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所沢商工会議所

会 報 誌 「そら」

〈特集〉

株式会社ジェイコム
埼玉・東日本 所沢局

地域の人々と
「Face to Face」で
繋がりたい
●

埼玉県経営革新デジタル活用支援事業補助金

●

5 月通常議員総会（決算総会）開催

●

わが社の推し社員

長沼商事株式会社「TEAM SDGs」のみなさん
所沢カルチャーパーク（下新井）

所沢商工会議所会員数 : 2022.5.27現在
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（特集） 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 所沢局

3,393社

商工会議所スケジュール

6 月 June

地域の人々と
「Face to Face」
で繋がりたい

1日㈬
		
2日㈭
12日㈰
14日㈫
15日㈬
		
20日㈪
26日㈰
27日㈪

会議所相談
専門相談
中小企業相談所関連
お知らせ（information）商工会議所から／行政他団体から
5 月通常議員総会（決算総会）
わが社の推し社員／わたしのところざわ
製品＆サービス紹介
健康広場
会員優待サービス／クロスワード・アンケート

健康経営優良法人認定に
向けた「健康宣言」

発明・特許相談
日本政策金融公庫出張創業相談
専門家による経営相談（6/2, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28）
第161回 簿記検定試験
所沢商工会議所・埼玉県よろず支援拠点出張相談会
法律相談
日本政策金融公庫定例相談
税務相談
第225回 珠算能力検定試験
後継者対策・事業承継・廃業相談

7 月 July
1日㈮
6日㈬
12日㈫
14日㈭
15日㈮
		
20日㈬
		
25日㈪

所沢商工会議所は、全国健康保険協
会埼玉支部と協力して従業員の健康づ
くりに取り組むため、
「健 康宣言」を
宣言しました。

日本政策金融公庫出張創業相談
発明・特許相談
所沢商工会議所・埼玉県よろず支援拠点出張相談
フランチャイズ経営相談
法律相談
日本政策金融公庫定例相談
税務相談
労働・社会保険相談
後継者対策・事業承継・廃業相談

街中の子育て地蔵大仏
所沢の歴史見聞録
6月29日㈬まで開催中
●
❶

江戸時代に江戸の六地蔵をはじめとして、各地に唐金の仏像が建
てられました。所沢にも明和五年（1768年）に現･トコトコスクエ

●
❷

ア前の二股の広場に北向きに唐金製の子育て地蔵の大仏が建てられ
❶ 江戸時代：現 トコトコスクエア前広場にあった大仏
❷ 薬王寺境内に戻った大仏

ました。坐像で高さは1.5メートル位あったそうです。金佛様は薬
王寺十世和尚登嶺祖仙によって建てられました。この辺りのシンボ
ルとしてお参りで賑わい、時には有志により「祭り、縁日」も開か
れていたそうです。その後、大正二年七月二日に道路拡幅のため薬
王寺の境内に移されました。戦争が激しくなると、
「金属非常回収

お問
合せ

隊所沢組」と言う厳めしい名のもとに、弾丸になる為に供出されて
しまいました。
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野老澤町造商店（愛称：まちぞう）
TEL：04-2928-1453（10時〜18時）
木曜定休

企業の
技術・魅力を発掘！

議員事業所
訪問
Vol.48

株式会社ジェイコム埼玉・東日本 所沢局

地域の人々と
「Face to Face」で
繋がりたい
このコーナーは、所沢商工会議所の会員事業所へ広報委
員が訪問し、現在の取組みや所沢への想いなどについてお
話を伺うコーナーです。第48回となる今回は、五十嵐委員
長、平岩委員、Soraレディ２名が株式会社ジェイコム埼玉・
東日本所沢局を訪問し、
岩崎貴行局長にお話を伺いました。
岩崎局長（左から２番目）と小山氏（右から２番目）と sora レディの二人

たない状況にあります。そんな中、J:COMでは、映画やド
ラマ、時代劇、スポーツといった様々な年齢の方に楽しん
でいただけるチャンネルを充実させ「大画面で見ることの
良さ」を伝えております。

1991年、所沢でケーブルテレビの会社としてスタートし
ました。その後、メディアッティという会社を経て、2009
年にJ:COMと合併し現在に至ります。所沢のケーブルテレ
ビの時代から合わせると今年で31年目に突入しました。
私ども所沢局は、管理部、営業部、お客さまサービス推
進部に36名の社員がおり、
「ケーブルテレビの多チャンネ
ル放送」
「高速インターネット」
「固定電話」
「格安モバイル」
「電力小売り」を中心にサービスを展開しております。
（図１）
また、J:COMは全国63局で事業を展開しており、所沢局
は比較的規模が小さい局ですが、所沢市17万世帯の約30％、
３世帯に１世帯がご利用いただいており、他局と比べても
高い加入率となっております。
（図２）

所沢市17万世帯

約

��％

3世帯に１世帯も
加入してる！

放送・通信業界の状況
現在の放送・通信業界では、スマートフォンの普及に伴
う若者のテレビ離れなどにより、20%近い方がテレビを持

図₁ J:COM提供サービス

はんしんは 地 域 金 融 機 関 と し て
SDG s に取 り 組 む お 客 様 を 応 援 し ま す

S D G s 応 援 ローン

図₂ 所沢市J:COM加入率

所沢支店・所沢けやき台支店
tel:04-2922-1231
狭山ヶ丘支店
tel:04-2948-8141

新所沢支店
tel:04-2942-1225

所沢東支店
tel:04-2998-4300

所沢松井支店
tel:04-2945-7221

小手指支店
tel:04-2922-1155

山口支店
tel:04-2928-1833
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special report
また、地域に根差した放送局として、
「身近な情報から
有事の際に役立つ情報」なども提供しています。

