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【常 議 員】

NO． 所属部会 事業所名 氏名
1 食 品 有限会社 ヴァンテ 関根　美英
2 食 品 株式会社 金子商事 金子　和雄
3 食 品 武蔵野酒類販売株式会社 上杉　武雄
4 飲 食 株式会社 カヤシマ 佐藤　孝一
5 飲 食 美舟 梅山　義昭
6 商 業 株式会社 東急百貨店 吉祥寺店 武藤　正人
7 商 業 株式会社 花俣眼鏡店 花俣　延博
8 商 業 株式会社 瑠璃 勝俣　淳子
9 商 業 有限会社 尾﨑商店 尾﨑　良一
10 商 業 有限会社 境屋 秋本　光司
11 工 業 株式会社 ゆう 菅原　芳紀
12 工 業 東京ガス株式会社 東京西支店 岡村　優子
13 工 業 株式会社 ユー・イー・エス 平林　幹博
14 建 設 株式会社 丸二 渡辺　偕規
15 建 設 清本建設株式会社 清本　正法
16 建 設 武蔵野硝子株式会社 伊藤　隆子
17 サービス 株式会社 エビス 安藤　　孝
18 サービス 秋本会計事務所 秋本　誠一
19 サービス 株式会社 関東東急ホテルズ 吉祥寺東急REIホテル 田中由美子
20 サービス 京王電鉄株式会社 キラリナ京王吉祥寺 島崎　圭一
21 サービス 株式会社 アトレ 吉祥寺店 圓井　宏政
22 サービス 澤田社会保険労務士事務所 澤田　庸一
23 金 融 株式会社 みずほ銀行 吉祥寺支店 谷ケ久保芳弘

臨時議員総会開催
当所役員議員改選に伴う臨時議員総会は、10月1日（金）に武蔵野公会堂第1・第2
会議室にて開催されました。6期18年間にわたり会頭を務めた稲垣会頭が退任し名誉
会頭（会頭5期以上の経験者で任期は終身）に委嘱され、髙橋新会頭が誕生するととも
に新役員が下記のとおり選任されました。新たな任期は、令和3年10月1日から令和
6年9月30日までとなります。
� （敬称略）

【名誉会頭】	 稲垣　英夫	 （株式会社	三祐産業）
【会　　頭】	 髙橋　勇	 （株式会社	武蔵境自動車教習所）
【副 会 頭】	 中山　健一	 （リードエンジニアリング株式会社）
	 	 荒井　伸吉	 （株式会社	リベスト）
	 	 寺岡　芳雄	 （合資会社	吉祥寺虎屋）
	 	 西宮　忠	 （有限会社	つぼみ装飾）
【専務理事】	 加藤　伸也	 （武蔵野商工会議所）
【監　　事】	 吉村　浩佳	 （株式会社	三菱UFJ銀行	吉祥寺支店）
	 	 吉田　宗一郎	 （吉田公認会計士事務所）
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（敬称略）

