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第14回  武
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　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。会員の皆様の中で、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 ９：３０～１６：30

（２）その他
　① 開催期間は、令和2年１月１日（元日）～１月７日（火）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。

※お手伝いをご検討いただける方は、詳細を説明しますので下記までご連絡をお願いします。

　地域活性化委員会では、毎年恒例の
武蔵野吉祥七福神めぐりを来年も上記の
期間で開催します。

　前回同様、Ｂ3サイズのポスターを作成
しました。サイズは、364mm × 515mm
です。会員事業所の中で、掲載のご協
力をいただける場所がありましたら、下記
までご連絡お願いします。

ボランティアを募集!

ポスター掲示のお願い

ⓒ吉祥ベジ福神

●地域キャラクターの紹介

弁財天
（とうがらし）

恵比寿神
（たまねぎ）

毘沙門天
（うど）

寿老人
（キャベツ）

福禄寿
（だいこん）

大國様
（ピーマン）

布袋尊
（ナス）

宝船
（むさしの丸）

地域活性化のために武蔵野商工会議所が
作成したキャラクター「吉祥ベジ福神」です。

日本古来の民間信仰として受け継がれ、人気の高い七福神めぐり。期間中は特別バスを運行。甘酒のサービス（延命寺）もあります。

第14回

七福神めぐりスタンプラリー
全箇所押印で

特製クリアファイルプレゼント！
スタンプラリーカード
大人：200円　子ども：無料（小学生以下）

P-Z10001

パワー
スポット
パワー
スポット

パワー
スポット
パワー
スポット

七福神めぐ
り

開催開催
スタンプラリ

ー
スタンプラリ

ー

※イメージ

《色紙セットの内容》 色紙・特別バス参加券・
 武蔵野名物お正月うどん・吉祥寺コロコロビンゴ・ 
 てぬぐい

令和2年1月1日（元日）～1月7日（火）

主催：武蔵野商工会議所
12/28～1/3協賛：

協力：（株）ＪＲ東日本ステーションサービス（株）JR中央ラインモール

「バス１日フリー参加券」は当日のみ有効。 

（株）三祐産業（稲垣薬局）／（株）武蔵境自動車教習所／リードエンジニアリング（株）／（株）リベスト／(資)吉祥寺虎屋／（株）アトレ（アトレ吉祥寺）／関東バス（株）武蔵野営業所／（株）関東東急ホテ
ルズ　吉祥寺東急ＲＥＩホテル／（有）グリーンパーク（グリーンパークゴルフセンター）／サッポロビール（株）／Simple Swing Golf（インドアゴルフスクール）／（医）正友会（松井健診クリニック吉祥寺プレ
イス）／（有）大鵬／多摩信用金庫／（有）つぼみ装飾／（株）東急百貨店吉祥寺店／トヨタモビリティ東京（株）吉祥寺店／日本宗教用具（株）（お仏壇の日本堂吉祥寺店）／（株）ハウズ（LIXILリフォーム
ショップ ハウズ武蔵野店）／（株）みくに（吉祥寺ビンゴ）／（株）三鷹新聞販売（ASA三鷹南口）（出前館）／武蔵野酒類販売（株）／（株）武蔵野ソリューション（おそうじ本舗吉祥寺店）／武蔵野美装（株）／
（株）ロイ電器（ラウズ 吉祥寺）

お問合せ 地域活性化委員会　担当：（池田／岡田）

TEL 0422-22-3631

ⓒ吉祥ベジ福神

令和2年1月1日（元旦）～1月7日（火）開 催 期 間
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Seminar

　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
郵送にてお申込みください。

【申込締切日】令和2年1月31日（金）

Information
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（会員・非会員問わず）経営サクセスセミナーのお知らせ

お問合せ 企業支援部支援２課
TEL 0422-22-3631

　本セミナーでは、動画をはじめて作成される方向けに、動画に重要な
エッセンスを学び、動画構成のプランニングを実践します。この機会に
是非ご参加ください。
　詳細は同封の案内チラシをご覧ください。

■日　時：11月21日（木）14：00～ 16：00
■会　場：武蔵野商工会館内　会議室
■定　員：30名（先着順、定員になりしだい締め切ります）
■参加費：無料（会員・非会員問わず）