るよう、行政と協力した活動に取り組んでいます。
2022年１月埼玉県所沢警察署と「安全で安心なまちづく
りに関する協定」を締結しました。これにより、J:COMチャ
ンネル内の地域情報番組で、警察署から提供される防犯情
報を放送しています。また、私どもの営業車「ジェイコム
カ ー」 が 毎 日30台 程 市 内 を
走行している中で、不審者
や交通事故等を発見した際
に、警察署への情報提供や
救護活動を行うなど連携強
化を図っています。

「Face to Face」を大切に
『サービスをご利用いただくお客様が、私どもの説明を
理解されているかを確認しながら接客する』
『ご契約いた
だいたお客様に、サービスをきちんと利用していただくた
めのサポートを充実する』ことに尽力しています。
①お客様相談窓口
もともと受付はあったものの、人が常駐しておらず、中
に入りずらいというお客様からの声に耳を傾け、常駐社員
を置くようにしました。

J:COMテレビと
J:COMチャンネルについて

②アフターフォロー担当
インターネットやスマートフォンは高齢者の方にとって
はまだまだ慣れない商品ですので、多い時は月に100人ぐ
らいの方が相談に来られます。そこで、２年前から定年を
迎えた社員を再雇用して、高齢者の方と同じ目線に立ち、
お客様の分からないことを導き出して疑問を解決する「ア
フターフォロー担当」を設置しました。

○J:COMチャンネル（11ch）
イベントや行 政 情 報、防 災情 報など、
地域に根差したコテンツを作成し、地域
情報アプリ「ど・ろーかる」と連携して
発信する
○J:COMテレビ（10ch）
地域発のコンテンツを全国エリアへ放送
している

③センター内製化
お客様のお問い合わせ窓口となるカスタマーセンターや、
お客様の個人情報を扱うオペレーションセンターは外部委
託せず全て内製化して、お客様からのご意見やご相談を把
握し、速やかに対応するように心がけております。
しかし、
このコロナ禍において、
お客様に寄り添ったサー
ビスをご提供するのに「Face to Face」の対応だけでは
難しいと痛感し、現在はオンラインでの営業・相談活動も
積極的に取り組んでおります。

②所沢市と防災に関する覚書を締結
所沢市と「行政告知放送に関する覚書」を締結し、「防
災行政無線からの音声」や気象庁からの「緊急地震速報」
などケーブルテレビ回線を利用し専用端末に配信しており
ます。また、災害時等においては所沢市役所内にて安定し
た高速通信が可能な「地域BWA」の契約も締結し、安心・
安全の地域貢献サービスも行っています。

所沢に根差した取り組み
①安全で安心なまちづくりに関する協定の締結
所沢市民の皆さまに、快適で安心な暮らしをご提供でき

お客様相談窓口
お客様が入りやすいように、いつでも
職員が1人常駐しております。
何かお困りのことがあれば、安心して
お気軽にお越しください。
株式会社ジェイコム埼玉・東日本 所沢局１階

③その他
コロナ以前は地元の中学生を対象に、普段見る機会のな
い番組制作の工程を体験していただく「職場体験」や、全
国63局のJ:COMの中でも限られた局でしか行っていない
「教育ネットワーク回線接続サービスの提供」、所沢市民

（営業日）火・水曜日除く10時～17時
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special report
フェスティバルのメインステージの設営・運営や、町内会、
所沢プロぺ商店街などの清掃活動にも参加させて頂いてお
ります。

ニュース』を企画しました。この番組では、お客様から
J:COMの必要性を感じていただきたいと考え、『お客様の
生活環境の変化』や『放送・通信業界を取り巻く環境の変
化』などを感じ取り、その変化に相応しい情報を多くのお
客様に提供することにチャレンジしています。
最後になりますが、
“所沢を盛り上げたい”という熱い
想いを持った所沢市在住の者も多くおりますので、地域の
皆さまに「Face to Face」で寄り添い、地域の皆さまと
の連携を大切に、これからも「あたらしいを、あたりまえ
に」を感じていただけるようにチャレンジして参りますの
で、よろしくお願い申し上げます。

この様な活動を通じて夢と感動をお届けするとともに、
豊かで安全な地域社会の実現に繋げていきたいと考えてお
ります。

soraレディから一言

さらなる“チャレンジ”に向けて
秋草学園短期大学２年

コロナ禍で市内のイベントや活動が停止することに伴い、
私どもの取材活動も中止せざるを得ない事態となり、既存
の番組制作が困難な状況に陥りました。そこで、
「今、私
どもに何ができるのか」を考え、所沢のありのままの『い
ま！』を伝える地域に寄り添った地域情報番組『LIVE

は しば さや か

羽柴 彩夏

地域の行事に一緒に参加なさったり、お客様に寄り添った対応を
されているところが J:COM さんの愛されている秘訣だと思いました。
特に ｢お客様のお困りの声に答えるときは、当たり前のことでも省略
して説明しない｣ という言葉が印象に残っています。アルバイトで後
輩に説明する機会がある為、この言葉を忘れず心がけていきたいです。

秋草学園短期大学２年

ふじ た

ゆ

め

藤田 結愛

J:COM 所沢局の利用者は、所沢に住む市民全体の 30％もいると聞
き驚きました。ところざわまつりや一日体験を通して地域に根ざした
交流をするだけでなく、ところざわサクラタウンにもブースやスタジ

J:COMサクラタウンスタジオ／
LOVE埼玉パーク

オがあるようなので機会があったら訪れてみたいと思います。貴重な
お時間をありがとうございました。

埼玉の魅力をPRをするショップ兼ス
タジオ。「埼玉の逆襲」はMCにビビる
大木氏を迎え、「世界埼玉化計画」を
テーマに掲げたバラエティ番組。大
野知事や翔んで埼玉の監督公認番組と
なっている。ショップ内では、番組と連携して「所沢」や「春日部」
など埼玉県内の63市町村名が書かれたTシャツを販売している。

【概 要】
事業所名：株式会社ジェイコム埼玉・
東日本 所沢局
代表者名：局長 岩崎貴行
所 在 地：所沢市北有楽町 1-4
電
話：04-2001-1938
ＨＰ：www.jcom.co.jp