NO． 所属
部会 事業所名 議員職務執行者 NO． 所属

部会 事業所名 議員職務執行者

1 食 品 有限会社 はまだ 浜田　一真 21 工 業 株式会社 コスモデザイン 小山　孝充

2 食 品 武蔵野酒類販売株式会社 上杉　武雄 22 工 業 有限会社 海風堂 田中　浩雅

3 食 品 慶徳ミート株式会社 島崎　智融 23 工 業 日機装サーモ株式会社 爲定　信一

4 食 品 株式会社 亀谷矢崎商店 矢崎　祐久 24 工 業 株式会社 マイクロシステム 林　　敏雄

5 食 品 株式会社 肉のスズキ 鈴木　義雄 25 工 業 株式会社 共進プロセス 中尾　淳子

6 飲 食 吉祥寺焙煎 セピア・コーヒー 根塚　裕一 26 建 設 株式会社 栄伸建設 大町　順造

7 飲 食 美舟 梅山　義昭 27 建 設 株式会社 武蔵野ロックセンター 櫻井　兼二

8 飲 食 株式会社 ヘキサゴン・イー 富永　輝彦 28 建 設 東京クリアランス工業株式会社 鈴木　健一

9 飲 食 有限会社 大鵬 原田　由尚 29 建 設 樹理ホーム株式会社 渡邉　直樹

10 飲 食 株式会社 津田企画  ぱぶ ちんちら 津田ユサ子 30 建 設 有限会社 オオツカ 大塚　　正

11 飲 食 有限会社 志乃ざき 篠﨑　賢治 31 建 設 株式会社 サンシン 中嶋　徹治

12 商 業 有限会社 尾﨑商店 尾﨑　良一 32 サービス 三信ビル株式会社 鈴木　宏泰

13 商 業 株式会社 三松 蔵田　晶一 33 サービス 株式会社 大石衣裳店 大石　　堅

14 商 業 株式会社 文伸 川井　伸夫 34 サービス 猪俣尚美税理士事務所 猪俣　尚美

15 商 業 酒井薬品株式会社 酒井　裕央 35 サービス 関東バス株式会社
武蔵野営業所 古川　　豪

16 商 業 有限会社 一家政婦紹介所 本郷　伸一 36 サービス 株式会社 マネジメントブレーン 姫野　裕基

17 商 業 有限会社 境屋 秋本　光司 37 サービス 株式会社 プランニング・ジーン 坂井　健司

18 商 業 シンギ株式会社 野口　亮司 38 サービス ウテナ産業株式会社 臺　　孝之

19 工 業 中浜工芸株式会社 中浜　亮介 39 サービス 本州自動車株式会社 藤原　廣彦

20 工 業 株式会社 雄島試作研究所 野田　一房 40 サービス 中野税理士事務所 中野　永一

1号議員決定
選挙制である1号議員（定数40）は、9月2日（木）に立候補を締切り、40名であったため無投票で
当選となりました。

［日　時］10月25日（月）
	 常議員会　　15時～ 16時
	 議員研修会　16時～ 17時
　　　　	 新旧役員議員懇談会　17時15分～19時45分

［場　所］吉祥寺第一ホテル	
	 7階	 春日（常議員会）
　　　　	 8階	 飛鳥（議員研修会）
　　　　	 8階	 天平（新旧役員議員懇談会）

常議員会・議員研修会・新旧役員議員懇談会のお知らせ
10月1日（金）に開催された臨時議員総会で、会頭をはじめ役員、監事が選任され今後の3年間に向けて新たな
スタートを切りました。その最初の行事として、10月25日（月）に吉祥寺第一ホテルにて議員研修会と新旧役員
議員懇談会を開催します。研修会は日本商工会議所より講師を招き、議員の役割や商工会議所を取り巻く諸問題と
取り組みなどについてお話しいただく予定で、商工会議所の活動について議員の方々に理解を深めていただくこと
を目的としています。　
新旧役員議員懇談会では、退任される方々の慰労と今後3年間会議所運営に携わる役員議員の方々の交流を	
深め、当所の更なる発展に繋げていくものです。詳細については、別途に送付の案内通知でご確認ください。
なお、当日は議員研修会の前に常議員会を行いますが、商工会館の全面空調工事に伴い会議室が使用できないため、
常議員会についても吉祥寺第一ホテルにて行います。
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様が頼りにしていただいている証であると感じていま
す。そのご期待に応えるためにも、これまで以上に中
小企業に対する支援を強化してまいります。皆様をご
支援させていただき、商工会議所の存在意義を感じ
取っていただくことで、会員増強の推進にもつなげて
いき、わたくしの任期中に会員組織率50％を目指し
ていきたいと思います。
また、当所には業種ごとに分かれた7つの部会がご
ざいますが、部会の横のつながり、連携を密にし、各
業種で抱えている問題等を共有し、改善や新たな取り
組みを模索していくことも必要であると感じています。
さらに、地域全体の活性化を考えたとき、武蔵野市
をはじめ各団体との協力や連携も大切な取り組みの一
つとなります。今年度の下半期においても武蔵野市や
各団体と連携し、いくつかのコロナ対策支援事業を実
施していく予定です。
我が国はバブル経済崩壊後、厳しい経済状況を経験
したほか、東日本大震災をはじめとしたさまざまな災
害からの復興、少子高齢化に伴う諸問題など多くの対
応に迫られています。
そして今、新型コロナウイルスの感染拡大というか
つてない危機にさらされています。コロナはいつか
終息しますが、それをただ待っているだけではなく、
ウィズコロナを意識してその中で事業を進めていかな
ければ未来は切り拓けません。
日本において最初に商工会議所の必要性を説き、設
立に奔走した中心人物である渋沢栄一の、「逆境の時
こそ力を尽くす」という精神を肝に銘じ、商工会議所
として地域の皆様のお役に立てるよう各種事業に取り
組んでまいります。結びに、今後とも会員、関係諸団
体の皆様からのより一層のご支援ご協力をお願い申し
上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

New chairman

	この度、10月1日に開催された臨時議員総会で、
稲垣前会頭の後を引き継ぎ、当所の第8代目の会頭に
選任され、会頭職を務めさせていただくこととなりま
した。
	稲垣前会頭は平成15年に就任された当初より、商
工会議所運営において4つの柱を掲げ、「なくてはな
らない商工会議所」、「頼れる商工会議所」を念頭に各
種の新規事業を立ち上げ会員増強に力を入れてこられ
ました。
その結果、商工会議所の事業は活発になり、会員
は稲垣前会頭の就任期間中18年の間に約1,400件増
加し、事業所数に対する組織率は18％上がり現在、
42.8％となりました。
わたくしはこれまで稲垣前会頭が取り組まれてこら
れた4つの柱を継承し、さらに会員企業の経営支援の
強化を5つ目の柱に据え、地域経済の活性化に全力で
取り組んでいく所存です。

商工会議所運営5つの柱
❶　商工会議所の運営基盤となる会員拡大事業の推進

❷　行政等と連携した地域振興事業の推進

❸　会員相互の融和事業の推進

❹　商工会議所固有事業の推進

❺　会員企業の経営支援

今現在、コロナの終息が見えない先行き不透明な状
況が続く中、中小企業は資金繰り、雇用や人材育成、
IT化への対応、事業の再構築や経営戦略の見直しなど
多くの問題に直面していますが、地域企業の発展なく
して地域経済の活性化は成り立ちません。
このコロナ禍において、当所では、各種の相談件数
が増加し、それを機会にご入会される企業が増えてい
ます。このことは、商工会議所という団体を地域の皆