講　師

仲田 俊一 氏
（中小企業診断士）

参加費
無料

11/21（木）
動画初めて作成セミナー
「集客できる動画のプランの作り方」
会場：武蔵野商工会館内　会議室

自宅で受けられる郵送健診のご案内

お問合せ・お申込み ㈱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

＜＜セミナーのお知らせ＞＞
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詳しくは 検索ごちそうフェスタ ☞

※下記の所属先に○を付けてください。　※申込者多数で参加者名欄が足りない場合は、コピーしてご記入ください。

2020年　武蔵野商工会議所

事業所名

［所属先］食品 ・ 飲食 ・ 商業 ・ 工業 ・ 建設 ・ サービス ・ 金融 ・ 女性会 ・ 異業種

2020年 武蔵野商工会議所　「会員新春のつどい」申込書

ＦＡＸ 0422-22-3632

電話番号

参加者名

参加者名

1人 5,000円（立食ブッフェ形式）
※会費は、当日お願いいたします。

©吉祥ベジ福神

新たな出会いと新たなビジネスチャンスを！！！を！を！スをををンススス新たな出会いと新たなビジネスチャン新新新新新新新新新新新新新新 たなビジネス ををををスチャンススス ！！！！！新たなビジネスチ ンスンスススをスをススを！を！！！ス新たな出新たな出ななな 会会いと新会会会 たなビジネス新新新新新新新新新新新新新新 新新新 たなビジネス ををををスススススチ ン ！！！！

新春のつどい新春のつどい
会
員

キリトリ不要

お年玉福引大抽選会にて
豪華賞品が当たります！

迎えばやし
むさしのばやし

　希望に満ちた輝かしい新年を迎え、多くの会員が一堂
に集まり交流を深める、恒例の “会員新春のつどい”を開
催いたします。一年の抱負を語り合い、更なる飛躍を目指
すとともに、会員相互の新たな出会いによりビジネスチャン
スを広げる会員同士の交流の場として、お楽しみいただけ
れば幸いです。
　豪華賞品が当たるお年玉福引大抽選会などイベントも盛
りだくさん！是非、この機会にご参加いただき、皆で新しい
年をお祝いしたいと存じます。
　万障お繰り合わせの上ご参加くださいますようご案内い
たします。

武蔵野のおみやげ
「むさしのプレミアム」
認定商品の販売・展示を実施します！

会場内にて、
「武蔵野地粉お正月うどん」が
味わえます！

武蔵野商工会議所　武蔵野市吉祥寺本町1-10-7　
ＴＥＬ ０４２２-２２-３６３１　ＦＡＸ ０４２２-２２-３６３２

下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送等で12月13日（金）までにお申込みください。お申込み

お問合せ

申込書をお送りいただいた段階で受付完了となりますので、当日直接会場にお越しください。

※この申込書にご記入いただいた個人情報は、参加者の把握および当日の名簿作成のみで、
　他の目的には一切使用いたしません。

［開 場］午後4時30分 　［開 宴］午後5時 

吉祥寺第一ホテル 8階「天平」

2020年1月16日 木2020年1月16日 木［受付開始］午後4時15分

AreaNews地域情報

　11月１日（金）から30日（土）まで、武蔵野市内の飲食
店・食品店６６店舗参加の街バル＆スタンプラリーを開催し
ています。武蔵野商工会議所、武蔵野市観光機構、武
蔵野市役所などで、スタンプ台紙を兼ねた小冊子を配布し
ています。
　スタンプを集めて応募すると抽選で素敵な景品が当たる
ほか、各参加店舗では、お得な特典もありますので、ぜひ
色々なお店を回ってお楽しみください。

http://www.gnavi.co.jp/prt/mg_festa/

　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16回目となる今回は、飲食業部会が当番部会となり開催します。
　詳しくは、同封の案内チラシをご覧のうえ、是非、お申込みください。

時　間 午後５時　開宴
場　所 吉祥寺第一ホテル　8階　天平
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第15回 Musashinoごちそうフェスタ

令和2年 会員新春のつどい

11月 １ 日 金▶11月30日 土開 催 期 間

令和2年 1月16日 木開 催 期 日

開 催 中開 催 中

開 催 予告開 催 予告

Area News 
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～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や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。

　　　 お問合せ先 
　　　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

（三鷹公共職業安定所）
ローワーク三鷹雇用保険適用課 TEL 0422-47-8623
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Information

