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令和2年　会員新春のつどい

　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。
ぜひ、ご参加ください。

期　日　令和2年1月16日（木）
時　間　午後5時開宴（午後4時15分受付開始）
場　所　吉祥寺第一ホテル　8階　天平
申　込　 所定用紙（前月会報に同封）に必要事項をご記入のうえ、FAX等でお申し込みください。

令和2年1月16日（木）　吉祥寺第一ホテル

申込受付中!!

令和 2年 1月にお正月の恒例行事として「第 14回武
蔵野吉祥七福神めぐり」を開催します。井の頭弁財天、
杵築大社、延命寺、大法禅寺、安養寺、武蔵野八幡宮
に祀

まつ

られている6寺社七福神をめぐるコースです。色紙に
御朱印を受けながら各寺社をめぐるのがおすすめです。
特別バスをご利用いただく方々や、徒歩で回られるグ

ループも多数います。14回目を迎え地域に浸透し、地方
から参拝に訪れる方々も増えています。地域の自然・文
化・歴史にふれ、食事やショッピングを楽しみながら是非ご
参加ください。
開催期間は、1月1日（元日）から7日（火）までとなり

ます。前回好評だった「スタンプラリー」を今回も開催し

ます。スタンプを集めるとベジ福神キャラクター特製クリア
ファイルをプレゼントします。家族で楽しめるイベントになっ
ています。
そのほか、寺社によって南京玉すだれ・紙芝居のミニイ
ベントや甘酒サービスもあります。詳細は、当会報の折込
みチラシでご確認ください。

実施期間 1月1日（元日）～ 7日（火）
参拝時間 9：30～ 16：30
※ 吉祥寺駅北口前発の特別バスは、10：00から13：00までの
30分間隔で運行。

令和 2年 新春「第 14回武蔵野吉祥七福神めぐり」
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　日本商工会議所は、11月21日（木）に臨時会員
総会を東京會舘で開催し、第31期（任期：2022年
10月31日まで）役員を選出しました。会頭には、東
京商工会議所の三村明夫会頭（日本製鉄社友 名誉
会長）が三選されました。
　三村会頭は所信の中で、引き続き「中小企業の活
力強化」と「地域の活性化」を活動の柱とする考えを
表明しました。そして、「商工会議所の創始者である渋
沢栄一翁が、大河ドラマの主人公やお札の顔となるこ
の機会に、『道徳経済合一説（企業は利益を上げると
同時に、公益についても考えなければならない。両者
は高い次元で両立する）』など渋沢翁の思想をより多く

第15回Musashinoごちそうフェスタを開催

 日本商工会議所　臨時会員総会を開催
～三村明夫会頭を三選～

　11月1日（金）か
ら30日（土）までの
1ヵ月間、武蔵野市
最大の食の祭典、第
15回 Musashinoご
ちそうフェスタ（島崎
智融実行委員長）を
開催しました。
　今年は、内容をリ
ニューアルし、武蔵
野市内の飲食店・食
品店 66店舗が参加

した食べ歩き・買い歩きの街バル&スタンプラリー、
公式HPでのお店紹介、スペシャルゲストの参戦、
SNSを活用した情報発信、武蔵野野菜PRキャン
ペーンを開催しました。
　1日（金）には、稲垣会頭、髙橋副会頭、実行
委員が出席し、出発式を開催しました。改めて今年の
企画内容について、業務委託をしている（株）ぐるなび
より説明があり、終了後、稲垣会頭と髙橋副会頭が、
実際の参加店舗を買い回り、スタンプラリーを体験しま
した。その様子は、今回新たに取り組んだSNSの活
用として、特にTwitterで情報発信しました。
　また、参加店にも各店舗のPR情報について、積

極的にTwitterを活用していただき、インフルエンサー
やTwitterキャンペーンで、情報拡散に取り組みまし
た。8日（金）には、スペシャルゲストとして、マジシャ
ン3名が参加店12店舗を回り、来店していたお客様
にカードやコインなどのマジックを披露し、イベントを盛り
上げました。その様子もTwitterで情報を発信しました。
　武蔵野野菜PRキャンペーンは、地産地消の促進
の一環で、JA東京むさしの協力のもと、武蔵野市内
の飲食店 10店舗で、旬の野菜メニューを提供いただ
き、とれたて新鮮の味を楽しんでいただきました。スタ
ンプラリーの賞品にも多数ご応募いただき、多くの方
に武蔵野市内の飲食店、食品店を知っていただくイ
ベントとなりました。