髙 橋  勇

挨拶

武蔵野商工会議所

第8代	会頭
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武蔵野商工会議所（会頭	稲垣英夫：提出時）
および当所飲食業部会（部会長	髙田ルミ子：提
出時）は、令和3年9月16日（木）に五十嵐えり
東京都議会議員に対し、要望書を提出しました。
また、令和3年9月21日（火）に髙田東京都総
務局危機管理調整担当部長、下山総務局総合防
災部危機管理調整担当課長と飲食店の現状を踏
まえた、意見交換を行うとともに、小池百合子
東京都知事に対し要望書を提出しました。

本要望書は、感染対策を強化すると同時に感
染予防の徹底の下で、社会経済活動を高めてい
くことこそがコロナ禍を乗り切る最大の経済対
策であるとの考えのもと、飲食店に対する「一
律酒類提供禁止」や「時短営業」の緩和、飲食店
に対する「マイナスイメージの払拭」、「With
コロナ時代の飲食店に向けた安心安全なキャン
ペーンの実施」について要望しました。また、
意見交換の中では、特に感染対策を行わず、時
短要請にも応じない飲食店に対しては行政指導
の強化を要望し、きちんと要請に従って営業を
行っているお店が、不利益を被ることがないよ
う強く求めました。

武蔵野商工会議所および当所飲食業部会から
「Withコロナに向けた社会構造の転換を促す施策
（飲食業向け）についての意見・要望書」を東京都へ提出

＊	実際に提出した意見・要望書の原文のコピーを当所のHPに掲載していますので、ぜひご確認ください。

武蔵野商工会館 空調設備更新工事のお知らせ

【5階仮事務所業務期間】
11月1日（月）～11月12日（金）

【貸会議室貸出休止期間】
9月30日（木）～11月19日（金）

武蔵野商工会館は、各フロアの空調設備更新工事を行ってい
ます。（工事期間：9月30日（木）～11月19日（金））
それに伴い、商工会議所事務局は下記の期間、現在の6階か
ら5階へ移動します。また、工事期間中は貸会議室の貸出を休
止します。
ご不便ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどお願いします。
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工業 部会
� 担当：三輪

産業交流展 2021 のご案内
工業部会（菅原芳紀部会長）では、「産業交流展2021」に今
年度も出展予定です。今年度は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、リアルとオンラインのハイブリッド形式で開
催します。詳細につきましては決まり次第ご案内します。
［リ ア ル］	11月24日（水）～26日（金）（東京ビッグサイト

にて）
［オンライン］11月 17日（水）～ 12月 10日（金）
※	本事業は新型コロナウイルス感染状況により、内容を変
更する可能性がありますのでご注意ください。

お知らせ

展示ブースの様子（2019年）

News

飲食業 部会
� 担当：神林

評議員会開催報告
飲食業部会（髙田ルミ子部会長）では、9月7日（火）に評議

員会を開催しました。
議案について審議し、次期の正副部会長が原案どおり承認

されました。なお、任期は令和3年10月1日から3年間と
なります。

報　告

食品業 部会
� 担当 : 小泉

食品業部会正副部会長
食品業部会（関根美英部会長）では、7月28日 (水 )の臨時
総会にて次期正副部会長について右記のとおり承認されまし
たのでご報告します。
なお、任期は令和3年10月1日から3年間となります。

報　告

役　職 事	業	所	名 氏　名
部 会 長 株式会社	カヤシマ 佐藤　孝一
副部会長 スナックチャーム 髙田　ルミ子
副部会長 大むら 大楽　紀夫
副部会長 美舟 梅山　義昭

役　職 事	業	所	名 氏　名
部 会 長 有限会社	ヴァンテ 関根　美英
副部会長 有限会社	はまだ 浜田　一真
副部会長 慶徳ミート株式会社 島崎　智融

評議員会開催報告
工業部会（菅原芳紀部会長）では、9月 6日（月）に評議員
会を開催しました。
議案について審議し、次期の正副部会長が原案どおり承
認されました。なお、任期は令和3年 10月 1日から 3年
間となります。

報　告

役　職 事	業	所	名 氏　名
部 会 長 株式会社	ゆう 菅原　芳紀
副部会長 岡田企画 岡田　忠信
副部会長 株式会社	ユー・イー・エス 平林　幹博
副部会長 株式会社	ブルー・エンジニアリング 高橋　勇人
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異業種交流プラザ
� 担当：本田

臨時総会および定例会を開催
異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、役員改選に伴い
9月 13日（月）に臨時総会を開催しました。田中会長が再
選され、現役員全員の再任が決定されました。
引き続き開催された定例会では岩手県大船渡市出身のシ
ンガーソングライターで、さんりく・大船渡ふるさと大使
を務める濱守栄子氏を講師にお招きして「ダイヤモンドマイ
ンド～決断と行動が人生を変える～」というテーマでご講演
いただきました。東日本大震災をきっかけに義援金1千万
円を目標に「ピアノと女一人旅」を企画。自ら車を運転して

報　告

日本一周を完走して目標を達成した体験などを熱く語って
いただきました。
（新型コロナウイルス感染症拡大防止に十分配慮してプラ
ザ会員限定の募集とし、Zoomでのオンライン参加も併用
して開催しました）

サービス業 部会
� 担当：小林

ビジネスチャンスの夕べ交流会について
サービス業部会（安藤孝部会長）では、今年もビジネス
チャンスの夕べを実施します。昨年は、コロナウイルス感
染防止のため、オンライン併用にて開催時間を短縮して	