9/13

～

10/11

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社 コウセイ 万両 居酒屋 吉祥寺地区 飲食業部会

有限会社 芳林堂 若林表具店 内装業 地区外 建設業部会

ヨガスタジオ SVASTHA ヨガスクール

吉祥寺地区

サービス業部会

合同会社 あしもと 広告代理・制作業、写真や印刷に関する業務、
文章指導業（予定）

有限会社 友友企画 カラオケスポット友友 カラオケ

積水ハウス株式会社  武蔵野シャーメゾン支店 住宅メーカー

蓮沼タクシー 個人タクシー 中央地区

業績改革メソッドラボ 経営コンサルタント 地区外

新入会員の紹介

事業主の皆様　労働保険の加入手続きはお済みですか？
（労災保険・雇用保険）

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（森園副委員長（委員長代行））では、令和元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。

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 15 17 14 11 20 10 95

10/11現在 3 4 9.5 8.5 9 31.5 20 85.5
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報 告

▶研修視察
　工業部会（林敏雄部会長）では、恒例の一泊二日の研修視察
を10月4日（金）、5日（土）に実施しました。1日目は、霞が関の
国会議事堂、神奈川県川崎市の（株）ＪＥＲＡ川崎火力発電所を
視察。2日目は豊洲市場を見学し、ゆとりとゆらぎのある研修視察
となりました。

▶講演会開催
　運営委員会では、10月7日（月）に部会員の精密測定技術振
興財団のご協力により、東京大学工学系研究科教授の神保泰彦
先生を招き「脳神経疾患治療の新技術─神経工学の世界」とい
うテーマで講演会を開催しました。
　少子高齢化の現代において、医療工学の先進技術をお話しい
ただき、出席者は熱心に聴講していました。ＤＶＤ映像なども盛り込
んだ講演は、専門分野外の方にも大変わかり易いものでした。講
演後の情報交換会には、神保先生にもご参加いただき、部会員
と交流を深めました。

報 告

▶都内4商工会議所女性会共催事業
　女性会（伊藤隆子会長）では、9月20日（金）
武蔵野市内にて、東京・八王子・町田・武蔵野商
工会議所の計4女性会の共催で視察交流会を開催し
ました。
　本事業は、関東商工会議所女性会連合会政策委
員会活動の一環であり、本年度は当会が担当幹事と
なり、他女性会の皆様をお迎えしました。
　当日は、武蔵野市内のNTT技術史料館を見学し、
続いて武蔵野クリーンセンターを見学しました。見学の
冒頭では松下玲子市長よりご挨拶をいただきました。
　その後吉祥寺第一ホテルへ移動し懇親会を実施し、
舞踊家の佳

よし

卓
たか

氏による舞踊が披露されました。

　参加者間で交流を行い、都内の女性会員との一層の懇
親を深める良い機会となりました。

6
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部会だより / 女性会

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

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）
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建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

▶一泊研修旅行実施!!

　一泊二日の研修旅行を10月23日（水）･24日（木）に実施しました。
今回は佐賀・福岡方面で、初日は「唐津城」の車窓見学からはじまり、
「名護屋城博物館」をガイドの案内で見学しました。名護屋城跡では、
バーチャルリアリティによって蘇る名護屋城の壮大な姿に、参加者は感心
していました。続いて、「秘窯の里・伊万里大川内山」、「天吹酒造」を
見学しました。その後、博多へと移動し、中洲にある「ホテルリソルトリニ
ティ博多」に宿泊し、旅の疲れを癒しました。2日目は、「坂本八幡宮」、
「大宰府天満宮」をゆったり見学しました。元号の「令和」にゆかりのあ
る場所で大変賑わっていました。昼食後、宗像大社を見学しました。荘
厳な造りに圧倒されました。
　今回、佐賀・福岡を代表する歴史的建築物やスポット5カ所を巡る盛
りだくさんの内容でしたが、トラブルもなく無事帰路につくことができ、有意
義な2日間となりました。

報 告

▶「第5回住まいりーフェスタ」を開催!!
　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6日（日）に
東急百貨店吉祥寺店北側広場にて、むさしのまち大工周知イベント「第
5回住まいりーフェスタ」を開催しました。今回は、業種ごと7色のブース
に分け、スタンプラリー形式でＰＲを行いました。ミニ住宅の組立て、住ま
いに関するセミナー、相談受付なども予定通り行いました。当日は、あい
にくの天気ではありましたが、釘打ち体験やお囃子、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。

i nformation

▶武蔵野建設アカデミー第3回講座開催のご案内
　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、下記のとお
り第3回講座を開催します。
　参加無料で、どなたでも参加できますので、興味の
ある方はお電話にてお申込みください。