ところざわサクラタウン本棟２F（営業日）10時〜18時 不定休

6月号
特別企画

６月号のクロスワード・アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で

「所沢Tシャツ」を５名様にプレゼント！

サイズ：M,L（男女兼用サイズ）※サイズの指定はお受けできませんので、
ご了承ください。

温暖化ストップ、CO₂削減に自然エネルギー 太陽光設置は当社で！
屋根は資源です。当社は所沢市マチエコ指定店。各種メーカー取り扱っています

創業1960年
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お 気 軽 に 商工会議 所を活用 してくだ さい！
株式会社エミール
代表取締役

高橋 秀世

氏

平成元年入間市に洋菓子店を開業し、平成10年所沢市泉町に移転した。当初
は、パティスリーとカフェを併設した店舗であったが、その後“所沢に馴染
む店”になるように商品を入れ替え、店舗名も『お菓子の工房エミール』に
変更し、現在社員・スタッフ26名で事業を展開している。

経営革新計画の承認取得とものづくり補助金の採択
エミールでは、所沢ブランド特産品に認定された地元所沢の
狭山茶を使用した『狭山茶テリーヌショコラ』の販売を計画し
ている。高橋社長は「このショコラは、お土産ではなく贈答品
として高級感のあるお菓子としたい。外国人のお客さまにも手
に取っていただけるようにしたい」という思いを強く持ってい
た。それ故、ところざわサクラタウンなど多くの方が集う場所
に卸す際に、これまでのような手作業で大量のショコラを包装
することでお菓子にダメージを与えてしまうのを避けるために、
瞬時にパッキングできる設備が必要だと考えていた。しかし、
その設備が高額だったため、令和３年10月当所中小企業相談所
主幹の鈴木（現当所中小企業相談所長）に相談した。
相談を受けた鈴木は、「経営革新計画の承認取得とものづく
り補助金の採択を目指しましょう」と伝えた。それは、ものづ
くり補助金は、ものづくりやサービスの新事業を創出するため
に、革新的な設備投資やサービスの開発、試作品の開発などの
サポートをするための補助金で、採択されれば対象となる設備
費用の３分の２が補助額として交付されるからだ。とはいえ、
採択率は30 ～40％と決して簡単なものではなかった。
そこで、自分たちが策定した事業計画が埼玉県に承認されれ
ば、ものづくり補助金の審査において加点され採択により近づ
くので経営革新計画の承認取得に向けて取り組み、12月末に承
認された。高橋社長は「本当に大変だった。様ざまな書類を出
さなければいけないので、一人では絶対に出来なかった」と当
時を振り返る。
し か し、 こ れ で 終 わ
りではない。ものづく
り補助金の申請期日が
２月上旬なので、１月
にはものづくり補助金
の申請に向けて事業計
画書の策定に取り組ま
なければならなかった。
コロナ禍ということも
狭山茶テリーヌショコラ

あり対面での打合せが難しく、高橋社長と鈴木は毎週Zoomに
よる打合せを数時間かけて行い、ついに、ものづくり補助金の
採択を勝ち取ることができた。
今回の取り組みについて話を聞くと、鈴木は「高橋社長の想
いが込められた事業計画となっている。自分としてはやれる事
は全てやったが、正直、採択されるという自信はなかった」と
振り返る。高橋社長は「経営革新計画と同様に、様ざまな書類
を出さなければいけなかったので大変だった。鈴木さんと商工
会議所のおかげで高額な設備を国からの補助金で配備すること
ができたので本当に感謝している」 そして最後に「こういう
制度があることを知らない経営者は、私以外にも多くいると思
うので、何かあれば商工会議所に相談して欲しい」と高橋社長
は話してくれた。

中小企業相談所
鈴木所長からのメッセージ
高橋社長とのご支援を通じたご縁は、もう17年になります。
美味しいお菓子をまごころを込めて作られており、皆さまに笑
顔の和を広げています。地元所沢の産品を使った商品開発に積
極的に取り組まれており、今後も商工会議所は全力でご支援し
てまいります。お店にもぜひお出かけください。

【会社概要】
株式会社エミール
代表取締役 高橋 秀世
住所：所沢市泉町 1837-6
TEL：04-2923-0234
H P：https://emile.cc/
社員・スタッフ：26 人
事業内容：洋菓子製造販売
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会員事業者の皆様の「わからないこと」
「悩んでいること」
「困っていること」
「誰に相談していいのかわからない」など、
どんなことでも構いませんのでご相談ください。私たち職員や専門家が責任をもってご対応いたします。

【専門家相談】要予約・相談無料・秘密厳守
相談項目

相談員

相談日 ( 土日祝日の場合は翌営業日 )

主な相談内容

発明・特許相談

弁理士 大内 秀治

毎月第 1 水曜日
予約時調整 (1 週間前までの予約 )

実用新案、商標、特許、 意匠に関すること。

法律相談

弁護士 德永 眞澄

毎月 15 日午前 9 時〜正午
月曜日の場合は翌営業日

事業上のトラブル、企業法務に関すること。

税務相談

税理士 安藤 悠喜

毎月 20 日 午前 9 時〜正午

会計、経理処理、税務に関すること。

労働・社会保険相談

担当 社会保険労務士

隔月 ( 奇数月 ) 20 日

従業員トラブル · 社会保険や労働保険加入手続き、
社員のモチベーションアップなどに関すること。

日本政策金融公庫
出張創業・金融相談

日本政策金融公庫
川越支店 所沢担当

毎月 1 日・15 日 ( 創業、金融 )
午後 1 時〜 4 時

融資制度・融資申込 ( 創業含む ) に関すること。

フランチャイズ経営
個別相談

セブン - イレブン · ジャパン
第３リクルート部オーナー募集担当
井出 英輔

隔月（奇数月）第２木曜日
午後 1 時〜 4 時 ( １週間前までの予約 )