お知らせ

行いました。今年度の開催について、部会員の皆様には別途
案内を送付しますので、詳しくはそちらをご確認ください。

［日　時］11月 17日（水）18：30～
［会　場］吉祥寺第一ホテル
［内　容］	部会員間の交流会です。自社PRタイムやチラシの

配布、部会事業の連絡など。

金融業 部会
� 担当：宇治川

正副部会長の選任について
金融業部会（谷ケ久保芳弘部会長）では、役員議員改選に
伴い正副部会長が右記のとおり選任されました。なお、任期
は令和3年 10月 1日から 3年間となります。

報　告

女性会
� 担当：佐伯

第53回全国商工会議所女性会連合会 
総会開催のご案内

10月 22日（金）第 53回全国商工会議所女性会連合会総
会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、それぞれ
の地元から参加可能となるオンラインでの開催となります。
女性会（伊藤隆子会長）では、当所7階役員会議室にて、オ
ンラインで参加します。つきましては、女性会会員の方で、興
味のある方はご参加ください。
［日　時］	 10月 22日（金）12：00～ 17：00
	 ※昼食をご用意します。
［会　場］	 当所　7階役員会議室
［参加費］	 一人 1,500円
［申　込］	 	参加希望の方は、10月15日（金）までに事務局

へご連絡ください。
※東京都内からVimeo によるライブ配信

お知らせ
13:00 ～ 14:00	 オープニング	
	 	 	 （各地女性会の事業活動をスライド映像で紹介）

14:00 ～ 15:15	 式　典
	 	 	 （女性会の歌斉唱、挨拶、出席女性会紹介など）	

15:15 ～ 15:40	 休憩・バーチャル交流タイム

15:40 ～ 16:00	 女性起業家大賞20周年記念　受賞者講演
	 	 	 	「女性起業家大賞最優秀賞受賞から得た自信と

使命（仮題）」

16:00 ～ 16:45	 渋沢栄一に学ぶ
	 	 	 	「渋沢が取り組んだ社会貢献・女子教育を今の

時代だからこそ考える（仮題）」

16:45 ～ 17:00	 女性活躍を考える・推進する
	 	 	 	「『女性活躍・男女共同参画の重点方針2021』

と各地女性会への期待（仮題）」	

※途中退席も可能です。

全体スケジュール（予定）

役　職 事	業	所	名 氏　名

部 会 長 株式会社みずほ銀行
吉祥寺支店 谷ケ久保　芳弘

副部会長 多摩信用金庫 前川　秀幸
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▲あいさつする三村明夫会頭 ▲菅義偉内閣総理大臣からの 
ビデオメッセージ

日本商工会議所 第133回通常会員総会
オンライン形式で開催される　9月16日（木）

Report

報告

日本商工会議所の第133回通常会員総会が、9月16
日（木）、帝国ホテルから、オンライン形式で開催され、
全国515すべての会議所から、約1,000名の正副会頭
などが参加しました。
会議冒頭のあいさつの中で、三村明夫会頭は、政府

への要望として、「わが国はワクチン接種と経済活動	
再開の遅れなどもあり、G7の中で唯一、成長率が下方
修正された。ウィズコロナの状況が継続することを前
提に、ワクチン効果やこれまでの知見を踏まえ、国民や	
事業者が将来に希望をもてる、具体的な出口戦略、す
なわち経済活動正常化のシナリオの策定が早急に必要
だ。経済活動レベルの引き上げには、ワクチン接種証明
や抗原検査キット等の活用とともに、感染対策を徹底す
る事業者には営業規制を緩和するなどのインセンティブ	
施策が有効であり、科学的根拠に基づいたメリハリの	
ある「攻めの感染対策」を強力に進めていただきたい」と
求められました。
そして、「ポストコロナに向けた中小企業の自己変革や
地方創生の挑戦を後押しする商工会議所の役割として、
①中小企業経営や事業へのデジタル活用、②事業再構
築、取引適正化などを通じた付加価値の向上、③地域ぐ

るみの地方創生の推進」の3点について述べられました。
結びに、「日本商工会議所は、来年で創立100周年を
迎える。中小企業の活力強化と地域活性化による日本
経済の持続的な成長の実現を目指し、515商工会議所と
連合会、青年部、女性会、海外の商工会議所とのネット
ワーク力を最大限活用し、コロナ禍を乗り越え、新しい
時代を皆様と切り拓いていきたい」と話されました。
続いて、政府来賓として、菅義偉内閣総理大臣と	
梶山弘志経済産業大臣のビデオメッセージが寄せられ、
各政党から自由民主党・二階俊博幹事長、立憲民主党・
枝野幸男代表、公明党・山口那津男代表（ビデオメッ
セージ）、日本維新の会・片山虎之助共同代表、そして
国民民主党・玉木雄一郎代表が出席され、それぞれか
らのあいさつがありました。
議案に先立っての表彰では、役員・議員表彰として

262会議所447名、職員表彰として304会議所427
名、商工会議所表彰として47会議所と9件のみなさん
が受賞されました。
議案は、「2020年度事業報告（案）」と「2020年度収
支決算（案）」が一括して諮られ、質疑・意見はなく承認
され、閉会しました。
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Area News