の方に伝えるとともに、商工会議所の見える化をさらに
進め、新しい時代にふさわしい活動を積極的に展開し
ていこう」と呼びかけました。

所信を表明する三村会頭

Report
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吉祥寺アニメワンダーランド2019開催される

　10月10日（木）から10月20日（日）まで、第
49回吉祥寺ウェルカムキャンペーン（千葉信明大会
長）として、吉祥寺アニメワンダーランド2019（坂
井実行委員長）を開催しました。
　今年で21回を迎えた「吉祥寺アニメワンダーラ
ンド」を拡張リニューアルして、市街地（東急百貨
店吉祥寺店北側広場 ）で開催のイベントを「まちな
かア ニメ広場」と改名し、内容も特設ステージでメイ
ンキャラクターのショーや握手会、アニメソングなどを
実施しました。そして、15回を迎える「吉祥寺ア
ニメーション映画祭」は上映プログラムを充実させ
て3日間の本格的なアニメーション映画祭にグレー
ドアップしました。
　今年のメインキャラクターは、ちょっぴりイギリス流
のジョークが利いた可愛さで子供から年配者まで幅広
い 年齢層に支持されている「ひつじのショーン」。そし
て、ひつじのショーンとその仲間の動物たちを10月開
催にふさわしくハロウィーンバージョンに変身させました。
　イベント事業は、10月10日（木）から16日（水）
まで開催した円谷プロの「かいじゅうステップ ワンダ
バダ」のキャラクターのイラストやパペットの展示、ア
ニメーションの上映を行ったリベストギ ャラリー創から始
まりました。10月12日（土）・13日（日）の両日
は、猛烈な勢力の台風 19号の襲来が見込まれ、野
外で 開催する井の頭公園イベン ト「森のわくわくステー
ジ」「森のわくわくバザール」「森の映画館」の3事
業は参加者の安全が確保できないため中止にしました

が、翌日 の 14日（祝）開催の「親子でプラモデル
教室」は、台風一過で晴天の中、多くの親子が商
工会館に集まり、ガンダム等のプラモデル作りに熱心
に取り組んでいました。
　後半の新企画「まちなかアニメ広場」は、「ひつじ
のショーン」のステージショーやアニメソング、スタンプ
を集めてゴールするとひつじのショーン風船が貰えるス
タンプツアー、トヨタさん企画の自動車にお絵かきする
イベント、成蹊大学漫画研究会のぬりえイベント、東
北新社ブース等会場は大盛り上がりでした。
　「吉祥寺アニメーシ ョン映画祭」は、初日の「日
本のアニメーションを築いた人々」には日本を代表す
る映像研究家、アニメ監督、伝説のアニメーターの
スペシャルトークショーでファ ンも大満足でした。2日
目の「ストップモーションアニメーション フェスティバル
2019」は、国内最大と言ってよいほどのストップモー
ション作品を上映する企画で、多くのお客様が感動し
たイベントになりました。「第 15回吉祥寺アニメーショ
ン映画祭」も全国から秀作が集まり、優秀作品 10
点には各賞が授与されました。今年は内容も充実し、
本格的なアニメーション映画祭になりました。
　台風襲来の2日間を除けば、開催時間中は降雨も
なく無事に終了し、総動員数は延べ約11,800人とな
りました。
　そのほか、大型店舗や商店街・商店、図書館など
8ヵ所で開催 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。

