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『都知事と都内商工会議所会頭との
懇談会』開かれる

　都内８商工会議所の会頭と小池百合子都知事との懇
談会が、２月 10日（月）に新宿の京王プラザホテル
において開催されました。
　東京都商工会議所連合会会長である日商 ･東商三村
明夫会頭のあいさつに始まり、続いて小池都知事から、
｢東京オリンピックまであと 165日となった。大会の
成功に向けて全力で取り組んでいるが、皆様方の引き
続きの協力をお願いする。それぞれの区・市でホスト
タウンをお願いしているが、区・市民の皆様方と一緒
に盛り上げ、大きな応援団としても活動をお願いする。
また、新型コロナウイルスによる感染症の中小企業へ
の影響などについても、生の声を伺えるいい機会だと
考えている｣ とのあいさつがありました。
　その後、懇談に入り、各地域の実情や課題、各商工
会議所の取り組みについて、各所会頭から報告があり
ました。当所の稲垣英夫会頭は、“2020大会に向けた
取り組みについて”というテーマで、①市の実行委員
会の実施する各種事業への参加・協力、②当所のイン
バウンド対応、③当所創立 70周年記念事業の実施に
よる大会・まちの盛り上げなどについて説明しました。
　新型コロナウイルス感染症の中小企業への影響につ
いて、三村会頭から、「今後の見通しを非常に心配し
ている。日々の資金繰りの確保と経営の相談ができる
体制をしっかりとつくってほしい」と要望され、小池
都知事は、「資金繰りの話が喫緊の課題になってくる
と思うので、補正予算などで支援体制を整えていきた

懇談会の様子

い」と述べられました。
　各会頭からの報告を受けた小池都知事からのコメン
トは、「４つの課題について、それぞれの取り組みを
プレゼンしていただいた。さまざまな課題について東
京都政の中に折り込んで、そして皆様方と連携しなが
ら、喫緊の課題、中長期の課題にそれぞれ取り組んで
いきたい。やはり東京に希望があって、子どもを産み
育てられ、災害がなくて、働き場が確実にあってとい
う東京であり続けたいと思っている。何よりも渋沢栄
一翁以来の歴史を刻んでいる皆様方と、よりいっそう
連携してともに東京都政を進めていきたい」という趣
旨のものでした。
　懇談会の最後に、三村会頭より、「新型コロナウイ
ルス感染症の中小企業への影響についての対応や自然
災害への備えなどについてもいろいろご配慮いただい
た。今日は都知事から雪

せっ

中
ちゅう

送
そう

炭
たん

や鳴門の渦という言
葉も伺った。いろいろな課題がこれからも出て来るだ
ろうが、東京都と一緒に取り組んでいきたい」と各商
工会議所での取り組みを都知事に直接聴いていいただ
いたことへの謝意がありました。

Topics

意見発表する稲垣会頭

Topics
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会員増強運動　キャンペーンご協力のお願い

部会名 食品 飲食 商業 工業 建設 ｻｰﾋﾞｽ 金融 合計

目標数 7 10 23 10 15 40 30 135

2/10現在 0 1 1 1 0 4 2 9

1/11
〜
2/10

事業所名 業　種 地　区 所属部会

スナック ここ 飲食
吉祥寺地区

飲食業部会

株式会社 ボーダーフリー 生鮮輸入　野菜　果物

サービス業部会ウォルターインターナショナル WEB広告 中央地区

onevisionコンサルティング 経営コンサルタント 地区外

新入会員の紹介

市長・副市長と正副会頭との
意見交換会を実施

　２月17日（月）に、松下玲子市長と笹井・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と産業振
興」のために、毎年開催しているものです。
　渡邊市民部長と田川生活経済課長も同席をさ
れ、市の産業振興事業に係る令和２年度予算案の
説明の後、意見交換が行われました。この予算案
の内容はもちろん、現在の市政の課題や市の事業
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・情報交換がなされました。特に、
新型コロナウイルス感染症の拡大については、市
の対応や経済面での憂慮など、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。