日　時 11月11日（月）　18：30～ 20：00
会　場 当所7階　役員会議室
テーマ 「古民家、京町屋に学ぶ」
講　師  （株）山本富士雄設計事務所　山本富士雄氏

武蔵野建設アカデミーとは？
　建設業部会が主催する教養実務講座として、
会員はもとより、広く一般の方 に々もお役に立てる
「知」の共有の場を目指しています。今後の主な
講座内容（建設・建築関係を中心に）として、①
教養・情報、②経営実務（ビジネス・法律・技
術）、③会員の実践報告（企業訪問）を検討して
います。
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i nformation

▶吉祥寺ナイトスポットマップについて
　観光委員会（勝俣淳子委員長）では、吉祥寺ナイトスポット
マップを作成しました。
　このマップは主にインバウンドに向けた、吉祥寺の夜を楽しめ
るお店をピックアップし「楽しそうだから吉祥寺に行ってみたい」と
感じてもらい、実際に吉祥寺の街まで来てもらうことを目的として
います。
　当所のホームページにダウンロードデータを掲載しています。
ぜひ広くご活用ください。

報 告

▶第5回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、10
月4日（金）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ました。
　今回は、2017年4月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。警視庁サイ
バーセキュリティ対策本部とマカフィー株式会社から
講師をお招きし、サイバーセキュリティの必要性・サ
イバー犯罪の脅威と現状についての説明、ICTの
利活用についてご講演いただきました。
　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。
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広報・情報委員会

観光委員会

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 :1.21% 令和元年 10月1日現在

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・生命共済「むさしの」加入・増口キャンペーンのお知らせ
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当所では、新・生命共済「むさしの」の推進キャンペーンを実施しています。
【特典】期間中（平成31年4月～令和2年3月まで）に加入・増口すると粗品を進呈‼
期間中は、共済制度引受保険会社であるアクサ生命保険株式会社の推進員が皆様を訪問させていただきますので、
是非ご検討・ご加入を賜りますようよろしくお願いします。

制度の主な特徴
■  １口・780円（月額）からの掛金にて、当所会員の役員・事業主・従業員で令和元年５月１日現在年齢が14歳6カ月
を超え、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。）
■  商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金等）が付加されています。
■  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。

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

※ 新・生命共済「むさしの」について、資料の送付を希望または詳しい説明を聞きたいという方は、共済制度事務
局までお気軽にご連絡ください。
※ご加入にあたっては、パンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

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）

武蔵野市立図書館カレンダーのスポンサー募集

2020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28日（木）17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。

武蔵野市立図書館カレンダーに
広告を掲載しませんか？
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

（図書館カレンダーの広告掲載原寸大）

お問合せ：中央図書館管理係0422-51-5145（9時30分～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 
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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）

12月3日（火）
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

12月3日（火）
10：30～ 16：00
（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・相談税・消費税など
一般的な税金問題

定例相談会
（消費税軽減税率対策）

消費税軽減税率制度
施策普及員

11月25日（月）
10：30～ 16：00

※予約優先

・消費税軽減税率
・価格転嫁対策
・軽減税率対策補助金とキャッシュレス
・消費者還元事業

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、企業支援部 TEL 0422-22-3631まで
　お気軽にご連絡ください。

Information
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東京都女性の活躍推進加速化事業運営事務局

TEL 03-6734-1347
Mail：jinfo@josei-jinzai.metro.tokyo.jp
※本事業の事務局は、東京都より株式会社パソナに運営を委託しています

東京都では都内の従業員300人以下の中小企業に勤
める方を対象に、働き方改革や女性活躍推進を支援す
る為に、実践的な知識の習得や企業間の交流の機会
を提供する参加費無料の研修をご提供しています。

▶TOPICS
これまで従業員300人以上の大企業に義務化されてい
た女性活躍推進法の「一般事業主行動計画」策定が、
今年春、従業員101人以上300人以下の中小企業
にも今後義務化されることが決まりました。
ますます、女性活躍推進への取組が急務に！　今の
うちから、行動計画の策定や、実践する方法を学ぶ
為に、東京都では多数の研修を無料でご用意してい
ます。