親子でプラモデル教室
まちなかファミリーステージ

Report
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10/12

～

11/15

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社 華昇 中華料理 吉祥寺地区 飲食業部会

RARE 吉祥寺店 中古レコード、CD、DVD、買取、販売
吉祥寺地区 商業部会

株式会社 スギ薬局 スギ薬局 吉祥寺店 ドラッグストア事業並びに調剤等の医療事業

makanaco 整理収納代行サービスとコーチング、セミナー事業 吉祥寺地区

サービス業部会

一般社団法人 Beautiful Life, Body&mind
エステネイルサロン fairy

エステスクール　リンパマッサージ
フェイシャスツボマッサージ　ボディマッサージなど

中央地区

Diving house Traum Scuba スクーバダイビングスクール

王道流空手道佐藤塾 佐藤塾 空手道場

地区外CRAFT経営人事パートナー 社会保険労務士事務所

エスケイ設備株式会社 建設業

株式会社 弘中会グループ 保険代理店
地区外 金融業部会

山口 勝博（ソニー生命保険株式会社） 生命保険業

新入会員の紹介

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

11/15現在 4 5 10.5 8.5 9 32.5 23 92.5

　当所では、年末年始の業務を下記のとおり休業させていただきます。何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解
のほどよろしくお願いします。
　なお、新年は令和 2年 1月6日（月）より通常の業務を行います。

休業期間　令和元年12月 28日（土）～令和2年1月 5日（日）

年末年始休業のご案内
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部会だより

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

▶産業交流展 2019
　工業部会（林敏雄部会長）では、産業交流展 2019（11月
13日（水）～ 11月15日（金）・東京ビッグサイトA・Bホール）
に、部会員企業 4社（㈱シモヤマ、㈲品川製作所、リードエンジニ
アリング㈱、ワイヤー㈱）が、自社製品を出展しました。
　会期中は多くの方々にご来場いただきました。また、今年も工業
部会事業のPRブースを設置しました。装飾は当所会員の㈱ケイエ
スケイプランニング、vincent ㈲によって充実したブースに仕上がりま
した。工業部会では、引き続き各種展示会に出展をしていきます。

i nformation

▶吉祥寺コレクションのご案内
　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、令和 2年 5月2日（土）に吉祥寺駅北口ロータリー
を中心に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。
　詳細につきましては、今後、会報等を通じてお知らせします。

報 告

▶商業部会創立 65周年記念パーティー盛大に開催される!!
　商業部会（西宮忠部会長）では11月7日（木）に商業部会創立 65 周年記念パーティーを吉祥寺東急 REIホ
テル 3 階「むさしの」にて開催しました。
　商業部会は、昭和29年に商工会議所では2番目の部会として発足しました。
この65年の間に経済情勢が大きく揺れ動く出来事がありましたが、地域商業の振興
という命題を掲げて、様 な々事業活動、組織の強化に取り組み今日に至っています。
　はじめに、創立 65周年を記念し、功労者表彰として商業部会の発展および武
蔵野吉祥七福神巡り創設に貢献された3名の方を表彰しました。

有限会社ふじや呉服店　目黒　實　様
株式会社バニオンインターナショナル　佐藤　四子男　様
有限会社大鵬　原田　啓助　様

　記念パーティーには、多数の部会員、当所役員、部会長、委員長、女性会
長のほか、恩田秀樹武蔵野市副市長、武蔵野市商店連合会花俣会長、武蔵
野吉祥七福神めぐり関係者にご臨席いただきました。アトラクションとして、セク
スィーボーイズのバンド演奏もあり65周年の節目に花を添えていただき、すべて滞
りなく盛大に実施することができました。
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報 告

▶武蔵野建設アカデミー第 3回講座を開催‼
　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、11月11日（月）に当所 7階役員会議室にて武蔵野建設アカデミーを開
催しました。第 3回目は、当所商業・環境委員会委員長でもある（株）山本富士雄設計事務所の山本富士雄氏を
講師に招き、「古民家、京町屋に学ぶ」というテーマで実施しました。参加者から、「日本の美しい伝統を改めて知る
ことができた」や「とても勉強になった」などの声をいただき、好評でした。
 　次回は、来年 4月以降に開催の予定です。日時、内容が決定次第、お知らせします。

■ 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、広く一般の方々にもお役に立てる「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。

報 告

▶第 10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26日（土）
に実施しました。当日は事前予約と併せて多くが相談者が来場しました。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。

報 告

ビジネスチャンスの夕べ交流会開催
　11月20日（水）に吉祥寺東急REIホテルにて、ビジネスチャン
スの夕べ交流会を開催しました。
　ビジネスチャンスの夕べ交流会は、多種多様な業種の集まる当部
会ならではの事業で、部会員事業所のPRタイムを設け、ビジネス
チャンスの拡大の場として利用されています。当日は54名が参加
し、自社PRタイムでは22事業所がパンフレットやチラシで事業内
容などをPRしました。
　その後、積極的に名刺交換が行われ、情報交換等交流を行いま
した。