意見交換会の様子

Topics

　会員増強委員会（森園美智子委員長）では、令和2年の入会目標件数を200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135件です。
　10月末で目標件数を達成した部会には報奨金を進呈します。また、目標件数を超えた件数を勧誘していただい
た部会には報奨金にプラスした金額を進呈します。各部会の目標件数と現在の勧誘数は、下記のとおりです。
　引き続き、ご協力よろしくお願いします。

Topics / Information
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新入会員歓迎会開催のお知らせ

※新型コロナウィスル感染拡大を考慮し、中止または延期となる可能性がございます。

　平成30年度及び令和元年度（平成31年度）に入会していただいた事業所（平成31年新入会員歓迎
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います。
　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。
　日程は下記のとおりですが、対象者には別途郵送にて案内を送付しますのでご確認ください。

日時　4月16日（木）　18：00～ 20：00
場所　吉祥寺東急REIホテル　3階 「むさしの」

Information

武蔵野桜まつり中止について

　4月5日（日）に予定されていた武蔵野桜まつりは新型コロナウイルスの感染予防等の観点から中止になり
ました。

Information

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の開設について

武蔵野商工会議所では、新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、その恐れのある中小企業・小規
模事業者を対象として経営相談窓口を設置しました。
経営上のお困り事がございましたら、企業支援部までご相談ください。

 お問合せ   企業支援部：0422-22-3631
中小企業庁ホームページ：https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html

Information

 Information 
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Information

事業所内の人事異動等に伴い、当所議員職務執行者が下記のとおり変更となりました。（敬称略）

新 旧

コメット電機株式会社
　代表取締役社長　高橋　知子

←
コメット電機株式会社　　　
代表取締役会長　　高橋　佳幹

株式会社 JTB　吉祥寺店 ← 株式会社JTB　吉祥寺店
　　　　　店長　木澤　瑞恵 　店長　森下　典子

議員職務執行者変更

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&相談会です
東京都内トップクラスの実績!!　採択率80.9%（平成31年4月公募）
補助金採択のノウハウと実績あります!
　企業支援部では、令和2年3月もしくは4月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
　 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。

第二回セミナー　
　日　時　3月17日（火）　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23日（月）　10：00～12：00 / 13：00～17：00
　　 3月25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。
※新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、中止となる可能性がございます。

お問合せ   企業支援部　TEL 0422-22-3631
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労働保険事務組合への事務委託について

当所Facebookページをご覧ください
　当所では、Facebookページを公開しています。Facebookペー
ジは会報誌やホームページでは紹介しきれないお知らせ、イベン
ト、関連情報などをタイムリーに発信していきます。皆様の
「いいね！」をお待ちしています。

URL：
https://www.facebook.com/
musashinocci/
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　当所では、会員事業所から労働保険（労災保険・
雇用保険）の事務手続き代行を承っています。
　日々の業務の中で、個々の労働者の入退社や、保
険料の申告・納付に伴う事務手続きは、煩雑で手間
のかかる作業ですが、事務委託することで事業主の
負担を減らすことができます。
　また、メリットとして、労働保険料の分割納付や
中小事業主等の労災保険への特別加入などの優遇措
置が受けられる場合があります。
　是非、この機会に労働保険事務組合への事務委託
をご検討ください。

※  詳しくは当所HPに掲載されている「労働保険事務委託」の
ページをご参照ください。

お問合せ 労働保険事務組合（担当：中尾）

TEL：0422-22-3631
URL：  https://www.musashino-cci.or.jp/service/rodohoken/

〈委託条件〉
①当所の会員事業所であること
②従業員を雇っている事業主であること
※ 事務委託を希望する場合は、別途、事務委託契
約書の取り交わしが必要です。

　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

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24日（金）に毎年恒例の初
詣を実施しました。今回は、埼玉県にある平林寺と大宮氷川神社を参拝
しました。平林寺では、きれいに手入れされ国の天然記念物に指定され
た境内の雑木林と大河内松平家の廟所を見学しました。続いて、大いな
る宮居として大宮の地名の由来にもなった大宮氷川神社を訪れ、旧年の
感謝と新年が良い年になるようそれぞれ祈願しました。
参拝後は、鉄道車両などの実物を展示している鉄道博物館を見学しま

