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名　　称 担当副会頭
食品業部会 寺岡　芳雄
飲食業部会 寺岡　芳雄
商業部会 西宮　　忠
工業部会 中山　健一
建設業部会 中山　健一
サービス業部会 荒井　伸吉
金融業部会 西宮　　忠
女性会 中山　健一
異業種交流プラザ 荒井　伸吉

名　　称 担当副会頭
総務企画委員会 中山　健一
地域活性化委員会 西宮　　忠
観光委員会 寺岡　芳雄
共済制度運営委員会 荒井　伸吉
広報・情報委員会 荒井　伸吉
商業・環境委員会 寺岡　芳雄
会員増強委員会 西宮　　忠
Musashinoごちそうフェスタ実行委員会 寺岡　芳雄
武蔵野地粉うどんプロジェクト委員会 西宮　　忠

会員新春のつどい実行委員会 担当部会
副会頭

副会頭の部会・委員会担当� （順不同・敬称略）

R e p o r t

常 議 員 会 開 催
10月25日（月）、吉祥寺第一ホテルにおいて常議員会を開催し、議案第1号　各委

員会委員長、副委員長及び委員承認の件、議案第2号　顧問・参与・相談役の委嘱承認
の件が上程され、慎重審議の結果、いずれも可決承認されました。

議案審議終了後、報告事項として、副会頭の委員会・部会担当などを説明し、閉会し
ました。

　　　　各委員会委員長・副委員長� 　（順不同・敬称略）�

委員会・役職 氏　　名 事業所名
総務企画委員会委員長 関根　美英 有限会社 ヴァンテ

副委員長 岡村　優子 東京ガス株式会社 東京西支店
副委員長 臺　　孝之 ウテナ産業株式会社 

商業・環境委員会委員長 安藤　智之 株式会社 安藤商事
副委員長 佐藤　孝一 株式会社 カヤシマ
副委員長 小林　　清 小林清法律事務所

観光委員会委員長 木澤　瑞恵 株式会社 JTB吉祥寺店

副委員長 田中由美子 株式会社 関東東急ホテルズ
吉祥寺東急REIホテル

副委員長 野口　亮司 シンギ株式会社 
共済制度運営委員会委員長 秋本　誠一 秋本会計事務所

副委員長 根塚　裕一 吉祥寺焙煎セピア・コーヒー
副委員長 猪俣　尚美 猪俣尚美税理士事務所

広報・情報委員会委員長 矢口　　功 株式会社 HiPIT
副委員長 大楽　紀夫 大むら
副委員長 坂井　健司 株式会社 プランニング・ジーン

地域活性化委員会委員長 本郷　伸一 有限会社 一家政婦紹介所
副委員長 尾崎　良一 有限会社 尾崎商店
副委員長 古川　　豪 関東バス株式会社 武蔵野営業所

会員増強委員会委員長 谷ケ久保芳弘 株式会社 みずほ銀行吉祥寺支店
副委員長 澤田　庸一 澤田社会保険労務士事務所
副委員長 秋本　光司 有限会社 境屋
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議 員 研 修 会
10月25日（月）、吉祥寺第一ホテルにて議員研修会が開催され

43名が出席しました。
当日は講師に、日本商工会議所理事・事務局長の荒井恒一氏を迎

え、「商工会議所活動と役員・議員の役割について」と題しお話しし
ていただきました。商工会議所の歴史や成り立ち、組織の運営、議
員の役割について説明がありました。

全国515か所ある商工会議所の会員数は約20年前に161万社と
ピークを迎えましたが、その後は厳しい経済状況から現在は122万
社に減少しました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
各種の相談や事業などを通じ入会する事業所も増加し現在は下げ止
まった感があるとのことです。

また研修では、コロナ禍における全国各地の商工会議所の取り組
みが紹介されました。多く行われている取り組みとしては、飲食店のテイクアウト・デリバリーの紹介などによる支援や
経営に関するセミナー、プレミアム付き商品券の発行、クラウドファンディング事業、マスクのあっ旋などがあげられま
した。

当所としても昨年は、各種相談やセミナーの実施、くらし地域応援券事業の実施、飲食店支援のためのクラウドファ
ンディング事業、助成金・協力金の相談窓口の設置などを行いました。