▶ 研修の詳細・お申込みについては東京都のホームページをご覧ください
または、「東京都　女性活躍　研修」で検索ください。
新宿、渋谷、立川、市ヶ谷、飯田橋、日本橋の会場で無料研修を実施中。
公式サイトからのお申込みが可能です。
　

研 修 内 容 
5種類のプログラムをご用意。各研修は、1社で複数名、何回でもご参加可能です。
【1】女性活躍推進スタートアップ研修
【2】フォローアップ研修（一般事業主行動計画 策定研修）
【3】スピードアップ研修（一般事業主行動計画 実践研修）
【4】女性従業員向け研修（キャリアデザイン、コミュニケーションスキル研修）
【5】男性従業員向け研修（意識改革、コミュニケーション改善研修）

※ 午後の研修には、先進企業のご担当者をお招きしての企業交流会、パネルディスカッションがあります。

なぜ、いま女性活躍推進が求められているのか？なぜ、いま女性活躍推進が求められているのか？
５つの研修プログラムで、今、必要な女性活躍推進の企業事例や
進め方をご紹介します。

東 京 都　無料研修のお知らせ

受付時間
平日10時～17時

東京都は、都内中小企業における
女性の活躍推進の取組を
サポートしています。

2019年度 東京都女性の活躍推進加速化事業

社社社社社社社社社社社社社社社社員社員社員社員員社社員員員員員社社社社社員が輝員員ががが員がががががががががががが輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝員員員社 輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝社員が輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝く輝輝輝輝が輝く
魅く魅く魅く魅く魅く魅社員が輝輝社員が輝く
魅力魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅力力力力力くく社員が輝く
魅魅力力力力力力力員が輝く魅
力ある会力ある力ある力ある力ある力あるる会会会会会会会

員 魅魅力力魅魅輝く魅が員
力あ魅 ああ輝く魅力ああ

る会会会会会会会社会会社会社
輝く魅力あ

るる魅 会
輝く魅力あ

る 社へ社へへる会社社魅力ある会
社社

魅力ある会
社社ある会社へ

社員が輝く
魅力ある会

社へ

参 加 費
無 料

に効果的！

人材採用・
定着

魅力ある
職場づくりに
女性
活躍を！

東京都は、都内中小企業における
女性の活躍推進の取組を
サポートしています。

https://www.josei-jinzai.metro.tokyo.jp/

Information
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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

縫製業界をよみがえらせる「ライフスタイルアクセント」

連載
快進撃企業 に 学べ

熊本市に本社、銀座に東京事務所のある「ファクトリ
エ」というファッションブランドを展開するライフスタイ

ルアクセント株式会社という中小企業がある。主事業は、
スーツ、ジャケット、パンツ、シャツなどのファッションアイテ
ムや、靴、バッグ、靴下といったファッション雑貨の商品
企画・小売業で、創業は今から７年前の２０１２年。現代
表である山田敏夫氏がスタートした。

　同氏は１９８２年、熊本県生まれ。実家は１００年以上続
く老舗婦人服店である。大学在学中にフランスへ留学し、
グッチ・パリ店に勤務。帰国後、同社を創業した。創業
の目的は、実家もそうであったが、日本の縫製業界を再生
したいという強い思いからである。
　日本の縫製業界は、かつては世界各国に輸出するほど
威勢を誇っていたが、今や見るも哀れなほど衰退してしま
い、縫製品の国産化率は３％程度にまで落ち込んでしまっ
ている。
　もとより、それは需要が減退したためではない。事実、
縫製品の市場供給量は過去30年間、右肩上がりだから
である。つまり、海外進出した日本のブランドメーカーや、
国内輸入商社、さらには海外メーカーが、中国やバング
ラデシュなど、海外工場で生産した縫製品を最も安定した
マーケットである日本に怒

ど

濤
とう

のごとく流入させたからである。
　一方で、国内にわずかに残っている下請け縫製業者に
は、国際価格という名の下に、低単価発注や買いたたき
を行ってきたからである。多くの縫製業者は価格競争に嫌
気が差し、廃業の道を選んだ。