した。鉄道記念物になっている蒸気機関車や天皇陛下をはじめとする皇
族方が乗車される御料車、お役目を終えた旧新幹線のほか、蒸気機関
車のシミュレータで機関士として操縦運転をするなど、童心に帰ったように
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（担当：小泉）

報 告

▶恒例　初詣

飲食業部会（髙田ルミ子部会長）では、2月12日（水）に毎年恒例の
初詣を実施し、今回は埼玉県長瀞町にある宝登山神社を参拝しました。
宝登神社の創立は西暦110年と歴史があり、秩父三社の1社として、

“ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン” にて1つ星と選定されています。本
殿の随所に施された彫刻が荘厳な雰囲気を感じさせました。
参拝後は、宝登山ロープウェイにて見ごろを迎えた蝋梅を鑑賞した後、
和銅鉱泉ゆの宿「和どう」にて和やかな雰囲気で親睦を深めました。最後
に道の駅「はなぞの」で現地の野菜などの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。

飲 食 業 部会  お問合せ 飲食業部会（担当：神林）

部会だより
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部会だより

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：櫻井）

報 告

▶第9回武蔵野エリア産業フェスタ

2月6日（木）から8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団体協働により、
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43社、支援団体5社が出展。当所からは、12
社が出展しました。
6日（木）の講演会では、株式会社ＯＮ－ＡＲＴ代表
取締役の金

かね

丸
まる

賀
かず

也
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。
7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できました。
8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。
当日は企業、一般の方々問わずに沢山の方でにぎ

わいました。

i nformation

▶令和2年度工和会開催のご案内

令和2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。詳細は、同封のチラシをご
確認ください。申込期限は、4月10日（金）まで。

武蔵野商工会議所会員の皆様へ

　いつでも、どこでも、好きなだけご利用いただける「会員限定WEBセミナー（無
料）」を当所ホームページ上にて公開しています。経営上のお悩みに応じて、様々
なコンテンツを用意していますのでご活用ください。

会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）配信中配信中会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）配信中配信中会員限定WEBセミナー（無料）配信中

産業フェスタの様子

令和元年度工和会の様子
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i nformation

▶講演会開催

建設業部会（渡辺偕規部会長）では、右記のとお
り講演会を開催します。
今回の講演会は、現在、明星大学教育学部准教
授の髙橋珠州彦氏を講師にお招きし、「髙橋センセ
イ！教えて、吉祥寺の歴史のホント。」をテーマに行い
ます。
近年「住みたい街」ランキングの上位に登場する吉
祥寺は、江戸時代になるまで人がほとんど住んでいな
い荒野でした。それが約400年の間にどうして現在の
ような人気の街になったのか？ 髙橋氏は、人気ＴＶ
番組「ブラタモリ」（平成29年12月23日放映）に出
演され、また平成30年に出版され話題の写真集「吉
祥寺今昔写真集」の監修者でもあります。

聴講希望者は、同封のチラシにて事務局までお申
込みください。

日　時： 3月16日（月）　
 18：30～ 20：00（受付18：00～）
会　場： 武蔵野商工会館　4階市民会議室
演　題：  「 髙橋センセイ！教えて、吉祥寺の歴史

のホント。」 
講　師： 明星大学教育学部准教授　髙橋 珠州彦 氏

聴講料： 無料（どなたでも聴講できます）

※ 新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、中止となる可能
性がございます。

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５日
（水）に日帰り視察研修を実施しました。
今回は、キリンビールの主力工場である横浜工場

の見学を行い、その後最近開業した、客船ターミナ
ル・ホテル・商業施設からなる「横浜ハンマーヘッド」
を見学し、最後に懇親会で親睦を深めました。
天候にも恵まれ大変充実した視察研修となりました。

サ － ビ ス 業 部会 お問合せ サービス業部会（担当：三輪）

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2年 2月現在

ただし、お申込みには条件がございますので、企業支援部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!