新型コロナウイルスの感染という先行き不透明な時代となる中、講師の荒井氏からは商工会議所においても新たな時
代に対応する取り組みが必要とのお話がありました。

限られた資源の中、事業の選択と集中により費用対効果を考慮し、優先順位付けを行って取り組んでいく必要がある
ということを改めて認識する研修会となりました。

議員懇談会
研修会に引き続き、同ホテルにて新旧役員議員懇談会が開催され、45名が参加し研修

会で講師をお務めいただいた日本商工会議所の荒井理事も引き続き出席されました。こ
の会は改選で退任される役員議員の方々と、新たに議員となられた方々を紹介し、懇親
を深めるとともに今後の商工会議所事業のさらなる発展に繋げていくための重要なもの
です。

今回は議員から役員になった方、新たに議員（議員職務執行者）となった方、併せて
23名が就任しました。

会では、この役員議員改選で当所の8代目会頭に就任した髙橋会頭の挨拶に続き、退
任した方々に感謝状と記念品が手渡され、これまでの功績に対し感謝を込め、皆で謝意
を表しました。当日は今回退任した15名のうち、稲垣英夫前会頭、静間俊和前常議員、
嶋田博前議員、伊藤則義前議員、山崎圭司前議員の5名が出席しました。またそのうち
稲垣前会頭、静間前常議員、山崎前議員には、日本商工会議所の三村会頭名での感謝状

（役員を連続6年以上、議員を連続10年以上務めた方が対象）も授与されました。
退任役員議員からは、会頭を6期18年にわたり務め、名誉会頭となった稲垣前会頭か

ら挨拶があり、これまでの思い出話や役員・議員の方々に対しお礼の言葉を述べられま
した。

また、新任の方々を代表し、新たに副会頭に就任した西宮副会頭より挨拶があり、皆
で一致団結し、新たに会頭に就任された髙橋会頭を皆で支え、活気ある商工会議所を目
指していくという決意が語られました。その後、中山副会頭の乾杯の発声で懇談に入り、
終始和やかに談笑する場面が見られました。

最後は、荒井副会頭の閉会の挨拶があり、終了となりました。
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新型コロナ感染症拡大の状況を受け、延期していた大吉祥抽選会を来年1月に開催します。
日頃吉祥寺でお買物をしていただく皆様への感謝と今後も吉祥寺においでいただきたいとの思いを
込めて実施します。

■当選発表
1月末ごろ賞品の発送をもって 

かえさせていただきます。

■応募条件
参加店（商店会・大型店）で応募

用紙を入手し、必要事項を記入し
て、お買物をしたレシート500円
以上（対象期間のもの）を貼り付け、
ポストに投函します（郵送料不要）。

大 吉 祥：10,000円� ��� 50本
��お買物券A500円券×10枚+お買物券B500円券×10枚

中 吉 祥：   5,000円� �� 200本
��お買物券A500円券×�5枚+お買物券B500円券×�5枚�

小 吉 祥：   1,000円� � 1000本
��お買物券A500円券×�1枚+お買物券B500円券×�1枚

賞 品

お買い上げレシート対象期間
令和4年 1月6日（木）～ 1月10日（月・祝）

応募締切（郵送応募方式）

令和4年 1月11日（火）（※消印有効）

吉祥寺ウェルカムキャンペーン
「大吉祥抽選会」
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11 月 5 日（金）、髙橋勇会頭をはじめとする当所
新役員 7 名と稲垣英夫名誉会頭が、松下玲子市長、
土屋美恵子市議会議長、竹内道則教育長を表敬訪問し
ました。市長公室での訪問には、笹井肇・恩田秀樹両
副市長と田川良太市民部長、議会第一応接室では川名
ゆうじ副議長も同席をされました。

市長との懇談では、昨年度の緊急経済対策事業の効
果検証結果を受け、市民の暮らしとまちの経済を守り、
まちの活力につなげるためこれから実施する「キャッ
シュレス決済ポイント還元キャンペーン」と「くらし
地域応援券～第 2 弾」の進行状況とともに、まちの
様子やコロナ禍での現況などについて意見交換を行い
ました。短い時間でしたが、終始和やかな雰囲気で終
了しました。