　こうした現状を踏まえ、何とか国内の縫製業者を再生し
たいと、同氏はグッチ・パリ店勤務などの経験を生かし、
工場直結ファッションブランド「ファクトリエ」を立ち上げたの
である。
　同ブランドは商品企画や開発、さらにはリアル店舗やネッ
トでの直接販売を担い、生産は全て国内縫製業者に依頼
している。ユニークなのは、その値段の決め方で、一般
的には小売希望価格になるが、同ブランドは全てメーカー
希望価格で買い取っている。つまり、依頼した縫製業者
の言いなりの値段で、一切値引きをせず、引き取っている
のである。
　それでも、その商品が市場で高い評価を得ているのは、
同ブランドが縫製業者にアドバイスし、機能性やデザイン
性、さらにはコーディネートなどで、その商品に絶大な付加
価値を付けているからである。
　ちなみに、先日、同ブランドの銀座店に立ち寄った際、
靴下を購入した。１足２０００円と少々高額であったが、商
品名には『永久交換保証』の表示があった。
　余談であるが、同ブランドのこうした取り組みにより、す
でに30社以上の縫製業者が元気を取り戻しているという。

 

 

人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司

コラム
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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）

WINE＆TAPAS chill

代表取締役：久保山　創

武蔵野市吉祥寺本町2-13-7 
グランデール吉祥寺ビル１F
TEL：0422-23-3160
URL：https://www.cree-co.com/

葉のラペ」、「タコとア
ボカドのわさびガーリッ
クソース」、「マッシュ
ポテト」、「アザイソー
スを使ったあさりの白ワ
イン蒸し」とのこと。
　お客様の8割は女
性で、幅広い年齢層
の方々が来店され、リ
ピーターも多くファン
も増えています。そう
いったお客様たちから、
chillの料理を家でも食
べたいという要望が多
く寄せられ、最近になりテイクアウトも始めました。料理
はもちろん、久保山さん調合のオリジナルドレッシングや
バターも販売しています。今後の目標として、「温かい出
来立てメニューを真空パックにすることを考えています。そ
うすることで、パスタソースなどもそうですが、鮮度を保っ
たままお店の味を家でも召しあがっていただけます。将来
的にはホームページから通販もしていこうかと考えていま
す。」という久保山さん。お客様を大切にし、リクエストを
取り入れながら真 に向き合うことでファンを増やし成長
してきたWINE＆TAPAS chill。地域としても大切にし
たいオリジナリティ溢れるお店です。

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、吉祥寺本町にあるWINE＆TAPAS chillを
訪問し、代表取締役の久保山創さんにお話を伺いまし
た。
　久保山さんはお父様が飲食店を経営していたこともあ
り、19歳のときに飲食業界に身を投じ、それ以来和食
やフレンチなど様々なお店で修業を積み、2011年、33
歳で独立して現在の地にお店を構えました。
　開店当初は夜のみの営業でしたが、現在はパスタの
ランチを行っており、単品、サラダセット、4種の小鉢
が付くセットを用意しています。夜はアラカルトメニューと
なっており、パスタはもちろん、肉、魚、野菜など様々
なメニューとそれぞれに合うワインを用意しており、西洋
居酒屋といった感じのおしゃれで落ち着いた雰囲気のお
店です。
　食材は卸売市場を通さずに、すべて久保山さんが
吟味して、契約したお店から仕入れています。例えば、

ロース肉を使用する場合でも
何種類ものロースを仕入れ、
ご自身が考えていたメニューに
合うものを選んでメニュー化し
ています。そんな久保山さん
が考案したメニューは、どれも
色彩豊かに盛られた食欲をそ
そられる素敵なメニューばかり。
開店当初からの不動の人気メ
ニューは、「ビーツと人参・大

コラム
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全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全国
▲24.5 ▲ 8.2 ▲ 24.7 ▲ 24.9 ▲42.4 ▲ 19.8

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
▲ 20.0 ▲4.8 ▲ 21.1 ▲ 30.6 ▲27.5 ▲ 17.1

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和元年10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 297 403 754 128 211 1,205 74 3,072

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10月～2019年12月

Lobo調査とは……
全国の339商工会議所が2,614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 29.4 46.3 91.4 54.8 37.5 71.8 41.7

全産業合計の業況DI は、▲20.0前月比＋1.0ポイント

　省力化投資を中心とする設備投資や都市部の再開発な
どの民間工事が堅調な建設業や、 家電製品など高額商品
を中心に消費税引上げ前の駆け込み需要が見られた小売
業の業況感が改善した。一方卸売業からは台風15号や
大雨の影響に伴う農産物や飲食料品の供給不足・ 価格
上昇による業況悪化を指摘する声が聞かれた。深刻な人
手不足や原材料費の高止まり、 米中貿易摩擦や世界経
済の先行き不透明感、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中小企業の業況改善に向けた動き
は力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲24.5今月比 ▲4.5ポイント