部会だより
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異業種 / 広報・情報委員会

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（木）
に商工会館4階市民会議室にて、「いじめ10年 引きこ
もり6年 うつ病6年 トミーの実話を元にした世界初の
［ドラマ］×［マジック］＝ドラマジック」と題した定例会
を開催しました。
今回は、株式会社トミーエンタープライズ代表取締役

の冨
とみ

澤
ざわ

貴
たか

明
あき

氏をお招きし、講演をしていただきました。
冨澤氏は、「Ｍｒ.マリック」や「セロ」の演出家Ａ

ア ン ギ ュ ラ

ＮＸＲＡ
氏に師事し、「ギター」と「マジック」のイリュージョンや、
「三味線」と「和妻」の融合など、世界にない完全オリジ
ナルマジックを武器に、ミュージカルエンターテイナー
として唯一無二のマジシャンです。
講演では、いじめ10年、引きこもり6年、うつ病6年

の経験を元にした世界初の「ドラマジック」をドラマと

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、4月23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。
参加希望の方は、同封のチラシをご確認のうえ、4月
13日（月）までにお申込ください。

日　時：  4月23日（木）
 14：00～15：30（受付開始：13：45）
場　所： 武蔵野商工会館4階市民会議室
講　師：  警視庁サイバーセキュリティ対策本部員
 東京都警察情報通信部員
内　容： サイバー犯罪の脅威と現状
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

マジックを用いて、講演をしていただき、参加者も非常
に楽しみながら聞き入っていました。
講演後は、サンロードにある「アズダイニング」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。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当：竹村）

お問合せ 広報・情報委員会（担当：伊野瀬）広報・情報委員会
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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

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

特例子会社のモデル的企業『ファンケルスマイル』

連載
快進撃企業 に 学べ

神奈川県のJR大船駅から車で10分ほど走ったと
ころに、株式会社ファンケルスマイルという会

社がある。設立は1999年。親会社である化粧品や健
康食品の通信販売で著名なファンケルが、グループの
創業理念である「正義感を持って世の中の『不』を解消
しよう」を実践するための社会貢献・地域貢献企業と
して設立した会社である。
　具体的に言えば、障がいというハンディを背負った人
たちが、仕事に精進することで自らの可能性に目覚め、
働きがいや生きがいを感じつつ、自己実現と社会的自立
を支援するために設立した特例子会社（※）である。
　わずか数人でのスタートであったが、この20年間、
少しずつ雇用を増やし、現在は社員数80人。うち60
人は何らかの障がいを持つ社員であり、驚くのは、その
うちの20人、率にして33%は重度の障がいを持ってい
ることである。しかも、その障がいを持つ社員全員が
正社員として雇用されており、定年までの雇用が保証
されているのだ。
　同社の現在の主事業は、親会社であるファンケルが
生産・販売する化粧品やサプリメントの包装や発送、
名刺の作成、DMの発送、さらにはパソコン入力など
である。その業務のほぼ100%がファンケルからの
受注である。
　かつては、将来、どこの職場でも通用する社員に育
てるためや、多くの仕事の中から最も自分に合う仕事
を見つけてもらうために、ファンケル以外から仕事を
受注し、取り組んだこともあった。しかし、どんなに
工夫や努力をしても、最低賃金すら支払えないような
単価だったこともあり、現在では、外部の仕事は全て
断り、ファンケルからの仕事が100%となっている。

　先日、機会があって、久しぶりに同社を訪問し、工
場内を見せていただいたが、60人の障がいを持つ社
員たちが、健常者の社員からアドバイスを受けなが
ら、真剣なまなざしで仕事に取り組んでいた。
　ちなみに、気になる給料は、同社では、最低賃金の
除外申請をしている人は1人もおらず、60人全員が
月給15万円以上である。加えて、仕事ができる人、
できない人は当然いるが、みんなが仲間・家族である
ため、年功序列型の賃金体系だという。
　周知のように、重度の障がいを持つ人の大半は、
「B型」といわれる就労継続支援施設で就労している
が、そこでの給料（工賃）は、全国平均で月給約1万
5000円である。
　こうした実態を見ると、ファンケルが、いかに障が
いを持つ人たちやその家族のために献身的な支援を
行っているかがよく分かる。多くの企業が学んでほし
い障がい者雇用のモデル的企業である。