11 月 24 日（水）、吉祥寺第一ホテルにおいて稲垣
英夫名誉会頭を囲む会が開催され、役員・議員など
61 名が出席しました。

稲垣名誉会頭は、平成 6 年に当所の議員に就任し、
その後常議員となり、平成 15 年からは会頭として 6 期
18 年を務められました。

その間、会員増強に力を入れ、就任当初の会員組
織率 23％から現在の 43％へと導き、会員数は現在
3,199 会員となりました。

事業の推進という面では、「Musashino ごちそう
フェスタ」、「武蔵野吉祥七福神めぐり」、「吉祥寺コレ
クション」、「武蔵野地粉うどん」などを立ち上げたほ
か、各部会にも個性的な事業の実施を促すなど地域の
活性化と地域企業の発展に大きな功績を残されまし
た。

当日は、中山副会頭の乾杯の発声の後、髙橋会頭
より稲垣名誉会頭に感謝状と記念品が授与され、その
後、女性会伊藤会長と同猪俣副会長より花束が贈呈さ
れました。また、陰で激務を支えたご夫人の稲垣陽子
様にも花束が贈呈されました。

議会第一応接室での正副議長との懇談の様子

稲垣名誉会頭からは、これまでの感謝とともに今
後も名誉会頭として地域に貢献していきたいと決意が
述べられました。会の後半では、出席者の中から元副
会頭で顧問の目黒、原田両氏、副会頭の寺岡、西宮両
氏より、これまで共に取り組んだイベントでのエピ
ソードや稲垣名誉会頭の人柄などを含めた思い出話が
披露され、会場内は和やかな雰囲気に包まれました。

結びに、荒井副会頭から閉会の辞があり、また陽子
夫人からも感謝の言葉が述べられ閉会となりました。

稲垣英夫名誉会頭を囲む会を開催

市長、議長を新役員が表敬訪問しました

市長公室にて
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武蔵野商工会議所
　　☎0422-22-3631まで

各部会・異業種交流プラザ・女性会へのお問合せは

工業 部会
� 担当：三輪

産業交流展2021
工 業 部 会（ 菅 原 芳 紀 部 会 長 ）で は、「 産 業 交 流 展

2021」に今年度も出展しました。リアル展示会は、11
月 24 日（水）から 26 日（金）に東京ビッグサイトにて
開催し、オンライン展示会は、11 月 17 日（水）から
12 月 10 日（金）に開催するハイブリッド形式となりま
した。新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底し
実施され、多くの来場者がブースを訪れました。

報　告

商業 部会
� 担当：田村

大相撲観戦のご案内
商業部会（勝俣淳子部会長）では、上期の各種事業が

延期等になってしまったことから昨年度に引き続き特別
企画として大相撲観戦を実施します。

両国国技館では新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、消毒・換気・検温・時間差退出・観戦席での飲食
禁止などさまざまな対策を行います。

申込締切日は、12 月 17 日（金）です。詳細は、先月
お送りしました案内をご確認ください。

［実 施 日］令和4年1月23日（日）千秋楽
［募集人数］20名�/ 10組（2名1組でお申込ください）
　　　　　　【定員を超えた場合、抽選とします】

お知らせ

News
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異業種交流プラザ
� 担当：本田

日帰り視察研修を実施
異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、11 月 11 日

（木）に新型コロナ感染症感染拡大防止に十分配慮した
うえで日帰り視察研修を実施しました。

今回は、山梨県リニア見学センター、桔梗信玄餅�
工場（見学・買物）、信玄ミュージアムと武田神社を�
巡りました。昼食はワイナリーシャトー勝沼での試飲
のあと、併設するレストランでフレンチをいただきま
した。リニアの時速 500km の世界と武田信玄公生誕
500 年という歴史にふれることができた大変刺激的な
一日となりました。

当日は天候にも恵まれ、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

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開催
サービス業部会（安藤孝部会長）では、11 月 17 日

（水）に吉祥寺第一ホテルにて、ビジネスチャンスの夕
べ交流会を開催しました。今回は感染症対策のため、
着席で食事をとりながら参加者の PR を聞く方法での
実施となりました。

同会は、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
42 名が参加し、自社 PR タイムでは 17 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。