地域情報

今年のMusashinoごちそうフェスタ（島崎智融実行委員長）
はコロナ禍により、店舗回遊や物産市といった大規模なイベン
トは開催できませんが、コロナ禍にある飲食・食品店を応援す
るためのプレゼントキャンペーンを実施します。武蔵野市内の
飲食店・食品店のテーブルやカウンター、レジ横などに置いて
あるPOPやはがきから、アンケートに答えて抽選で150万円分
の食に関わる賞品等が150名様に当たります。
また、新たにMusashinoごちそうフェスタの公式HPを刷
新し、飲食・食品店のお店情報を整備し、SNSと連動してい
くことで情報発信を強化していきます。
さらに、10月からの日本テレビ系ドラマ「二月の勝者」の
原作者である高瀬志帆氏にごちそうフェスタのために書き下
ろしのイラストを作成いただきました。HP・チラシ・ポス
ター等に掲載し、ごちそうフェスタを盛り上げていきます。

吉祥寺音楽祭（キチオン）はコロナ禍の今こそ出来ることを実行し、音楽の力で吉祥寺を元気づけるべく、
以下のイベントを企画しています。
今年で20回目を迎えるミュージシャンのコンテストイベント「キチオンコンテスト」をはじめ、昨年から

延期となっていた大西順子さん出演の「ジャズコンサート」、吉祥寺フォークのリバイバルイベント「フォー
クジャンボリー」のほか、吉祥寺の数々のライブハウスを会場とするキチオンライブイベント「KICHION36	
TONIGHT!	Live	to	Live」などさまざまなイベントを準備しています。

なお、吉祥寺音楽祭のすべてのイベントにおいては、内閣官房提出資料（2021.08.27	今後のイベント開催制限	
などのあり方について）に基づき、新型コロナウイルス感染予防対策を行ったうえで実施します。	 （2021.09.10	現在）

※	イベント内容については予告なく変更することがございますので予めご了承ください。

第17回 Musashino ごちそうフェスタを開催

お問合せ TEL：0422－22－3631　担当　神林

お問合せ ウェルカムキャンペーンの情報は、「吉祥寺.me」https://kichijoji.meへ

10月17日　キチオンコンテスト�vol.20
10月24日　キチオンライブ�at�STAR�PINE'S�CAFE
10月30日　キチオンライブ�at�BLACK&BLUE
11月� 3 日　キチオンライブ�at�WARP
11月� 6 日　キチオンライブ�at�曼荼羅
11月17日　キチオンライブ�at�CLUB�SETA
11月20日　ジャズコンサート�
11月20日　キチオンライブ�at�SHUFFLE
11月21日　フォークジャンボリー
11月22日　キチオンライブ�at�シルバーエレファント
11月23日　キチオンライブ�at�SHUFFLE
11月23日　キチオンライブat�Planet�K

開催期間：令和3年11月1日（月）～ 11月30日（火）

吉祥寺ウェルカムキャンペーン
吉祥寺音楽祭
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昭和22年に国民総たすけあい運動として始まった「赤い羽根共同募金運動」は、皆様のご協力に支えられ、こ
としで75回目を迎えます。
皆様からのご寄付金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように地域共生社会の実現に向けた福祉の
まちづくりのために役立てられています。
新型コロナウイルス感染下で生じる新たな福祉課題への対応に努めて参ります。
★在庫品寄付で社会貢献と節税を★
　型落ち品、荷崩れ品などの在庫品などによる物品の寄付も受け付けています。
　相応金額を全額損金としてお取り扱いができますので、ご検討をお願いします。
※会社など法人の寄付金は、指定寄付金として、全額損金算入にできます。

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。

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

労災保険は・・・三鷹労働基準監督署　
労災課　TEL：0422-67-3422

お
問
合
せ

お
問
合
せ

／  事業主の皆様 ／

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？
～11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です～

 会員増強運動　キャンペーンご協力のお願い
会員増強委員会（渡辺偕規委員長）では、令和3年の入会目標件数を155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100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。
引き続き、ご協力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 5 15 15 10 15 25 15 100

9/13現在 1 0 2 4 2 27 5 41

 東京都最低賃金改正のお知らせ
※東京都最低賃金は、令和3年10月1日から

　時間額1,041円 に改正されました。
　東京都内で働く全ての労働者に適用されます。

information

お知らせ

お問合せ

東京労働局労働基準部賃金課	 TEL:03-3512-1614（直通）
東京働き方改革推進支援センター	 TEL:0120-232-865

社会福祉法人　東京都共同募金会
TEL：03-5292-3182　　HP https://www.tokyo-akaihane.or.jp

～共同募金～「つながりをたやさない社会づくり」へ
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ネット製品　安全な利用を

中 小 企 業 のセキュリティ対策

（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7月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

高まるサイバー攻撃のリスク
昨今、パソコンやスマートフォン

だけでなく、プリンターやネットワー
クカメラ、エアコン、冷蔵庫などさ
まざまな機器がインターネットにつ
ながるようになった。利便性が高ま
る一方で、サイバー攻撃を受けるリ
スクも高まっている。そのため、製
品メーカーは開発する製品に対して
セキュリティを確保するための機能
を搭載するなどの対応を行ってい
る。利用者はセキュリティを確保す
る機能を備えた製品を選び、正しく
その機能を理解して利用する必要が
ある。

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）では、「ネット接続製品の安
全な選定ガイド」と「ネット接続製
品の安全な利用ガイド」を公開。安
全なネット接続製品を選び、購入し
たネット接続製品を安全に利用する
ためのポイントをイラスト入りで分
かりやすくまとめている。

まずパスワード変更 
定期的アップデートも

「ネット接続製品の安全な利用ガ
イド」では、購入した製品を安全に
利用するためのポイント、および対
応方法を7項目にまとめている。
■�確認① アカウント設定がある製品
は、購入したらすぐにパスワード
の変更などセキュリティ設定を実
施していますか？
初期設定のパスワードが「推測さ