 

※ 特例子会社……障害者の雇用に特別な配慮をし、障害者の雇

用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の要件

を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率

の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社のこと。

 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
。。

吉祥寺deWEDDING

ウェデイングアイテムデザイナー& 会場コーディネーター RICO
ウェデイングプランナーかじ友里

所在地：武蔵野市吉祥寺東町1-2-3
URL https://www.kichijoji-de-wedding.com/
E-mail kichikon.w@gmail.com

店や料理家とのマッチングや交渉を行い、オリジナルの
ウェディングプランを作りあげていきます。
　当日も最後まで現場に入り、進行をサポートしてくれ
るので、依頼する方も安心です。
　まちなかで撮影した写真をいくつか拝見すると、いつ
もの知っている場所も美しく幸せな雰囲気が一目で伝わ
るプロの仕事を感じることができました。
　「私たちのウェディング事業を通して、吉祥寺を支え
てくれている事業者さんたちや、吉祥寺に暮らす若いク
リエイターの方々に還元していきたいという思いがあり
ます。打ち合わせもできるだけまちなかのカフェで行い
ますね。より地域に愛着を持ってもらうきっかけにもな
ります」というお二人。
　今後の夢や目標をお聞きすると「井の頭公園で盛大に
ウェデイングパーティーをやることです!あとは、地域
のお店でこの事業に賛同して提携してくれる方がどんど
ん増えたら嬉しいですね」とのこと。
　自社の利益のみを最優先に考えるのではなく、地域の
様々な業種、お店と協力し、吉祥寺が大好きな人たち
の幸せの思い出作りをする。その結果、式を挙げたお二
人や親族、お友達、そしてお店の人たちもみんながハッ
ピーになれるというこの取り組みに、かじさんたちが本気
でこの街を愛しているという気持ちが伝わってきました。
　上記ホームぺージに基本プラ
ンやサービス内容がありますの
で、式を挙げたい方はもちろん、
この事業に興味のあるお店の方も
ぜひご確認ください。
 （担当：池田/伊野瀬）

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deWEDDINGを訪問し、ウェデイング
プランナーのかじ友里さんとウェデイングアイテムデザ
イナー&会場コーディネーターのRICOさんのお二人に
お話をうかがいました。
　吉祥寺deWEDDINGは、お二人のほかにカメラマン
&デザイナー、建築家という4人のメンバーを中心と
して運営している地域密着型まちなかウェディングプ
ロデュース事業。名前の通り吉祥寺を拠点とし、「好き
なまちで、自分たちらしい結婚式を。」をコンセプトに
2017年よりスタートしました。
　実際に吉祥寺のまちで活躍している飲食店や料理家、
生花店やドレスデザイナー、エステ、ネイルサロンと
いったプロの方々がその日のために力を合わせてプロ
デュースをしてくれるのが大きな特徴です。
　かじさんをはじめ、4人とも吉祥寺が大好き。「吉祥
寺は、まちの人たちが心からまちを愛しているのが住ん
でいてよくわかります。そんな方達に寄り添えるお式の
プランがないな…と感じていたので、自分たちでつくる
ことにしたんです」というかじさん。
　主にホームページから相談、申し込みがあった方々と
打ち合わせを重ね、どんな場所で撮影をしたいか、どこ
のお店でパーティーをやりたいかなどを納得がいくまで
相談していきます。ご要望に合う会場や撮影場所、生花
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全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全国
▲26.9 ▲15.4 ▲30.0 ▲25.5 ▲35.9 ▲24.9

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
▲ 26.8 ▲10.4 ▲ 31.1 ▲ 28.9 ▲38.0 ▲ 23.4

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和2年2月10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 298 403 754 127 210 1,211 78 3,081

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 : 2020年2月～ 2020年4月

Lobo調査とは……
全国の336商工会議所が2,627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 （%） 56.7 29.4 46.3 90.7 54.6 37.6 75.7 41.8