サ － ビ ス 業 部会 お問合せ サービス業部会（担当：三輪）
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異業種 / 女性会

報 告

▶静岡県浜松市　宿泊視察研修実施される

　異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、11月4・5日（月祝・
火）の2日間、隔年度毎に実施される宿泊視察研修を実施しまし
た。本年度は製造業の街として有名な静岡県浜松市にある施設など
を見学しました。
　当日は 10 名が参加し、武蔵野商工会議所前からバスで静岡へ
向かいました。1日目は、航空自衛隊エアーパーク、うなぎパイファク
トリーを視察しました。航空自衛隊エアーパークでは、実際に使われ
ていた実物の航空機 19機の展示物を見学すると共にパイロット気分
が味わえる全天周シアターを楽しみました。
　2日目は、徳川家康にゆかりのある、出世城伝説で有名な浜松城
を視察した後に、今回の研修のメインであるヤマハイノベーションロー
ドと浜松市楽器博物館を視察しました。ヤマハイノベーションロードで
は、ヤマハが明治 20年にオルガン造りから創業し、その後、楽器
造りのノウハウから家具、ゴルフクラブ、スキー、バイク、音響機器
まで幅広い事業展開をしてきた歴史や製品やサービスのこだわりや取
り組み姿勢につき、展示物を見ながら説明いただきました。浜松市
楽器博物館は、国内外の楽器が約 1,000点展示されている日本で
初めての公立楽器博物館で、珍しい楽器を見学しました。
　当日は天候にも恵まれ、非常に充実した視察研修となり、プラザ
会員同士大いに親睦を深めることができました。

報 告

▶『成田方面』日帰りバス視察研修実施
　女性会（伊藤隆子会長）では、11月13日（水）に
『成田方面』日帰り視察研修を実施しました。
　当日はまず、成田山新勝寺にて当会および次年度当
所 70周年事業へ御護摩祈祷を行いました。
　成田山新勝寺の後には、昼食場所の川豊 別館に移
動して昼食をとり、その後成田の街を散策しました。
　最後には成田空港の散策を楽しみ帰路につきました。
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。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:竹村）

航空自衛隊エアーパーク

ヤマハイノベーションロード
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Information

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）

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。

●  法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
　 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　コールセンター　TEL：03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求は、
　 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　オペレーションセンター　　TEL：03-5610-6261　　FAX：03-5610-6245
●  協会ホームページ　URL：https://www.jcpra.or.jp　
　 　“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。

容器包装リサイクル法（以下「法」という。主務省庁：環境省・経済産業省・財務省（国税庁）・厚生労働省・農林水産省）により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等）
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化（リサイクル）の義務を負う可
能性があります（但し、小規模事業者は除きます）。
※【再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター
にご相談ください。

なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで
遡及して義務を履行していただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますのでご注意ください。

お申込はお済みですか?（容器包装のリサイクル）
～令和2年度の再商品化委託申込受付中～

申込期間　 令和2年1月10日（金）～2月26日（水）

務を負う
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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）

1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

定例相談会
（記帳・申告・税務） 税 理 士

1月10日（金）
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

12月25日（水）
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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　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㎡ 3,800円 5,000円 6,300円 12,500円 24名

5階第2会議室 42㎡ 2,500円 3,800円 5,000円 10,100円 18名

5階第3会議室 28㎡ 1,900円 2,500円 3,200円 6,300円 18名

5階第4会議室 19㎡ 1,200円 1,900円 2,500円 5,000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

業績を飛躍的に伸ばす超実践的手法で
中小企業の皆様をご支援します!! 健康は「こころとカラダ」のバランスから

代表者 ● 山﨑　智之
所在地 ● 167-0042杉並区西荻北4-6-19
　TEL ● 050-6875-5893
　FAX ● 03-3301-9507
E-mail ● tom-yamazaki@kaikakulab.com
　URL ● https://kaikakulab.com

代表者 ● 井戸　まり子
所在地 ● 180-0002武蔵野市吉祥寺東町1-3-5
　TEL ● 090-7406-9986
　FAX ● 0422-77-9956