今回は Zoom 併用での開催のため、PR 方法の幅が
広がり、新しい形でのビジネスチャンスの夕べとなり
ました。

報　告

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 3 年 11 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。
⇨ ⇨
⇨

荒井副会頭挨拶
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 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。そのうち、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

11/15現在 3 0 5 4.5 3 32.5 8.5 56.5

 キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン
市内の店舗のキャッシュレス決済を推進するために、支払額の最大20%相当のポイントを還元する

キャンペーンを実施しています。auPAY・d払いを利用した場合、1決済あたりの付与上限は1000円�
相当、期間中の付与上限は3000円相当（1決済事業者）となります。

各アプリのダウンロードやチャージ方法などの詳細は、市内auショップ・docomoショップでご案内
します。また、同封のチラシでもご案内していますのでご覧ください。

期間：12月1日（水）〜 28日（火）　※予算額に達した場合、早期に終了する場合があります。
場所：市内対象店舗（店舗にポスター等掲出）

information

お知らせ

＜事業者向け受付時間＞
2021年11/1～11/30	 平日9：00～ 17：00
2021年12/1～12/28	 全日9：00～ 17：00

＜利用者向け受付時間＞
2021年12/1～12/28	 全日9：00～ 17：00
2022年 1 /4～ 1 /31	 平日9：00～ 17：00

キャンペーンサイト
https://musashinoshi-cashlesscp.jp 

お問合せ キャッシュレス決済キャンペーン事務局

TEL 0120-387-293
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 会員新春のつどい　～開催中止～
第18回目となる会員新春のつどいは、新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止する観点か

ら、多くの方が参加される状況の中で万全な感染対策を講じて開催することは難しいため、やむ
なく中止することとしました。

開催を楽しみにしてくださっていた方々には申し訳ございませんが、ご理解いただきますよう
お願いします。

なお、1月7日開催予定であった4団体合同賀詞交歓会（商工会議所、市、議会、商店会連合会）
も中止となりました。

 年末年始休業のご案内
当所では、年末年始の業務を以下のとおり休業します。何かとご不便をおかけ

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4年1月4日（火）より通常の業務を行います。

休業期間　令和3年12月29日（水）〜令和4年1月3日（月）

 武蔵野市くらし地域応援券
市民の生活支援および市内事業者支援を目的に、武蔵野商工会議所・武蔵野市では、地域の商店

などにおいて使用できる「武蔵野市くらし地域応援券（以下、応援券）」を発行します。
応援券を取り扱う加盟店を引続き募集しています。お申込みいただくと、武蔵野市くらし地域

応援券専用ホームページに掲載されます。詳しくは、11月上旬に会員向けに発送済みの募集チラシ
またはホームページ（QRコード）をご覧ください。

なお、お申込みいただきました事業所につきましては、令和4年1月中旬に「応援券取扱いマニュ
アル（取扱加盟店用）」を送付しますので、必ずご一読ください。

加盟店募集期間：募集は、下記ホームページにて随時受け付けています。
　　　　　　　　�（※�12月6日（月）までにお申し込みいただいているお店は、加盟店一覧に掲載

します。）
応援金利用期間：令和４年２月１日（火）〜令和４年３月31日（木）
換金期間（予定）：令和４年２月７日（月）〜令和４年４月15日（金）

第2弾

https://musashinooen.jp/use_entry
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ウイルス対策の徹底を

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9月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

一般的な対策で 
被害防止は可能

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）では、経済産業省の告示に基
づき、被害の状況把握や対策検討を
目的とし、コンピュータウイルス・
不正アクセスに関する届け出を受け
付けている。2021年上半期（1 〜 6
月）に届け出のあった被害について
全体を通して見ると、これまでと同
様に、一般的によく知られたセキュ
リティ対策を実施していれば、被害
を防ぐことができたと思われるもの
が多かった。

今回は届け出の中から特徴的な
被害事例を二つ紹介する。
■事例①
返信を装うメールによりウイルスに
感染した被害

不審なメールを受信した従業員
が利用している仮想デスクトップ環
境がウイルスに感染した。調査し
たところ、メールに添付されてい
たZIPファイルには、マクロ付きの
Excelのファイルが含まれていた。
また、そのマクロにより外部からウ
イルスをダウンロードする動作が確
認できたことから、感染が判明し
た。仮想デスクトップ環境をリセッ
トすることで回復を図り、また再発
防止策として従業員への教育を実施
することとした。

