを届けようと精
を出してつくっている。

　こうした誠実な経営姿勢が次第に地域社会に評価され
て、今や幼稚園や保育園・学校のみならず、市役所や多
くの企業の社員食堂の運営を受託するまでに至った。近
年では地域社会からの要望も強く、介護施設の食堂の運
営を受託する。また、岡山県内が中心であった事業だが、
このうわさを聞きつけた県外企業からの要請も多く、今では
東京都内の保育園や幼稚園の給食の受託も行っている。

　こうしたことができるのも、この間一貫して社員と家族を
重視した経営をぶれずに行ってきたからである。現在では
パート・アルバイトを含め、スタッフ数は２５０人（うち栄養士
（管理栄養士含む）が25人、調理師が50人）にまで
成長発展している。

　同社の経営理念は「私たちは『食』の持つ力を追求
し、夢が広がるおいしさを創造します。食の力で世界の
人 を々幸せにする」であり、これまで培ったノウハウと人脈
を生かし、新たにレストラン事業が動き出している。

　

 
人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司

News Letter　むさしの
Vol.549

コラム

NLむさしの3月_548.indd   12 19/03/04   9:51



13

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:伊野瀬・池田）

大　む　ら

店主　大楽　紀夫

住　　所　武蔵野市境南町4-9-2　
電　　話　0422-31-5019　　ホームページ：https://oomura.gorp.jp/
営業時間　11：00～ 15：00　17：00～ 21：00
定 休 日　木

の試し打ちを行った方だそうで、大むらの改装のお披露目
会と地粉うどんの試し打ち・試食会が同日だったため、とて
も思い出深いそうです。地粉うどんの特徴は、コシが強くて
ムチムチとした弾力感と、みっちりとした重量感があり、小
麦本来の香りが楽しめるところで、大むらでは、肉汁つけ
麺で食べることができます。「“武蔵野地粉うどん”は乾麺
での販売もあります。是非、当店で“武蔵野地粉うどん”
を食べて、乾麺と食べ比べをしてみてほしい。」と大楽さん。
　“からしうどん”や“武蔵野地粉うどん”を召し上がりに、
大むらを訪ねてみてはいかがでしょうか。

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

　今回は今年で31年目を迎えるうどん・そばのお店「大む
ら」を訪問し、店主の大楽紀夫さんにお話を伺いました。
すべて自家製麺の創作うどんと石臼挽きのそばが食べられ
る“麺”の専門店です。武蔵境駅の南口から徒歩6分の
場所にあり、１階は７席、２階は20席あり、宴会での利用
も可能とのことです。
　大楽さんは、お父様が中華店を経営していたことで飲食
店に興味を持ち、ご自身も高校生の時に、武蔵境にあっ
たそば屋 “元祖大むら”でアルバイトをしていたことがキッ
カケで、そば屋を志したそうです。メニューの種類はとても
多く、写真付きの手作りのメニュー表には説明書きもあり、
選ぶ際の参考にできます（なお、うどんのメニューはそば
に、そばのメニューはうどんに変更相談可能）。
　沢山のメニューの中には、元祖大むらから引き継いだ
ものもあり、中でも、からしうどんは大むらの1番人気のメ
ニューになっています。お客様の中には、週に２～３回、
からしうどんを召し上がりに来店される方もいるそうです。辛
さは6段階から選べ、初めて召し上がる方で、辛いものが
お好きな方は中辛くらいをおススメしているそうですが、ご
希望によっては、６段階以上に辛くすることもできるとのこ
と。また、現在は武蔵境活性化委員会の“境のとんがらし
「一味唐辛子」”も使用しているそうです。
　からしうどんと並んでおススメのメニューとして、“武蔵野
地粉うどん”も挙げていただきました。“武蔵野地粉うどん”
は武蔵野市内で作付・収穫・脱穀を行った小麦から作られ
た“武蔵野市産地粉”が入っています。大楽さんは“武
蔵野地粉うどん”プロジェクトが始まって、最初に“地粉”
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 17.3 ▲ 6.6 ▲ 14.7 ▲ 16.0 ▲ 32.7 ▲ 14.5

関　東
▲ 16.1 ▲ 2.6 ▲ 17.2 ▲ 5.5 ▲ 30.9 ▲ 16.5

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 ▲ 6.3 ▲ 12.0 ▲ 17.9 ▲ 36.3 ▲ 8.6

関　東
▲ 13.3 ▲ 1.3 ▲ 9.8 ▲ 9.1 ▲ 32.0 ▲ 11.6

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成31年2月14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 297 427 793 121 209 1,182 73 3,102