経営コンサルタント　業績改革メソッドラボ ヨガスタジオ　SVASTHA

経営コンサルタント　
業績改革メソッドラボ
では、大手自動車会
社のトップ直属エグゼ
クティブコンサルタント
として多くの経営課題を解決した知識とノウハウを、中
規模販売会社の社長として世界トップクラスの業績を上
げた経営者経験で練り上げた、超実践的、短期業績
改善手法「業績改革メソッド」と、会社の強みを把握し
徹底活用する「知的資産経営手法」により、御社の業
績の飛躍的な向上をお約束します。是非ご相談下さい。

ヨガスタジオ、スヴァスタ（サンスクリット語で健康を意
味しています。）は、心身ともに健やかな毎日のための
効果的プログラムをご用意しております。初心者から経
験豊富な方、疾患をお持ちの方や障がいのある方など
すべての方に対応する内容を整えています。少人数制
で、1人ひとりの「こころとカラダ」に真剣に向き合い、
丁寧かつ効果
的なアプロー
チで皆様の笑
顔に出会える
ヨーガレッスン
を提供します。

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2,700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 TEL：0422-22-3631総務課

新入会員紹介 / 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

社員をトコトン大切にする「シンコーメタリコン」

連載
快進撃企業 に 学べ

滋賀県湖南市に、株式会社シンコーメタリコンという
中小企業がある。創業は1933年。主事業は溶

射施工という、社員数86人のモノづくり企業である。

　溶射とは、金属やセラミックスなどを、さまざまな熱源によ
り過熱し、溶融またはそれに近い状態にした粒子を物体（素
材）表面に吹き付けて、皮膜を形成する表面改質技術であ
る。分かりやすく言えば、劣化や摩耗しやすい部分には事
前に、劣化や摩耗してしまった部分には事後に溶射し、製
品の安全・安心・信頼性を高めるための施工である。

　縁の下の力持ち的な事業ということもあり目立たないが、
航空機でいえば着陸時に大きな衝撃が加わる車輪部分、
橋など各種インフラ産業、さらには医療機器や自動車産業
でも多用されている。

　同社の強み・特長は、何といっても、創業以来、つく
り上げ確保してきた独自の高い開発技術力や製法技術力
であるが、近年、同社がとりわけ各界・各層から注目され
ているのは、三代目の立石豊社長が就任した1994年以
降、愚直一途に取り組んできた独自の「働き方改革」「楽
しみ方改革」によるものである。

　同社長が就任した当時、すでに技術的には業界ナン
バーワンの企業ではあったが、最大の不満・心配は離職
率が高いことであった。ちなみに、当時の離職率は40％
に達することもあり、同社長は、この問題を解決しない限
り、未来はないと考えたのである。大阪芸術大学出身で、
かなりのプラス思考なこともあって、この25年間、働きが
いのある、社員満足度の高い、そして社員が辞めない楽し
い企業づくりを行ってきた。

　こうした努力が実り、今や社員の離職率は実質ゼロとな
り、そればかりか、溶射施工の現場は、いわゆる3Ｋ的職
場というイメージであるが、事務・現業を問わず、職場は
活気にあふれ、社員全員が自信と誇りに満ちた顔つき・目
つきで難しい仕事に取り組んでいる。

　筆者は、このコーナーでも常々、社長の仕事は「社員の
モチベーションを高めること」をはじめとする五つであり、そ
れ以外は全て社員の仕事であると言ってきた。同社長のこ
の言動からは、まさに、このことだけに全身全霊を注いでき
たことが分かる。

　同社長が、社員やその家族の幸せづくりのために制度
化したことは「ドリームセブン（7日間連続休暇取得制度）」
「イクメンファイブ（5日間連続男性育児休暇取得制度）」
「スライドワーク勤務（通常の勤務時間帯を都合に合わ
せて前後にスライドしながら働く勤務制度）」「誕生日手当
（10万円の現金手渡し）」「スーツ手当（5万円）」「結婚
記念日カード（社長からの手書きのメッセージカードとホテル
の食事券）」、そして「全額会社負担の海外旅行」など、こ
こで全てを紹介することは不可能なほど多く、しかもきめ細
かい。