フランチャイズ契約やフランチャイズ経営に関すること。
会員さま以外でもご利用いただけます。

後継者対策
事業承継・廃業相談

毎月 25 日
事業承継協会埼玉支部
( 中小企業診断士・弁護士・税理士等 ) 午後 1 時〜午後 4 時 (1 週間前までの予約 )

所沢商工会議所・
埼玉県よろず支援
拠点出張相談会

毎月第２火曜日
午前９時３０分〜正午
午後１時〜５時（予約制）

コーディネーター
近藤 美恵子

事業を承継する後継者や事業承継したい経営者、
廃業の税務、法務に関すること。
売上拡大・販路開拓・経営改善などに関すること

※各相談において、土日祝日の場合は翌営業日
※相談は無料となりますが、具体的な実行へ移る場合は、各専門相談員が所属する機関の規定による費用 ( 実費 ) が必要となることがあります。

相談事例 1 : 創業資金相談

日本政策金融公庫 川越支店
上席課長代理 井上直裕

相談事例２ : 埼玉県よろず支援拠点出張相談

相談 : 洋菓子店を母と一緒に始めたい！
対応 : 当初はパティシエの経験を活かし、ママ友をターゲットに高級
ケーキを販売する計画でした。普段使いにしては高いし、ハレの日用
だと購入頻度が低くなる。商品とターゲットにミスマッチがありました。
そこで、幼少期から親しんだ母のケーキをベースにバリエーションを
増やし、ママ友のニーズにも応える計画に修正。地元の金融機関にも
働きかけ協調して希望通りの融資を実行しました。

コーディネーター :
近藤 美恵子

相談 : 補助金活用を考えてますが、複数の補助金を同時に申請しても
よいでしょうか。
対応 : まずは、補助金受給による効果（目的）を整理したうえで、活用できる補助
金を検討しましょう。補助金によっては、同じ事業内容にて他の補助金申請を行う
ことができないものや同じ補助金を複数回申請できないものもあります。補助金は
採択後の事務手続きや、資金調達など、やるべきこともたくさんあります。商工会
議所等の支援機関やよろず支援拠点に相談して、優先順位を付けて対応しましょう。

とても、ためになる話
【敵を知り己を知れば百戦危うからず】
孫子の兵法にある一節ですが、事業の場合の「己」は自
社のこと「敵」は、競合のみならず、途上国が頭角を現し、
ネットビジネスが勢いづくなどの社会の変化、コロナ禍に
よる生活様式の変化、さらには、国際紛争による物価上昇
などがあります。
「敵」が大きく変化する中で、商売や事業も今まで通り
のやり方で、今まで通りの利益を達成できる情勢ではなく
なっていますので、事業を承継する前に、「自社の事業が
成長できたのはなぜなのか？」、「どのように利益を創出し
てきたのか？」、「近年の社会の変化の中で、事業をどのよ

事業承継士・
中小企業診断士：
大沢 誠一

所沢で創業４2 年
「食」厳選焼肉、おいしさは永遠のテーマ
心地よい空間・サービス・変わらぬ美味しさ、
食を通して幸せと笑顔をそんな想いを届けたい・・・

うに変えていく必要があるのか？」を、後継者に伝える、
もしくは、一緒に考えていく必要がりあます。
しかしながら、具体的にどのようにすれば良いのかが分
かり難く、日頃の事業が忙しい中で、問題先送りになって
いる場合が非常に多いです。事業の規模や内容、家族構成、
資金状況、資産状況などにより、なにをどうするかは千差
万別ですが、事業承継計画を立てることで、具体的な ｢道
筋｣ を明確にすることが可能です。
一般的に事業承継には、いろいろな専門知識が必要にな
りますから、専門家と一緒に事業承継の ｢道筋｣ を作って
みませんか？ 手遅れにならないうちに。

大人数でも対応できるお座敷！
ご商談・ご宴席、ご家族やご友人
とのご会食など、大切なハレの日の
ご利用をお待ちしております。

( 黒毛和牛上カルビ弁当 ) 要予約

《プロが選ぶ王道の味》安心・安全・健康
オーナーシェフ自ら選んだ銘柄黒毛和牛・地場産の新鮮な野菜・生産者直送のお米
（魚沼産）
・数々の名酒等など、又焼肉のタレからキムチすべてを手作りし素材の良
さを生かした本物の味を日々探求しております。

焼肉韓菜

当店では「焼肉ソムリエ」の
公認資格者がおります
お気軽にお声をお掛け下さい

（予約）
和っ黒（ワッコク） TEL:04-2968-8929
所沢市東町 12-37 船橋ビル２F

【営業時間】ランチタイム AM11:30 ~ PM15:00 (L.O. 14:30)
ディナータイム PM17:00 ~ PM23:30 (L.O.22:45)

【定 休 日】
お問合せください

とこなび https://tokorozawa-navi.com/shop/wakkoku Twitter @wakkoku8929
Facebook https://www.facebook.com/ 焼肉韓菜 ̲ 和っ黒 ̲102453641916904/
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■ 中小企業相談所関連情報

埼玉県経営革新デジタル活用支援事業補助金

のご案内

当補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金の規模に満たない事業再構
築として、デジタル技術を活用した経営革新計画の実行に必要な費用を埼玉県が補助するものです。第３回では、令和４年４月１日㈮か
ら令和４年９月30日㈮までに承認（変更承認を含む）を受けた経営革新計画に基づき事業を実施するものを対象とする予定です。

以下のすべての要件に該当する者
①埼玉県内に登記簿上の本店(個人事業主は住民票上の住所地)及び主たる事業所を有すること
②組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること

対象者

③令和４年４月１日㈮から令和４年９月３０日㈮までに経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けている者で、
その承認を受けた計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性
向上、販売促進等を行う中小企業等
④令和２年４月以降の任意の３か月の合計売上高が、令和２年３月以前の３か月の合計売上高より１０％以上減
少していること
⑤補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること