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 : 2019年2月～2019年4月

Lobo調査とは……
全国の407商工会議所が3371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 48.7 86.4 54.3 36.7 70.9 42.1

　1月の全産業合計の業況DIは、▲16.0と、前月から▲
0.3ポイントのほぼ横ばい。民間工事や設備投資、自動車
関連を中心とした生産、インバウンドを含む観光需要は堅調
に推移した。他方、根強い消費者の節約志向に加え、暖
冬により冬物商材の動きが鈍く、売上が伸び悩んでいると
の声も聞かれ、小売業の業況感が悪化した。人手不足の
影響拡大や原材料費の高止まりが足かせとなっており、中
小企業の景況感は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▲17.3（今月比

▲1.3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。個人消費の拡大やインバウンドを
含めた観光需要拡大、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、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れ、貿
易摩擦の激化、世界経済の動向、消費増税の影響など
不透明感が増す中、中小企業の業況感は慎重な見方が
見られる。

業況DI は、ほぼ横ばいで推移。先行きは不透明感増す中、
慎重な見方が続く

 2018年1月: 2019年1月
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　しかし、信頼のおけるアクセスポイントであっても、通信
の暗号化機能を利用していても、ＳＳＩＤ（アクセスポイント
の識別名）とパスワードが公開されている場合、盗聴され
る可能性がある。外出先での業務が多いのであれば、Ｖ
ＰＮ（仮想専用線）やモバイルルーターなどを利用するよ
うにしたい。加えて、不特定多数の利用者が同一のネット
ワーク上に接続する場合、設定の不備により、不正アクセ
スを受ける可能性がある。ネットワークを通じたファイルや
フォルダの共有設定は解除しておく必要があるだろう。
　これら無線ＬＡＮの利用に当たっての危険性や社内ルー
ルは、従業員教育を行なうことが望まれる。また、万が一
の場合に迅速に対応できるようにするため、ルーターなどの
ログを取得しておくことが望まれる。
　独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では企業で
の無線ＬＡＮの導入・運用時の危険回避を考えるための資
料として「無線ＬＡＮ〈危険回避〉対策のしおり」を公開
している。詳しくはウェブサイト（https://www.ipa.go.jp/
security/antivirus/shiori.html）を確認してほしい。

第三者が不正利用
　ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどのモバイル
端末の普及に伴い、中小企業でも無線ＬＡＮの導入が進
んでいる。無線ＬＡＮを導入することで、会議室や工場な
どに端末を持ち込んでの業務実施や従業員の異動に伴う
配線工事が不要になるなどメリットがある半面、無線ＬＡＮ
ならではのリスクもあり、注意が必要だ。
　例えば、無線ＬＡＮは電波が届く範囲であれば壁や障
害物を越えて通信が可能なため、第三者に接続されて悪
用されてしまう可能性がある。無線ＬＡＮのパスワードは推
測されにくく、ブルートフォース攻撃（パスワード総当たり攻
撃）の対策として20文字以上の長さに設定することなどが
必要となる。また、接続を認めた端末以外が接続できない
ようにＭＡＣアドレス（端末固有のアドレス）によるフィルタリ
ングを行うことも有効だ。しかし、ＭＡＣアドレスは偽装する
ことができるため、可能であれば「ＩＥＥＥ ８０２・１Ｘ」な
どのより強固な認証を導入したい。
　また、通信内容を読み取られないために通信の暗号化
設定を行なう。ＷＥＰは短時間で読解される方法が発見さ
れているため、現時点ではＷＰＡ２が推奨される。しかし、
昨年10月にＷＰＡ２の脆

ぜい

弱
じゃく

性が報告されており、今年６月
にセキュリティー機能を改善したＷＰＡ３の規格が公表され
ている。今後、ＷＰＡ３に対応したルーターやアクセスポイン
ト、端末が各メーカーから提供されるため、新たに無線Ｌ
ＡＮを導入したり入れ替えたりする場合は、改めて動向を
確認してほしい。

通信内容を盗聴
　外出先での無線ＬＡＮの利用にも注意が必要である。
空港や公共施設、カフェ、ホテルなどさまざまな場所で公
衆向け無線ＬＡＮの提供が増えているが、パスワードを設
定していないアクセスポイントの中には悪意ある第三者が設
置して利用者の通信内容を盗聴している場合がある。信
頼がおけるアクセスポイントだけ接続するようにしたい。ま
た、公衆向け無線ＬＡＮの利用に当たっては通信内容を
読み取られないように暗号化機能の利用が必須だ。

（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11月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

無線ＬＡＮに潜むリスク
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