　個人消費の拡大やインバウンドを含む観光 需要拡大へ
の期待感がうかがえる。一方、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の遅れ、
貿易摩擦の激化や世界経済の動向、日韓情勢の行方、
消費税引上げ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続く 。

D I は、改善するも力強さ欠く
先行きは、不透明感強く、慎重な見方崩れず

 2018年9月: 2019年9月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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■電力供給の監視制御システムへの攻撃
　ロンドン大会では、電力供給を行うための監視制御シス
テムへの攻撃によって停電を発生させて、大会の運営を妨
害しようとする動きが見受けられた。電力に限らず、運営に
関わる重要インフラの制御システムがサイバー攻撃を受ける
恐れがある。独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では
「制御システム利用者のための脆弱性対応ガイド」を提供
しているので関係者は活用してほしい。

■うそ情報の発信・拡散による混乱 　
　何者かが発信したうそ情報（フェイクニュースなど）がＳＮＳ
などのネットワーク上で拡散することで混乱が発生し、大き
な被害が生じる恐れがある。ネットワーク上で流通している
情報を取得した際は落ち着いて情報源を確認し、不確定
情報を拡散しないことが大切である。

■新しい手法による攻撃 　
　これまで観測されていない、全く新しい攻撃が試みられる
恐れがある。脆弱性を放置すると、容易に攻撃される。企
業・個人のサーバー、ＰＣ、スマートフォン、ＩｏＴ機器など
のソフトウエアを最新に保ち、脆弱性を狙った攻撃を回避
する必要がある。

　以上のようなサイバー攻撃の恐れがあることから、東京
大会を機会として、企業も個人も自らのサイバーセキュリ
ティー対策を見直す契機としてほしい。

　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催まで
１年を切った。12年ロンドン、16年リオデジャネイロなどで
開催された過去の大会においても、大会を狙ったサイバー
攻撃が発生し、関係者は対策や対処に追われた。東京大
会に対しても、これまでと同等あるいはそれ以上のサイバー
攻撃が予想されるため、関係団体や企業は、サイバー攻
撃対策の強化を進めていく必要がある。
　過去の大会の事例を基に予想されるサイバー攻撃には、
以下のものがある。

■公式および関連ウェブサイトへのＤＤｏＳ攻撃
　大会に関連するウェブサイトをＤＤｏＳ攻撃（サービス妨害
攻撃）によって利用不能とし、運営を妨害する。設定不
備や脆弱（ぜいじゃく）性を放置したＩｏＴ機器などが乗っ取ら
れ、攻撃の踏み台に悪用されることが考えられる。東京大
会関係団体のＤＤｏＳ攻撃対策は当然として、企業としては
ＤＤｏＳ攻撃の踏み台にされることがないようにＩｏＴ機器など
の設定の見直しや脆弱性対策に取り組んでほしい。

■偽ウェブサイトの設置 　
　チケット販売詐欺やフィッシングなどを目的とした、偽ウェ
ブサイトを設置し、個人のクレジットカード情報などを窃取す
る。また、ウイルス感染を目的とした偽ウェブサイトが設置さ
れる可能性もあるため注意する。

■フィッシング詐欺メール
　チケット、宿泊施設、関連商品などを餌にしたフィッシン
グ詐欺メールを送信し、前述の偽ウェブサイトへの誘導やク
レジットカード情報の窃取、個人の認証情報の窃取、それ
らを悪用した次なる攻撃などを試みる。また、同様の手口
で企業を狙う攻撃が発生する可能性も考えられるため注意
が必要だ。

■関連組織への攻撃増加 　
　リオ大会では、大会開催後、攻撃対象ウェブサイト
は、大会関連→政府関連→準備に携わった事業者関連
と、徐々に周辺へと推移した。東京大会では、まずセキュリ
ティー対策が不十分な周辺の関係者を攻撃して侵入し、そ
こから最終的な攻撃対象へと迫っていく攻撃が試みられる恐
れがあり、サプライチェーンを含めた対策強化が必要である。

（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11日号（日本商工会議所発行）より転載】

関係団体・企業にサイバー攻撃
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