全産業合計の業況DIは 、▲ 26.8（前月比＋2.6ポイント）

　都市部の再開発を中心とする民間工事が堅調な建設
業や、米中貿易摩擦・中国経済減速の 影響があるも
のの、半導体関連に持ち直しの動きが見られ始めた製
造業に加え、年始の長期連休により好調なインバウン
ドを含む観光需要の恩恵を受けたサービス業、小売業
の業況感が改善した。一方、根強い消費者の節約志向
や記録的な暖冬による冬物商材の不振、深刻な人手不
足や人件費の上昇、原油価格の行方、世界経済の先行
き不透明感を指摘する声も多く、中小企業の業況改善
に向けた動きは力強さを欠いている。

先行き見通しDI は、▲ 26.9（今月比 ▲0.1ポイント）

　個人消費拡大やインバウンドを含めた観光需要拡大、
補正予算など経済対策への期待感がうかがえる。一
方、消費税率引上げの影響や、人件費の上昇や受注機
会の損失など人手不足の深刻化の影響、原油価格を含
む原材料費の上昇、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姿勢が続く。

DI は悪化業況DI は、4カ月ぶりの改善も先行き
は、回復の力強さ欠き慎重な見方崩れず

 2019年1月: 2020年1月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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■信頼できないメールに添付されているワード文書や
エクセルファイルを開いた時に、マクロやセキュリ
ティーに関する警告が表示された場合、「マクロを有
効にする」「コンテンツの有効化」というボタンはク
リックしない。

■メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警
告ウインドウが表示された際、その警告の意味が分
からない場合は、操作を中断する。

■身に覚えのないメールや添付ファイルを開いてしまっ
た場合は、すぐにシステム管理者へ連絡する。

　Emotetへの感染を狙った攻撃メールの文面や添付さ
れている不正なファイルの例、対策、関連情報につい
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/announce/20191202.
html）を参照してほしい。
　また、ワードやエクセルのマクロ機能に関する設定の
変更、Emotetに感染した場合の影響などについては、
一般社団法人JPCERTコーディネーションセンターか
ら公開されている注意喚起（https://www.jpcert.or.jp/
at/2019/at190044.html）を併せて参照してほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）（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12月11日号（日本商工会議所発行）より転載】

実在の氏名や文面流用
　「Emotet（エモテット）」と呼ばれるウイルスへの感
染を狙う攻撃メールが、国内企業で広く着信している。
Emotetは、情報の窃取に加え、別のウイルスに感染さ
せるために悪用されるウイルスであり、攻撃者によって
攻撃メールに添付されるなどして感染の拡大が試みられ
ている。
　Emotetへの感染を狙う攻撃メールの中には、正規
のメールへの返信を装う手口が使われている場合があ
る。これは、攻撃対象者（攻撃メールの受信者）が過去
にメールのやり取りをしたことのある実在する相手の氏
名、メールアドレス、メール文面などの一部が流用され
た、あたかもその相手からの返信メールであるかのよう
に見える巧妙な攻撃メールである。
　このようなメールは、Emotetに感染してしまった
企業から窃取された正規のメール文面やメールアドレ
スなどの情報が使われていると考えられる。すなわち、
Emotetへの感染被害による情報窃取が、他者に対する
新たな攻撃メールの材料とされてしまう悪循環が発生し
ている恐れがある。
　なお、正規のメールへの返信を装う手口の事例はこの
他にもあり、例えば2018年11月、Emotetとは異なる
ウイルスへの感染を狙う日本語の攻撃メールでも悪用さ
れたことを確認している。今後もこの手口は常とう手段
となり得ることから、注意が必要だ。

添付ファイルは不用意に開かない
　Emotetへの感染を防ぐというためだけにとどまら
ず、一般的なウイルス対策として、次のような対応をす
ることを勧めたい。
■身に覚えのないメールの添付ファイルは開かない。
メール本文中のURLリンクはクリックしない。

■自分が送信したメールへの返信に見えるメールで
あっても、不自然な点があれば添付ファイルは開か
ない。

■OSやアプリケーション、セキュリティーソフトを常
に最新の状態にする。

なりすましメールに注意
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