同事例では、正規の返信メール
を装うことで受信者（攻撃対象）の
警戒心を薄れさせて、添付ファイル
を開かせようとする手口が使われて
おり、今後も同様な手口による攻撃
が行われることが懸念される。シス
テム管理者が実施できる対策として、
メールサーバやパソコンでのウイ 

ルス対策の徹底と、利用者に対する
「不審なメール、ファイルは開かない」
「Office文書のマクロは安易に有効に
しない」といった啓発が必要である。

これらを多層の防御策として実施
しつつ、可能であれば、マクロ機能
の無効化を標準の設定とすること
や、ウェブゲートウェイのセキュリ
ティ装置により、不審な外部サイト
への通信を遮断することも有効であ
ると考える。
■事例②
NASの脆弱性を悪用されたランサム
ウェア感染

NAS上の30万個以上のファイル
が暗号化され、脅迫文が書かれた
ファイルが残されていた。調査した
ところ、NASに脆

ぜい

弱
じゃく

性が存在して
おり、NASを攻撃するランサムウェ
アに感染したと思われる状況であっ
た。ベンダーから提供された駆除
ツールとファイル復元ツールにより
復旧を試みたが、一部のファイルは
復元できなかった。最新のファーム
ウェアに更新し、不要な機能を無効
化して再発防止を図った。

同事例では、NASをインターネッ
トから直接アクセスできるように設
定していた。外部からのアクセスを

可能にすることは、攻撃者にとって
もアクセスが容易になることを意味
するため、より一層のセキュリティ
対策が必要になる。また、NASに
限らず、VPN装置やブロードバンド
ルータといったネットワーク機器に
ついても同様のことがいえる。これ
らの機器へのセキュリティ対策の重
要性を認識し、随時脆弱性情報を入
手できる体制として、速やかな適用
が可能なように手順やリソースなど
を確立しておくことが重要である。

早期発見へ 
事例の詳細公表

各事例の詳細や、その他の被害
事例については、IPAのホームペー
ジに報告書が掲載されているので確
認してほしい。同様被害の早期発見
や未然防止といったセキュリティ上
の取り組みの促進につながることを
期待する。

被害の届け出や事例
はこちらを参照

正規の返信メールを装う攻撃メールと添付ファイルの例
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入
員会

新 飲食業部会

合同会社 ルプレ スイス食堂 ルプレ チーズフォンデュを主とするスイス料理レストラン 中央地区

麺や純氣 ラーメン 境地区

株式会社 OIC 串煮込み マルニ 飲食業　居酒屋 吉祥寺地区

サービス業部会

ラッシュ ウェル まつ毛パーマサロン 中央地区

サナリコ株式会社 映像制作 吉祥寺地区

Mergen Design Office アパレル製造・販売 中央地区

税理士法人 かけはし 税理士 中央地区

金融業部会

藤井 智道 金融・保険業 吉祥寺地区

代表者 ● 篠尾 龍典・武居 誠史
所在地 ●  180-0006東京都武蔵野市中町1-3-2  

ハウスプランニングビル402
TEL ● 0422-38-9004
E-mail ● info@kakehashi-tax.com
URL ● https://www.kakehashi-tax.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、是非ご活用ください。

TEL：0422-22-3631お問合せ 総務課

　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㎡ 3,700円 4,900円 6,200円 12,300円 24名

５階第２会議室 42㎡ 2,500円 3,700円 4,900円 9,900円 18名

５階第３会議室 28㎡ 1,900円 2,500円 3,100円 6,200円 18名

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

税理士法人かけはし

経理を強くすることが、安定した企業の成長につながります。
　「経理に時間や手間がかかっている」「経理の数字を経営に活か
しきれない」
　そんなお悩みをお持ちの経営者の皆様、税理士法人かけはしで
一緒に解決しませんか？
● クラウド会計ソフト「マネーフォワード」に強い！
● 連携システムを有効に活用し、経理を効率化
●  スムーズな導入を可能とするきめ細やかなマニュアル
● 適切なスケジュール管理と手厚いサポート
詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