補助対象経費

補助率・補助額

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、
外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と
認める経費
※補助金交付申請時に支払が完了しているものは対象外です。
●補助率:補助対象経費の２分の１
●補助額:上限150万円（ただし、補助対象事業費は100万円以上とする。）

公募期間（予定） 令和4年10月11日㈫～令和4年11月25日㈮ ※当日消印有効
お問合せ

所沢商工会議所では、経営革新計画の作成に向けて専門家を活用した支援を行っています。
（原則無料）
経営革新計画の作成支援をご希望する方は、お早めに当所までご連絡ください。
【お問合せ窓口】当所中小企業相談所

TEL:04-2924-5581

上半期源泉所得税 納付個別相談会
納期特例による上半期源泉所得税の納付期限は、７月１1日（月）となっております。当所では、給与所得に係る
源泉所得税の正しい「算定方法」
「納付書の作成」について個別相談会を行います。どうぞご利用ください。
日

時

７月5日
（火）、6日
（水） 9：30～11：30、13：30～15：30

場

所

所沢商工会議所

相談室

※予約不要

※受付へお声がけください

対象者

専従者、従業員などの給与の支払いのある事業所（税額がゼロの場合でも納付書の提出が必要です）

持ち物

白紙納付書（ 領収済通知書）、令和4年分源泉徴収簿および帳簿、令和3年分下半期源泉所得税の納付書控え

※電話・メール・オンラインでの対応も行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手指消毒とマスク着用にご協力お願いします。 また、発熱等の症状が
ある方、体調のすぐれない方はご無理なさらず別日での個別対応も可能ですのでご連絡ください。

お問合せ ▶ 当所中小企業相談所 ○ TEL：04-2924-5581 ○ E-MAIL：soudanjo@tokorozawa-cci.or.jp

ドクター の み な さまを 全 力 で サ ポ ートします

クリニックに関する
「個別相談会」開催中！
毎月第１日曜日
（事前予約制）

クリニック開業や税務、労使に関して
各専門家が丁寧にお応えします。
お気軽にご相談ください。

クリニック開業支援

医療法人化

節税対策

円満医療承継

クリニック経営サポートセンター

（運営）
舟越会計事務所
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ご予約はこちら

クリサポ

所沢

tel : 04-2924-4908

検索

http://www.clinic-zeirishi.com/

お 知らせ
information

商工会議所
青年部

■お知らせ・information
に講じながら、こういった形で積極的に事業
を行ってまいりたいと考えております。

農商工連携のための勉強会
「テーマ別ミーティング」を
開催します

から

定時総会

所沢市は地元農産物などを活用した新たな

５月19日㈭、当所会議室において、所沢商
工会議所より荻野会頭、倉片副会頭、金子専
務理事、埼玉県商工会議所青年部連合会より
松永副会長を来賓にお迎えし、
「令和４年度
定時総会」を開催いたしました。
定時総会では、原会長が議長となり、令和

行政・他団体 から

商品やサービスを生み出すために農商工連携
を推進しています。今回の「農商工連携のた

令和４年度 西武信用金庫
地域みらいプロジェクト助成金の
贈呈を受けました

めの勉強会」は、テーマ別のミーティングを
３回開催します。

この度、西武信用金庫狭山ヶ丘支店より、

●日時・場所：

３年度の事業報告および収支決算について審

令和４年度地域みらいプロジェクト助成金50

①令和４年７月13日㈬

議され、審議の結果、承認可決されました。

万円の贈呈を受けました。この「地域みらい

市役所８階大会議室

総会終了後には、さいたま商工会議所青年

プロジェクト」とは、地域の経済や産業を活

午後１時30分～

②同月21日㈭・③同月28日㈭ 午前９時15分～

部の国府田氏を講師に迎え、５月例会「RUN

性化する事業に対して支援するための取組で、

所沢市観光情報・物産館YOT-TOKO

＆ GUN ジェンダーレス社会における美容

西武信用金庫から助成金を申請した支援団体

※各回１時間程度を予定

についての作戦会議」と題して講演会とカッ

に対し贈呈されるものです。所沢商工会議所

トショーが開催されました。参加者一同、身

では、この助成金をこれから所沢市内で開業

●対象：農業者・商業者・工業者など

だしなみを整えることで取引先やお客様に与

を予定されている方など、地域産業の活性化

●定員：各回抽選15名程度

える印象の違いを学べました。

を推進するための事業に活用してまいります。

●申込み：６月10日㈮～24日㈮までに
産業振興課へ申込書を提出
☎04-2998-9157
テーマ（６月上旬決定）や
詳細は市HP（農商工連携）を
ご確認ください。

女性会
「顔合わせ研修会」
令和４年４月22日㈮に所沢商工会議所女性
会では「顔合わせ研修会」として西武園ゆう
えんちでの視察研修を実施しました。
女性会では新型コロナウイルス感染症の影
響により、過去２年間は満足な活動ができて
おりませんでしたので、今回の研修会は久し
ぶりの事業となりました。2021年にリニュー

令和 3 年度「トコちゃん共済」配当金のお知らせ
トコちゃん共済は、
所沢商工会議所がアクサ生命保険㈱と締結した定期保険
（団体型）
（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）
と当商工会議所独自の給付制度を会員の皆さまにご利用
いただくものです。

保険期間

令和3年度「定期保険(団体型)」からのお支払い実績は、
お支払実績 死亡保険(1件)500,000円、入院給付金(1件)30,000円、
ガン入院一時金(5件)140,000円、6大生活習慣病入院一時金(4件)110,000円
定期保険
（団体型）
について、１年ごとに収支計算をおこない剰余金が生じた場合
には配当金としてお返しいたします。
令和３年度の配当金は、
次のとおりです。