　先日、名古屋市内で開催された会合に同社長をお招き
し、こうしたお話をしていただいた。終了後、ある経営者
から「シンコーメタリコンさんは立派な業績を実現しているか
らこそ、そうしたことができる。弊社でもそうしたいが、余裕
がない」という意見があった。そのとき、同社長は「社長さ
ん、違います。社員をトコトン大切にしようと考え、実践し
てきたら業績が良くなったのです」と語った。

 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：伊野瀬・池田）

恵
け い

庵
あ ん

整体院

院長：藤山　美恵子

武蔵野市吉祥寺本町1丁目20-1　永谷シティプラザ716号
TEL：090-6485-1796
営業日：月曜日～金曜日
営業時間：10：00～ 18：00
※女性のみ、完全予約制。営業時間外については相談。

態を調べていきます。舌・脈・腹の部位でそれぞれわかる
身体の症状があり、症状が見られた場合は該当する身体
の部分に不調が見られることがあるそうです。3つの方法
を元に全身も診てから、気功や手技による整体法で筋肉
やスジを和らげながら痛みの軽減を目指します。
　10代から80代まで幅広い年齢の方が通われているそ
うです。施術料金は60分で6,000円、通う頻度や回
数等は症状によっても異なるので、回数券はなく、都度
払い制となっています。
　一人ひとりの症状について
時間をかけて診るために、完
全予約制となっています。予
約や問い合わせは電話にて
受け付けています。身体で少
しでも気になる場所がある方
や健康増進を目指したい方
は、一度施術を受けられてみ
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、吉祥寺本町にある恵
庵整体院の院長　藤山美恵子さ
んにお話を伺いました。
　藤山さんは以前、インテリアや
住宅関係のお仕事をされており、
その中で住環境と心地よさについ

て追求するようになり、整体に興味を持ち、瑞宝単光章
を受章されている上

うえ

奥
おく

静
しず

雄
お

先生に師事しました。武蔵
野市で開院されていた上奥先生の教えや、藤山さんご自
身も育児により腰を痛めた経験から、どなたかのお役に
立ちたい、女性のサポートをしたいと考え、女性の健康
増進を目標とした恵庵整体院を開院。現在で開院され
て6年目となります。吉祥寺東町の自宅サロンで施術を
行っていましたが、開業して3年目に吉祥寺駅から徒歩
3分ほどの現在の場所に移転されました。施術室は藤山
さんのセンスで揃えられた装飾がされており、とても明る
いイメージで、アロマをたいていたりとリラックスできる空
間となっています。装飾は四季などにあわせ定期的に変
更されているそうです。
　施術では、東洋医学に基づいた療法により、心とから
だの健康を保てるように、身体の経絡やツボを用いて筋
肉に柔軟性を持たせ、本来あるべき身体の機能を回復さ
せる手助けを行います。身体の痛みは様々で、ストレスが
原因となり起こるもの、筋肉が固くなり、血流が悪くなるこ
とによって発生するものなど、原因はひとつではないそうで
す。舌診（舌の状態を目視で確認する）、両手首の脈診
（脈の打ち方を把握する）、腹診（手でお腹に触れ、硬さ
を診る）の3つの方法と会話からその方の身体や心の状

～イベントのお知らせ～
《心とからだの癒しセラピー・整体体験会》
日時：2020年1月18日（土）、19日（日）、20日（月）
 10：00～ 19：00（最終日は16：00まで）
会場：永谷シティプラザ　ギャラリー永谷 2
 （吉祥寺本町 1-20-1　1階）

内容：藤山さんが師事する上奥先生監修のもと、同門
下生が集い、体験会を行います。

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

全国
▲26.5 ▲9.4 ▲28.1 ▲26.4 ▲39.6 ▲ 25.2

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
▲ 24.1 ▲7.9 ▲ 25.3 ▲ 26.9 ▲38.6 ▲ 20.4

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和元年11月15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 296 401 754 128 210 1,210 76 3,075

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11月～2020年1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 （%） 56.3 29.2 46.3 91.4 54.5 37.6 73.8 41.7