◆商商工工会会議議所所会会議議室室利利用用ののごご案案内内◆

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

（市内）

178㎡ 9,000円 15,000円 20,000円 40,000円 90名

４階

市民会議室

（市外）

178㎡ 10,800円 18,000円 24,000円 48,000円 90名

５階

第１会議室
59㎡ 3,700円 4,900円 6,200円 12,300円 24名

５階

第２会議室
42㎡ 2,500円 3,700円 4,900円 9,900円 18名

５階

第３会議室
28㎡ 1,900円 2,500円 3,100円 6,200円 18名

５階

第４会議室
19㎡ 1,200円 1,900円 2,500円 4,900円 12名
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元気な会社を紹介します Close Up

　今回は、『Day Tripper English School』の代表で講
師の Edward Butcher（ブッチャー エドワード）さんと
奥様のブッチャー沙織さんにお話をうかがいました。
　Edward さんは、カナダご出身。教師の家庭に生まれ、
マギル大学でのティーチングアシスタント職や学校講
師、英会話講師として一貫して教育事業に携わってき
ました。2003 年に来日し、大手英会話スクールでフ
ルタイム講師として 3 年間勤務し、幅広い年齢層への
英語教育を実践してきました。2006 年より吉祥寺に
住み、企業派遣型の英会話講師として会社に所属し、
TOYOTA、日産、三菱電機、旭化成などの日本を代表
するグローバルビジネスパーソン向けの集中講座や英
会話クラスを担当してきたそうです。その他にも、外
務省、経済産業省、国防省などの官公庁や大学・高校
等幅広い経験と実績が豊富です。
　英会話スクールの特徴は、“ビートルズで英会話を学
ぶ”というスタイルになります。ビートルズに特化した
英会話スクールを開講するきっかけは、Edward さん自
身がビートルズの大ファンということから、「自分が講
師となるからには、講師自身が楽しくなければ、生徒さ
んも楽しく学べない」と感じたことからこのような新し
い英会話スクールが誕生したそうです。日本には多く
のビートルズファンがいるようで、ビートルズ専門のラ
イブハウスやバー、お店も東京にはたくさんあるようで
す。この共通の趣味を通すことで、初めて会った場合で
も驚くほど会話が弾むので英会話を学ぶにはよいと感じ
たそうです。「ライトなファンからビートルマニアまで、
少しでもビートルズにご興味がある方は大歓迎 !!」と
Edward さん。
　また、一般的な英会話スクールは 1 レッスンが 40
分～ 60 分というものがほとんどですが、Day Trip-
per のレッスンは 1 回 2 時間となります。1 時間未満
の短時間では、日本語で考えることから抜け出せず、

ようやく慣れてきたときにレッスンが終了してしまい、
ゼロに引き戻されるという効率の悪さがあるようで
す。英語環境にそれなりの時間、身を置くことで英語
脳を活性化し、「英語で考えて、英語で話す」癖を付
けるためにも連続 2 時間のレッスンを行っているとい
う特徴もあります。
　週 1 回、定員 6 名の少人数制のグループレッスンに
なります。基本的には、1 か月全 4 回のコースですが、
その月や曜日によって諸事情により 3 回の場合もある
とのこと。毎月ビートルズのテーマが変わるので、続
けて通っていただくことをお勧めしているそうです。
　レッスンは、初級＋と中級＋に分かれていますので、ご
自身のレベルに合わせて選べます。講師の Edward さん
は、日本語を話しませんので、ある程度英語でコミュ
ニケーションできることが条件となります。（完全な
英会話初心者のご参加はご遠慮ください）ご希望であ
れば Zoom 等を利用した無料レベルチェックも可能。
　全 3 回（18,675 円）と全 4 回（24,900 円）があり、
初級＋・中級＋ともに 1 時間あたり 3,112 円と料金は同
じです。嬉しいことに、初回は 10％ OFF でご受講でき
ます。この機会にビートルズを通して英会話を学びたい
という方は、ぜひ、お気軽にご連絡してみてください。
 （担当：井上 / 池田）