アルオープンした西武園ゆうえんちですが、
やはりコロナにより足を運んだ経験のある会
員様は少なく、「昭和レトロ」をテーマにリ
ニューアルされた西武園ゆうえんちは会員の
皆様にとって興味深く、また懐かしさを感じ
させる雰囲気であり、好評のうちに事業は終
了しました。
本年度は新型コロナウイルスの対策を十分

保険期間は１年間（４月１日～３月31日）で、毎年自動的に更新されます。

配 当 金

（a）１口あたり掛金月額
（b）１口あたり配当金
（c）１口あたり配当率

880円
158円（158円 x 12ヶ月＝1,896円）
158円÷888円＝17.95％

●配当金振込日：令和４年７月19日㈫を予定しております。
●配当金振込先：トコちゃん共済の掛金振替口座

【お問合せ先】当所業務課 TEL：04-2922-2196
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5月通常議員 総 会（ 決 算 総 会 ）開 催

─ 令和3年度事業報告並びに6会計収支決算報告などを承認!! ─
令和４年５月30日㈪ベルヴィ ザ・グランにて通常議員総会が
開催され、令和３年度事業及び６会計の収支決算の報告、役員・
議員改選に係る選挙管理委員会の委員委嘱についての８議案が
全て承認され、その後、会員入会脱会の報告が行われました。

2．経営発達支援計画に基づく事業展開
経営発達支援計画に基づき、小規模事業者の事業の持続的発
展を支援するため、成果目標を掲げ、「BIZミル」を活用した
経営状況の分析並びに専門家を活用した事業計画策定支援を実
施した。101社の小規模事業者の経営分析を行い、内56社の事
業計画策定支援を実施した。

令和３年度事業の総括的概要
令和３年度の所沢市の経済において、産業による回復の度合
いには差が出てきている。依然業況の厳しい産業では、第４波
から繰り返されたまん延防止等重点措置と緊急事態措置要請、
解除に翻弄された１年となった。しかしながら、コロナ禍の影
響が比較的少なかった市内事業者であっても、ロシアのウクラ
イナ侵攻は、即座に資源価格高騰に結び付き、企業努力だけで
は解消できない状況を生み出している。
そのような中にあって、「連携と伴走型支援で所沢創生を!」
を令和３年度のスロ－ガンに掲げ、経営指導員中心に、コロナ
禍の支援窓口として万全の受入体制を組み、地域事業者に寄り
添った支援を実施してきた。
コロナ禍で創設された各種支援金や助成金、補助金の申請に
あたっての事前確認、事業再構築補助金の事業計画書や経営革
新計画の策定支援では、国・県の関係機関や専門家集団との連
携により支援機能の強化を図ってきた。
また、今年度は、コロナワクチンの職域接種を当所新規事業
として実施した。国の要請もあり、自治体の行う集団接種との
連携で接種の加速を図り、経済活動の早期正常化を目指すべく、
会員・非会員を問わずワクチン接種を広げることができ、中小
事業者支援及び地域貢献に繋がったものと自負している。
さらに市との連携では、コロナ禍で深刻な影響を受けた市内
飲食店を支援し、地元の消費を喚起することで市内経済の回復
を目指した「ところざわ応援食事券事業」に事務局として参画
した。令和３年度事業計画で定めた重点項目ごとの成果は、下
記のとおりである。

3．中小企業の人材育成と雇用の確保
雇用維持や人材確保のため、人材育成・能力開発セミナー等
を実施した。感染症対策を講じての新入社員研修をはじめ中小
事業者の人材育成や雇用の確保を支援した。
会員事業所の従業員定着を目的とした永年勤続優良従業員表
彰は、表彰式の開催は中止したものの、昨年度を上回る21事業
所110名の従業員を表彰した。
4．意見要望活動の積極的展開
各部会や委員会等で検討された意見・要望を集約し、日本商
工会議所並びに埼玉県商工会議所連合会などと連携を図り、適
宜適切に行政や関係機関等に対して、意見・要望活動を展開し
た。なお、要望事項等は以下のとおり。
○所沢市への要望
コロナ対応の支援金給付及び雇用調整助成金個別相談会の
実施など
○関係国会議員への要望
税制改正に関する要望、国道・交通機関インフラ整備
○所沢市長への要望
令和３年度各種事業への補助金等の交付要望
○一般社団法人埼玉県商工会議所連合会を通じて関係行政等
への要望
小規模事業者等支援の一層の強化、雇用維持のための制度
と取組強化、飲食店・小売店等に対する支援、販路開拓・
取引斡旋等に対する支援の重点要望及び個別要望

1．中小企業支援機能の強化
まん延防止等重点措置、緊急事態措置の合間を縫っての巡回
や感染症防止対策を講じた窓口相談、開業ゼミナール、各種専
門相談などを所沢市や関連団体等との連携を図り実施した。日
本商工会議所の委託事業として実施した「新型コロナウイルス
感染症対応のための経営相談体制強化事業」は、令和３年度の
特徴的な事業で、相談総件数は115件であった。

5．地域活性化・地域ブランド力の推進
地域活性化を目的とする「ところざわまつり」は、３年連
続で中止となった（新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
る実施見送りは、２年連続）
。中心市街地の４商店街で構成
する「とことこまちづくり実行委員会」との連携による新
三八市などのイベント、所沢市中心市街地活性化拠点施設
ところさわまちづくりしょうてん
一部規模を縮小し事業を展開した。
「野老澤町造商店」の事業は、
また、所沢駅周辺の街づくりに関する協議、所沢ブランド特産

〜心を込めてお届けします〜
・ファシリティマネジメント

・清掃事業サービス

・プロパティマネジメント

・特殊清掃

・修繕リニューアル工事・建物設備更新工事・施設警備

・所沢市観光情報・物産館「YOT-TOKO（よっとこ）
」代表企業
新日本ビルサービス株式会社
http://www.snb.co.jp

彩の国マルシェ

https://sainokunimarche.com/
本社・CS センター

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4-22-11 TEL:048-667-3900 FAX:048-667-3663