全産業合計の業況DIは、▲24.1（前月比▲4.1ポイント）

　根強い消費者の節約志向が続く中、消費税引上げに伴
う駆け込み需要の反動減により、小売業の売上が落ち込
んだ。また、一部の地域ではラグビーワールドカップに伴い
インバウンドを含む観光需要が好調に推移した一方、台風
19号の影響による旅行客のキャンセルや客足減少、交通
網の寸断、生産活動・物流面への影響を指摘する声も聞
かれた。深刻な人手不足や最低賃金引上げによる人件費
の上昇に加 え、米中貿易摩擦や世界経済の先行き不透
明感が広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の
景況感には鈍さが見られる。

先行き見通しDIは、▲26.5（今月比▲2.4ポイント）

　個人消費の拡大やインバウンドを含む秋の観光需要拡
大への期待感がうかがえる。
　一方、消費税引上げの影響や最低賃金を含め人件費
の上昇や受注機会の損失など人手不足の深刻化、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
や世界経済の動向、日韓情勢の行方など不透明感が増
す中、中小企業の業況感は慎重な見方が続く。

業況D I は、駆け込み需要の反動減等から悪化
先行きは、不透明感が根強く、慎重な見方続く

 2018年10月: 2019年10月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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■アクセス制限し被害予防
　DDoS攻撃に対する被害予防として以下が挙げられる。
・ISP（インターネット接続事業者）などのサービスを利用し
ている場合は、サービスの価値とかける費用を考慮して、
最大許容量の見直しなどを行う。また、オプションなどで
DDoS対策が提供されている場合はそれを利用する。

・外部から不要なサーバーやサービスへのアクセスを制限
する。
・システムの冗長化などの軽減策を実施する。
・ネットワークを冗長化し、DDoS攻撃の影響を受けない
非常時用ネットワークを事前に準備する。

・DDoS攻撃を受けてサービスを停止させられることを想定
して、サービス停止時の代替サーバーや、サービス停
止によって利用者を混乱させないための告知用サーバー
や、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の企業
公式アカウントなどの連絡手段を用意しておく。

　また、DDoS攻撃の被害を受けた後の対応として以下が
挙げられる。
・CSIRT（セキュリティー対応組織）へ連絡する。
・攻撃元IPアドレスからの通信をブロックなどの通信制御
を行う。
・利用者へ状況の告知を行う。
・影響調査および原因の追究、対策の強化を行う。
　DDoS攻撃対策の詳細については、独立行政法人情
報処理推進機構（IPA）のウェブサイト（https://www.ipa.
go.jp/security/）の公開資料を参考にして ほしい。

■大量処理要求で高負荷状態に
　近年、多くの企業がインターネット上で、ウェブサイトなど
を運営し、情報の発信やサービスの提供を行っているが、
そうしたウェブサイトや企業で利用しているDNSサーバーに
対して、大量の処理要求を送信して高負荷状態にさせる
DDoS（分散型サービス妨害）攻撃が確認されている。処
理が追い付かなくなるほどの処理要求を受けたウェブサイト
やDNSサーバーは、閲覧ができなくなったり、レスポンス
が遅延したりするなど、サービスを正常に保つことができなく
なるため、機会損失による損害などが発生することになる。
　2018年10月には、動画サイトにおいて、サービスが利
用できなくなったり、画面表示に時間がかかったりするなど
の不具合が発生した。動画サイトの運営者は、システムに
過剰な負荷を及ぼす異常な量の通信が観測されたことを受
け、その通信を遮断したが、攻撃者は手段を変えて同事
象を発生させるなどして、執

しつ

拗
よう

なDDoS攻撃が行われたと
報道されている。
　DDoS攻撃の主な手口として、攻撃者に乗っ取られた
複数のサーバーやIoT機器から形成されるネットワーク（ボッ
トネット）に攻撃命令を出し、標的企業のウェブサイトや
DNSサーバーへ大量のアクセスを行い、高負荷を掛けてく
る。また、送信元のIPアドレスを標的組織のサーバーに
偽装して、多数のルーターやDNSサーバーなどに問い合
わせを送り、応答結果を標的組織に送り付け、高負荷を
掛けてくる場合もある。
　近年は、違法取引などが行われるダークウェブなどにある
DDoS代行サービスを利用してDDoS攻撃を行うケースも
確認されている。DDoS攻撃のための専門的な技術や設
備がなくても攻撃が行えるため、ウェブサイトなどを運営して
いる企業は規模にかかわらずDDoS攻撃への備えを怠るこ
とはできない。

（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9月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

DDoS攻撃への備えを
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