れやすいもの」や、公開されている
「取扱説明書などに記載されている
もの」だった場合、そのパスワード
は他人から容易に推測されたり、取
扱説明書によって他人に知られてし

まったりする恐れがある。パスワー
ドの変更はセキュリティ対策の第1
歩である。
■確認② 
製品メーカーのウェブサイトを確
認していますか？
定期的に製品メーカーのウェブ

サイトを確認して、アップデートし
ないと、製品を他人に不正に使われ
てしまう恐れがある。
■確認③ 
セキュリティのサポートが終了した
製品を利用していませんか？
セキュリティのサポートが終了し

た製品は新たなセキュリティ対策が
提供されないため、情報を不正に使
われてしまう恐れがある。
■確認④ 
パスワード以外に、提供されたセ
キュリティ機能を使用していますか？
セキュリティ機能を正しく使用

しないと製品が危険な状態にさらさ
れる恐れがある。
■確認⑤ 
不慮の事故に備えて、バックアップや
設定内容の記録を取っていますか？
バックアップや記録を取らない

と、事故にあった場合に、情報を失
う恐れがある。
■確認⑥ 
使わなくなった製品はネットから切り
離していますか？
使わなくなった製品は、セキュ

リティ対策がなされず、気付かぬう
ちに悪用される恐れがある。
■確認⑦ 
製品を廃棄する場合には購入時の状
態に戻しましたか？
購入時の状態（初期化された状態）

にしなかった製品から、保存された
情報が漏えいする恐れがある。

購入時の選定ガイドも公開
一部の製品には、これらのセキュ

リティを確保する機能を有しない製
品があるため、購入時の製品選定が
重要となる。製品選定における確認
のポイントは「ネット接続製品の安全
な選定ガイド」を参照してほしい。

IPAのウェブサイトでは、確認の
ポイントだけでなく、確認できる場
所や実施しなかった場合の影響、対
策などを解説したガイドの詳細版を
公開している。また、映像も公開し
ているので、システムに不慣れな事
業者や個人でも参考になるだろう。
ネット接続製品の安全を確保するた
めに、本ガイドを活用してほしい。

ガイドの詳細は、QRコードを 
参照。

ネット接続製品の安全な利用
ガイドを公開中
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New

（
8
月
18
日
～
9
月
13	

日
）

入
員会

新 飲食業部会

大益  大益鮨 すし 吉祥寺地区

工業部会

株式会社 ファインクォーク ヒールスプロモーション、映像制作、 
衛生関連事業 中央地区

株式会社 モノリクス 物流搬送機器の製造販売 地区外

サービス業部会

株式会社 マイハート ダンス教室 吉祥寺地区

株式会社 マイクロ・マーケティング マーケティング、Web 制作、パソコン教室、
プログラミング教室 吉祥寺地区

株式会社 LOOP イベント・販促の企画・製作 吉祥寺地区

株式会社 BCS 広告代理店業、タレントキャスティング事業、
コンテンツ・イベント制作事業 吉祥寺地区

金融業部会

有限会社 保険クラフト 損害保険代理店 地区外

株式会社マイクロ・マーケティング

マーケティングをもっと身近に、 
もっと分かりやすく

はじめまして。株式会社マイクロ・マーケティングです。
令和3年8月に創業しました。

当社では、主に中小企業様向けのマーケティング支
援を行っています。 具体的には、動画制作、広告運用、
SNS運用、Web制作（バナー広告制作、LP制作）、コン
テンツマーケティング（コンテンツ制作、記事制作）など、
Webマーケティング全般のお手伝いをさせていただい
ています。

何かお力になれることがあればお気軽にご相談くだ
さい。

代表者 ● 渡辺 圭太
所在地 ●  180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8-4 

i-office吉祥寺
TEL	 	 ● 090-2191-6794
E-mail	 ●	 info@micro-m.com
URL	 	 ●	 https://www.micro-m.com

PR

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
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元気な会社を紹介します Close Up

今回は商工会館のほど近くにある、エステ&ア
ロマの女性専用サロン　吉祥寺サントリナにお伺い
し、オーナー・エステティシャンの今西順子さんに
お話をお聞きしました。

今西さんは20代でエステ業界に入り、2000年
に独立。2002年から吉祥寺でサロンを営業されて
います。ボディエステ、フェイシャルエステ、マタ
ニティエステ、アロマテラピー、ワックス脱毛、光
脱毛など豊富なエステメニューが用意されていて、
エステティシャン歴25年以上の確かな技術力で施
術を行っています。マタニティエステでは、ご自身
の妊娠・出産の体験を踏まえ、安定期に入られた妊
婦さんの産前・産後のケアに取り組んでいます。ご
自身が自宅出産をした際にお世話になった助産所で
は、アロママッサージの施術者として産後の方のケ
アに8年間携わってこられました。

お客様は30代から40代がメインで、母娘で訪れ
る方もいるそうです。営業時間が8時30分からと
比較的早く、他のお店が開店する前に利用したい方
や出勤前に簡単なフェイス脱毛を利用する方などの
ニーズに対応しています。