代表・講師

Edward Butcher
（ブッチャー・エドワード）

教 室 〒 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7
武蔵野商工会館　5 階会議室で実施

☎ 090-1278-4687
（日本語の話せるブッチャー沙織様が出ます）

URL www.DayTripperEnglish.com
（お申込みはこちらから！）

E-mail contact@daytripperenglish.com

三 吉境
★

Day Tripper English School

開催日：水曜日、木曜日、土曜日
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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）。

岸田政権が発足し、さまざまな政策が打ち出されて
いるが、その最大の特徴は、安倍・菅政権より「成長と
分配」の「分配」に重点を置いていることであろう。その
キャッチフレーズが「新しい資本主義」である。これに関
して、政府は10月15日に「『成長と分配の好循環』と『コ
ロナ後の新しい社会の開拓』をコンセプト」にし、全閣僚
をメンバーに据え、内閣官房に「新しい資本主義実現本
部」を設置した。

確かにコロナ禍での疲弊した経済を、赤字国債を財
源としてでも、さらなる財政出動によって分配を厚くし
て消費を喚起し成長を促し、所得格差の解消を目指すと
いうことは重要ではある。しかし、少子高齢化の急速な
進展と社会保障の問題を抱えることも踏まえると、それ
だけでは将来的な財源の健全な持続的な確保と経済成長
の持続可能性を担保することは難しい。政府施策を呼び
水とし、国全体の経済成長につなげるための民間の投資
を促し、それによって労働生産性を高めて、国全体が分
配を享受するという持続可能な「成長と分配の好循環」の
ために、ワイズスペンディング（賢い支出）の議論の優先
度を高めていくことが重要であろう。しかし、政府内に
おいても、党首討論でも、コロナ禍の有事とポストコロ
ナの平時の政策の区別がないまま、この議論が不足して
いる。ワイズスペンディングを唱えた英国の経済学者で
あるケインズも、不況対策として財政支出を行う際には、
将来的に利益・利便性を生み出すことが見込まれる事業・
分野に対して支出を選択的に行うことが望ましいとして
いる。つまり、アベノミクスでも、現政権の新しい資本
主義でも、各党の政策でも「出ずるを制して入るを量る」
ためには「賢い支出」の実現が共通の課題であろう。

ワイズスペンディングの実現に向けては、規制緩和
を通じてイノベーションを促進し、同時に経済・社会構
造の改革を進めていく必要があろう。これを同時に進め
なければ、今回のコロナ禍の対応のような有事のワイズ 
スペンディングの機能は働かない。特に、規制緩和が有
効に効果を発揮するためには、“政府のデジタルトラン
スフォーメーション（DX）”を進め、効果的な予算の執
行を困難にする制度及びそれを支えてきた官公庁の構造
的課題にメスを入れ、本当に支援が必要な国民あるいは

企業・産業に、適正なタイミングで十分な金額を提供す
るような仕組みを再構築していくことが必要であろう。

これに加えて、ポストコロナを見据えた成長のため
の民間投資の呼び水となるための、環境、デジタル、教
育、危機管理投資等の成長分野への投資などの平時のワ
イズスペンディングの実現のためには、政府の“目利き”
が重要となる。現政権が主張するように、長期的な視点
での財政出動の議論ができないという政府予算の単年度
主義の弊害を是正して、中長期的にさらなる積極的で大
規模な財政出動による成長戦略を目指すのであれば、政
府の目利きは必要不可欠である。目利きが機能すればワ
イズスペンディングも実現していく。この機能が備わっ
ていれば、経済安全保障の政策を強化しながら、政府主
導で成長分野に効果的・効率的な投資を官民で実現し
て、潜在成長率を十分に高めることができよう。その一
方、政府が賢い支出を実現していないことを踏まえる
と、政府の目利きは機能しているのだろうかという疑問
が残る。さらに目利きが機能するための条件として、政
府のガバナンスの強化が欠かせないが、その土台となる
民主主義が健全に機能するかという懸念もある。その背
景には、長期政権からの移行期には、建設的な視点で政
策が語られず、ポピュリズム的な政策が台頭する可能性
が高まることがある。加えて、海外の投資家からは、政
府の目利きが機能していない状態での補助金などの支援
策の民間企業のガバナンスへの影響も指摘されており、
民間の健全な目利きが劣化することも想定される。