所沢オフィス

〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 1-9-2 アデランタル武蔵野 201
TEL:04-2937-5404 FAX:04-2937-5409
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■ 5 月通常議員総会（決算総会）開催
品認定など行政や関連団体との連携により地域の活性化や地域
ブランド力の推進に資する事業を展開した。

促進されたことで、
予算額を上回る収入が確保できた。なお、
「会
員増強運動」においては、新規加入は昨年度比+68件の202件、
脱退は昨年度より２件少ない132件に抑えることができ、会員
数は純増となった。

6．インバウンド需要への取組み強化
年度当初は所沢市や関係機関等と連携を図り、東京オリン
ピック・パラリンピックの開催と観光資源としての「ところざ
わサクラタウン」の相乗効果によるインバウンド需要への対応
策を実施する予定であった。しかし、新型コロナウイルス感染
の水際対策としての入国規制により訪日外国人観光客の来日が
見込めず、積極的な事業は実施しなかった。

8．働き方改革への取組みと健康経営
中小事業者の健康経営の取組推進は、人手不足解消や働き方
の多様化の対策として、また従業員の健康維持による生産性向
上に有効な手段として、働き方改革に直結する課題である。令
和３年度は、その取組みとして埼玉県やアクサ生命保険㈱主催
の健康経営セミナーを後援した。

7．組織・財政基盤の強化
例年同様に、役員・議員・職員が一丸となった「会員増強運
動」を展開し、会員数の増加に努めた。また、事業収入確保の
ため各種共済制度の普及、検定事業やパソコン教室運営事業の
展開などにより組織及び財政基盤の強化を図った。コロナ禍に
おいて、商工会議所の存在意義の理解が進み、サービス活用が

以上が、令和３年度の事業計画における重点項目に対する令
和３年度の取組概要の報告である。新型コロナウイルス感染拡
大の影響はあったが、感染症対策を講じ、実施方法に工夫を加
えることで、会員の事業所をはじめ役員・議員、関係機関や団
体などの協力・連携によって、
各種事業を遂行することができた。

令和３年度一般会計・各特別会計（合算）収支決算
収入の部

（単位

区分
会費 ･ 負担金収入
交付金 ･ 補助金収入
事業収入
企業年金契約給付金受入
雑収入等
積立金取崩収入
退職積立金取崩収入
繰入金
繰越金
収入総計

一 般
中小企業相談所 特定退職金共済事業
67,369,000
55,295,020
65,767,687
18,220,876
1,069,805
80,254,000
84,052,093
2,983,914
663,674
4,831
0
0
161,839
14,000,000
5,060,367
47,056,617
293,363
205,087,266
72,561,533
164,604,287

収益事業

労働保険事務組合

商工会館運営

85,617,491

10,830,539

12,786,370

157,235

46,220

7,349

30,919,254
116,693,980

6,008,396
16,885,155

2,762,827
15,556,546

事業費
共済事業給付金
人件費
賃借料
一般管理費
公課分担金
積立金
退職積立金
繰出金
退職金
予備費
支出総計

一 般
中小企業相談所 特定退職金共済事業
78,254,449
9,402,637
84,052,093
22,741,802
60,985,006
4,207,543
361,200
15,675,124
2,173,890
81,445
9,374,665
0
3,402,000
76,241,300
7,000,000
5,060,367
2,755,000
0
0
144,624,607
72,561,533
164,582,381

収益事業
労働保険事務組合
49,018,031
1,198,295

商工会館運営
1,047,167

区分
収支残高
繰越金

一 般
中小企業相談所 特定退職金共済事業
60,462,659
0
21,906
60,462,659
0
21,906

支出の部

（単位
区分

27,847,052

10,384,870

5,127,816

4,566
0

0
0

179,245
55,195

6,600,000

1,000,000

6,400,000

0
83,469,649

0
12,583,165

0
12,809,423

収益事業
労働保険事務組合
33,224,331
4,301,990
33,224,331
4,301,990

商工会館運営
2,747,123
2,747,123

円）

計
67,369,000
121,062,707
208,779,081
84,052,093
3,863,223
0
161,839
19,060,367
87,040,457
591,388,767
円）

計
138,920,579
84,052,093
131,294,089
361,200
18,114,270
9,429,860
79,643,300
7,000,000
19,060,367
2,755,000
0
490,630,758
（単位

円）

計
100,758,009
100,758,009
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■ わが社の推し社員／わたしのところざわ

わが 社の 推し 社 員
今月の推し社員は、長沼商事株式会社の「TEAM SDGs」
のみなさんです。

知らなかったからこそ、
伝えられることがある
金属リサイクルを通じ、一貫して地球環境と地域への貢献に
取り組んできた長沼商事株式会社が、法人化70年の節目を機に
立ち上げたのが「TEAM SDGs」です。会社全体を巻き込んで取
り組みたいという社長の想いを「TEAM」という言葉に込め、社
長も含めて、経歴も部署も異なる５人が集まりました。
ちゃんとSDGsに取り組むのは初めてというメンバーが挑む最
初のMISSIONは、社内にSDGsを浸透させること。講師を招い
てチームでの勉強会を重ね、普段の行動もSDGsに繋がっている
ことを知り、１月には社内セミナーを企画して、全社員で楽しく
SDGsを学びました。そして「埼玉県SDGsパートナー」
「埼玉県
環境SDGs取組宣言企業」にも登録し、４月の全社ミーティング
では今後の目標などをメンバーから発表しました。
次のステージへ向かい始めた長沼商事のSDGsを未来へ繋ぐ
ため、TEAM SDGsは、新たなMISSIONに挑み続けます!
○事業所名 ：長沼商事株式会社
○代 表 者：代表取締役 長沼 浩
○事業内容：鉄屑加工・処理