ボディエステでは、高周波によって脂肪を分解で
きる「ハイパーナイフ」を使用したコースが人気と
なっています。施術による痛みがなく、心地よい温
かさを体感しながら痩身やエイジングの効果を得ら
れます。温めとほぐしにより中性脂肪が脂肪酸に分
解され血液によって体中に運ばれ、その後運動をす
ることで筋肉のエネルギーとして消費されるそうで
す。痩身効果が高く、リバウンドしにくいのが特徴
で、厳しい食事制限も必要ないため無理なく続けら
れます。ハイパーナイフを導入しているサロンは吉
祥寺だけで20店舗ほどあるそうですが、サントリ
ナは販売元が主催するビフォーアフターコンテスト
の40代部門でのグランプリ受賞といった実績を上
げています。施術メニューのなかでは筋膜コースを

受ける方が多いとのこと。ハイパーナイフに加えて
吸引とローラーマッサージを行う「ハイパーシェイ
プ」の施術により、日常生活でずれてしまった筋膜
を本来の位置に戻すことでボディラインが整えら
れ、痩せたと実感しやすいそうです。

回数券を利用されているお客様に対しては週一回
のペースで動画を送ることで、ダイエットを楽しく
続けて目標を達成できるよう見守っています。料理
レシピの動画やエクササイズの動画などをお仕事の
合間に作成されているそうで、今西さんの真摯な人
柄が感じられました。

サントリナでは美容サプリメントの販売も行って
おり、ご自身が商品開発した「Jeune femme（ジュ
ヌ　ファム）」がお勧めだそうです。開発のきっか
けは同じ施術を行ってもお客様によって結果に差が
あることでした。結果が出ない方には疲れが溜まっ
ているのではと考えた今西さんは、多忙で疲れてい
る女性の悩みを解決するオリジナルサプリメントを
1年かけて製品化。食べやすいゼリーには、体脂肪
の減少や代謝促進に効果的なブラックジンジャー、
食物繊維やミネラルが豊富で自然な甘みのデーツな
ど厳選した7種の成分を配合しています。実際に購
入し効果を実感したお客様からたくさんの喜びの声
をいただいているようです。

肌や体にお悩みのある方、施術の効果に興味をお
持ちの方はお問合せをしてみてはいかがでしょうか。

 （担当：宇治川／井上）

代表　今西 順子

所在地
武蔵野市吉祥寺本町1-11-30サンロード
プラザダイアパレス吉祥寺911号

☎ 0422-27-1766
URL http://www.santolina-aroma.com

三 吉境
★

営業時間：8：30～ 17：30
定 休 日：木曜日、日曜日

吉祥寺サントリナ
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内野	逸勢　うちの・はやなり
　1990年慶応義塾大学法学部卒業。大和総研入社。企業調査部、経営コンサルティング部、大蔵省財政金融研究所（1998～2000年）出向
などを経て現職（金融調査部　主席研究員）。専門は金融・資本市場、金融機関経営、地域経済、グローバルガバナンスなど。主な著書・論
文に『地銀の次世代ビジネスモデル』2020年5月、共著（主著）、『FinTechと金融の未来～10年後に価値のある金融ビジネスとは何か？～』
2018年4月、共著（主著）、『JAL再生　高収益企業への転換』日本経済新聞出版、2013年1月、共著。IAASB　CAG（国際監査・保証基準審
議会　諮問・助言グループ）委員（2005～2014年）。日本証券経済研究所「証券業界とフィンテックに関する研究会」（2017年）。

コロナ禍の東京オリンピック・パラリンピック2020
の開催の是非において日本国民の意見が分断された。
五輪開催という国際的な責任を果たすべきか、“ゼロリ
スク”と呼ばれる水準まで新型コロナウイルス感染症
の抑制のために中止（延期）すべきかという二つの「公
益」が相反した。両者の意見は尊重すべきではあるが、
まずは開催中、その前後で感染患者に対応している医
療関係者、開催の当事者であるボランティア、大会運
営事務局などの人々の尽力には心から感謝することが
重要であろう。

パラリンピックの閉会後は、今回のような感染症な
どが爆発的に発生する非常時での政治の在り方、十分
な病床確保などができなかったという医療体制の構造
的な問題、経済政策と私権の制限を含むコロナ抑制政
策のバランスの取り方など、さまざまな問題を整理し
て議論すべきである。確かにさまざまな意見をくみ取
ることも重要であろう。しかし、上記のような意見の
分断を生み出すような循環を断ち切り、建設的な解決
方法を目指すという目的を共有して、議論を始めるべ
きであろう。

ここで思い出されるのが、夏目漱石の『草枕』とい
う小説の冒頭に出てくる一節である。「智に働けば角
が立つ。情に棹

さお

させば流される。意地を通せば窮屈
だ。とかくに人の世は住みにくい」。今の社会に当て
はめれば、あまりにも浅はかな知識を振りかざして、
感情あるいは情緒をコントロールできずに、自己中心
の価値観を押し付けようとすれば、世間は住みにくい
ということである。ネットを含めたあらゆるメディア
において「智」（知）の振りかざしのような「意」が多く
見られる議論は、大体の場合、価値観の分断を生むだ
けで、漱石が言うように人の世を住みにくくするとい
えよう。

価値観が多様化し、それを大切にしていこうとする
機運が高まり、SDGs（持続可能な開発目標）の考え
方が昨今本格的に浸透しつつある。このため、違う価
値観の間で尊敬の念が生まれている。その一方、上記