国外を概観すれば、米中の“自国ファースト”を軸
とした対立が激化し、これまでのようなグローバリゼー
ションのさらなる進展による経済成長への期待は急速に
しぼんでいる。2020年代は1930年代のような“世界経
済の暗黒の10年”［注1］となる可能性を指摘する専門
家も存在し、今後10年の中長期の政策の成否は非常に
重要である。まさに「出ずるを制して入るを量る」ために
政府が機能するかどうかで、日本の未来が大きく左右さ
れるといえるのではないか。

 （10月20日執筆）

［注1］ 1930年代の英米関係を“キンドルバーガーの罠”と呼ぶ。米国が英国に代わって適切なグローバル公共財を提供できなかった
ため“暗黒の10年”につながったとする説を唱えた米国の経済学者であるチャールズ・キンドルバーガー（Charles P. Kindle-
berger）の名前が由来。

潮流潮流をを読む読む

『出ずるを制して入るを量る』ためには」
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（令和3年11月15日現在）

武蔵野商工会議所の

会員数＝ 3,199
市内事業所数

7,371
事業所

加入率

43.4%
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▼ 前年同月比:�2020年10月: 2021年10月
全�業�種 建����設 製����造 卸����売 小����売 サービス

全　国
▲ 28.9 ▲ 22.1 ▲ 14.7 ▲ 32.1 ▲ 42.2 ▲ 34.8

▼ 先行き見通し：2021年11月～ 2022年1月
全�業�種 建����設 製����造 卸����売 小����売 サービス

全　国
▲ 21.6 ▲ 18.4 ▲ 16.0 ▲ 24.4 ▲ 30.2 ▲ 20.9

LOBO
調  査早期景気観測

LOBO調査とは……
全国の337商工会議所が2,634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、▲28.9（前月比+4.3ポイント）
緊急事態宣言等の解除を受けて、時短要請や行動制限が

緩和され、外食・観光関連のサービス業では利用客の増加
がみられた。製造業、卸売業では飲食料品や電子部品関連
が堅調に推移する一方、半導体不足や東南アジアでの感染
拡大を背景とした部品の供給制約による、生産活動への影
響が継続している。また、鉄鋼などの原材料費や、原油価
格を含む資源価格の上昇、最低賃金引上げに伴う人件費の
負担増加など、幅広い業種でコスト増加が足かせとなって
おり、中小企業の業況改善に向けた動きは厳しさが続く。

先行き見通しDIは、▲21.6（今月比+7.3ポイント）
活動制限緩和に伴う日常生活回復による、国内の観光需

要回復、年末年始の個人消費拡大への期待感が広がってい
る。一方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影
響、資源価格の高騰、円安の進行、原材料費上昇分の価格
転嫁の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業に
おいては、先行きへの慎重な見方が続く。

業況 DI は、改善も、依然として厳しさ続く
先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念

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 299 409 752 119 220 1,321 79 3,199

市内事業所数 526 1,371 1,629 140 385 3,217 103 7,371

割合（％） 56.8 29.8 46.2 85.0 57.1 41.1 76.7 43.4%
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特特許許・・商商標標・・実実用用新新案案・・意意匠匠ののここととなならら
ななんんででももごご相相談談下下ささいい

https://www.yki.jp/

新新ししいい発発想想やや新新ししいい商商品品をを知知的的財財産産ととししてて保保護護ししまませせんんかか？？

武蔵野市吉祥寺本町1-34-12
TEL  ：0422-21-2501

素素晴晴ららししいい発発明明やや改改良良技技術術、、デデザザイインン、、店店名名、、商商品品//ササーービビスス名名ななどどのの知知的的財財産産はは、、適適切切なな方方法法でで保保護護しし、、活活用用ししななけけれればば意意味味ががあありりまませせんん。。
ＹＹＫＫＩＩはは、、豊豊富富なな実実績績にに基基づづくく ““有有効効なな権権利利”” のの取取得得・・活活用用へへののアアドドババイイススにによよっってて、、多多くくののおお客客様様かからら高高いい評評価価をを頂頂いいてていいまますす。。

海海外外ででのの知知的的財財産産権権のの保保護護・・活活用用ににつついいててもも、、どどううぞぞおお気気軽軽ににおお問問合合せせくくだだささいい（（初初回回ごご相相談談無無料料））。。
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