の知情意のバランスが取れていない中で、自分の価値
観を押し付けることも散見される。「智」が不足した
ままでの熟慮されない意見で価値観の否定のみをする
傾向が続くと、必要のない価値観の分断を生み続ける
こととなる。このような価値観の分断は、トランプ前
大統領が唱えた極端な「米国第一」により、それまで
の国際協調重視の価値観が覆され、米国民の間で価値
の分断が生まれている状況に類似していると考えられ
る。いったん分断した価値観を元に戻すのは難しい。
今からでも国民一人一人が知情意のバランスを取るこ
との重要性を認識すべきではないだろうか。

他方、「あらゆる芸術の士は人の世を長
の ど か

閑にし、人
の心を豊かにするが故に尊い」と漱石は続ける。これ
を解釈すれば、オリンピアンとこれを支えた人々はパ
フォーマンスを表現し人々を感動させることから「芸
術の士」であると思う。それだけではなく、知情意の
バランスも取れているはずだ。自分のパフォーマン
スを最大限発揮するためには、過酷な練習で「智」を
蓄積し、普段の生活と長期にわたる弛まない努力と
のバランスを取ることで「情」を抑制し、「意」を表現
し、感動を生む。多くの人がオリンピアンから学ぶの
は知情意のバランスではなかろうか。それがないと、

「……人の世が住みにくいからとて、越す国はあるま
い。あれば人でなしの国へ行くばかり」である。「人で
なしの国は人の世よりもなお住みにくかろう」。

あらゆる情報が手に入る利便性はメリットを生む半
面、デメリットも生む。情報を仲介するメディアだけ
に頼らず、「意」を唱えるのであれば、あらゆる情報に
触れ、その質を自分で考えて、「智」を高めた上で、情
緒をコントロールし、判断することが重要であろう。
それが「人でなしの国」にならない近道ではないか、
という100年以上前の先人の知恵であろう。自分自
身も知情意のバランスが十分に取れているか怪しい
が、そのような人間になるように日々研

けん

鑽
さん

していくつ
もりである。

 （8月17日執筆）

潮流を読む

「東京五輪開催に思う『知情意』の大切さ」
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（令和3年9月13日現在）

武蔵野商工会議所の

会員数＝ 3,181
市内事業所数

7,371
事業所

加入率

43.2%
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建  設

工  業
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飲  食 
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220
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140

3,217

103
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▼前年同月比:	2020年8月: 2021年8月
全	業	種 建				設 製				造 卸				売 小				売 サービス

全　国
▲ 29.4 ▲ 20.9 ▲ 12.5 ▲ 30.7 ▲ 44.4 ▲ 37.9

▼先行き見通し：2021年9月～ 2021年11月
全	業	種 建				設 製				造 卸				売 小				売 サービス

全　国
▲ 32.3 ▲ 26.1 ▲ 17.6 ▲ 31.1 ▲ 43.0 ▲ 42.1

LOBO
調  査早期景気観測

LOBO調査とは……
全国の337商工会議所が2,651企

業にヒアリングを行い、業況等を調査
した結果です。

全産業合計の業況DIは、▲29.4（前月比▲5.3ポイント）
新型コロナウイルス変異株の感染急拡大により、緊急

事態宣言とまん延防止等重点措置の期間延長・対象地域の
拡大が実施された。これに伴う帰省を含む外出自粛やイベ
ントの中止、営業制限等の影響により、客足が減少した百
貨店などの小売業や、観光関連を中心としたサービス業の
業況感が悪化した。また、鉄鋼や木材などの原材料価格の
上昇、東南アジアの感染拡大による部品調達難が製造業、
建設業など幅広い業種における業況の押し下げ要因となっ
ている。業況回復に向けた動きが見られていた中小企業の
景況感は、厳しい状況が続く。

先行き見通しDIは、▲32.3（今月比▲2.9ポイント）
ワクチン接種の進展による経済活動正常化に期待する

声が聞かれる一方で、新型コロナウイルスの感染収束が見
通せず、長引く受注・売上減少や客足回復の遅れから、業
績悪化の継続を懸念する企業は多い。また、世界的な半導
体不足による生産調整や、鉄鋼などの原材料価格上昇分の
価格転嫁の遅れなどもあり、先行き不透明感は強まってお
り、厳しい見方が続く。

業況 DI は、感染急拡大により悪化
先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く

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。

0以上 0未満〜
-20以上

-20未満

部　会 食　品 飲　食 商　業 工　業 建　設 サービス 金　融 合　計
会員数 299 405 753 119 220 1,307 78 3,181 
市内事業所数 526 1,371 1,629 140 385 3,217 103 7,371
割合（％） 56.8 29.5 46.2 85.0 57.1 40.6 75.7 43.2%
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小畠鼎子　《若竹》　1961年　武蔵野市蔵

特許・商標・実用新案・意匠のことなら
なんでもご相談下さい

https://www.yki.jp/

新しい発想や新しい商品を知的財産として保護しませんか？

武蔵野市吉祥寺本町1-34-12
TEL  ：0422-21-2501

素晴らしい発明や改良技術、デザイン、店名、商品/サービス名などの知的財産は、適切な方法で保護し、活用しなければ意味がありません。
ＹＫＩは、豊富な実績に基づく “有効な権利” の取得・活用へのアドバイスによって、多くのお客様から高い評価を頂いています。

海外での知的財産権の保護・活用についても、どうぞお気軽にお問合せください（初回ご相談無料）。

ヨドバシカメラ

松井健診クリニック
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吉祥寺駅

至三鷹 至新宿

特許業務法人

ＹＫＩ国際特許事務所