あなたが知ってるとっておきの所沢のオススメの
場所（風景）・お店・施設などを教えて下さい

喫茶街道 プロぺ通り入口の横道

下を向いて歩こう

踏切を越えた先まで行くとその間に喫茶

市内には特別なデザインのマンホール

店が４軒、珈琲専門店が１軒あります。な

が色々あり、この何故か森にいるトコろ

んでこんなに集中した！？と思いましたが

んもお気に入りの１つです。かくれんぼ

いずれの店も個性があって面白いです。

をしているのか、こちらを見て踏まれな

食事ができる店も増えたので、暑い日は

いように警戒しているのか…。人によっ

この道沿いのお店で休憩してみてはいかが

ては”踏み絵”かもしれせん、気をつけ

でしょう。

て歩きましょう。

投稿者：キャッチャーさん

投稿者：さしみ さん

このページは皆様から頂いた、
「わが社の推し（自慢）社員」と「わたしのところざわ」の情報を掲載いたします。
当所ホームページ内専用ページから応募いただけます。また、FAX 応募用紙も掲載しておりますので、
ダウンロードして頂き応募いただけます。

【お問合せ】所沢商工会議所 業務課 04-2922-2196
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当所 HP
会報誌 Sora
ページ

■製品＆サービス

Products & Service
Information

会員 No.9404

田無駅徒歩3分
コワーキングスペース＆
レンタルスタジオOK西東京

このページでは会員の皆様が扱っている
製品や商品、サービスを紹介いたします。

テレビ朝日「東京サイト」で
もご紹介頂いた、赤ちゃんを
抱っこして行うヨガエクササイ
ズ「ハグヨガ®︎」を提供するヨ
ガスタジオが運営するコワー
キングスペース・シェアオフィ
ス・バーチャルオフィスです。
併設のスタジオは、レンタルスペースとしてご利用頂く他、
リアル＆オンラインでヨガクラスやインストラクターの育成も
行っています。行政などからも市民向けのWEB・SNS配信事
業の委託を受けている、女性ならではの目線での事業を展開し
ています。

掲載をご希望の会員様は以下の情報をご提供ください
① 事業所名
④ 電話番号

② 代表者
⑤ URL

③ 住所

⑥ E-mail

⑦ 紹介文 (1) 見出し文字…40 字まで
(2) 文章…220 字まで
(3) 画像データ（内容のわかるもの）
提出方法

メール sora@tokorozawa-cci.or.jp

掲載月

申込状況等により調整させていただ

		

きますので、お問合せください。

原稿締切

発行月の前月 15 日

一般社団法人 Hug&Yoga 協会

お問合せ

所沢商工会議所 会報誌担当

代表理事 伊勢 佳弥子
東京都西東京市南町 5-3-5 サウスタウン 201
TEL: 080-8492-9530
HP: https://oknishitokyo.com

TEL : 04-2922-2196 FAX : 04-2923-6600

会員 No.9043

会員 No.9394

所沢で "健康のために何かを始める・
家族で健康を愉しむ" ならONE'Sへ！！

西武池袋線
「狭山ヶ丘駅」
東口から徒歩1分、
P有
白い壁に緑の屋根の鍼灸院です

私たちがお届け出来るものは、「健康」・
「学習」・「感謝」の３つです。
◯「健康」 人工的なものではなく、自然
本来のありのままのハダカのモノ。
◯「学習」 人生を豊かにし、楽しく生き
抜くための、一生涯続けられるモノ。
◯「感謝」 自分と周囲を繋ぎ、コミュニ
ティを作るモノ。
この電子社会の便利な時代だからこそ、手間をかけて想いを
詰め込んだ不便なモノを届けたい。
これらの想いを直に感じて頂き、「本物」を手にとって頂き
たいと思います。

当院は東洋医学を基にした
鍼灸・推拿を中心に、健康（治
療と予防）・美容のお手伝いを
致します。
コンセプトの「人と自然の調
和を考えた治療」では、症状の
治療と平行して「気」を調整し
「自然治癒力」も高めて体全体を健康に導きます。
また、「重力に抗う」をテーマに美容鍼灸のメニューもご用
意していますので、是非ご利用ください。
当院はお客様が抱える症状やお悩みに真摯に向き合った施術
を行っています。

株式会社 ONE'S International

tenjin はり灸院

代表取締役 完戸 勇磨
所沢市日吉町 6-6 パシオネンテ 401・503・603
TEL：047-401-6323 Mobile: 090-4394-9718
HP：https://tsuku2.jp/ones-international

院長 佐藤 義則
所沢市東狭山ヶ丘 1-7-7
TEL：04-2941-2905
HP：https://www.tenjin-hari.jp
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健康
広場

まだまだ新型コロナ

プ

ーチンのロシア軍がウクライナに侵攻して 3 カ月以上が経過している。ウクライナの首都占領に失敗し
たが、東部、南部戦線で今も激しい戦闘が続いている。世界中の注目がウクライナに集まっていて日本の

トップニュースでもウクライナ情勢が多い。それはそうだろう、プーチンが“化学兵器や生物兵器、さらに核兵
器の使用を仄めかし、世界中に恐怖の拡散をしている″ことに目が離せないのだから。

ロ

シア軍のウクライナ侵攻によりテレビの取扱いは減ったが、日本中ではまだ新型コロナウイルスが猛威を
振るっている。ずっと第６波が続いているのである。前立腺肥大の切れの悪い尿線みたいにだらだらと…

続いていて終わりが見えない。

現

在流行中のオミクロンの２種類は、新型コロナの典型的症状である肺炎・気管支炎・味覚嗅覚障害などは
少なく、喉の痛みが強く出ることがある。ときには口内炎ができることもある。解熱していてもである。

新型コロナの重症度分類は酸素飽和度、つまり、肺の損傷度と機能低下を指標にしているので咽頭痛は一見関係
ない。小生も「たかが喉痛が…」と思っていたが、ウクライナでの戦闘に置き換えると兵站が攻撃されて途絶し
た状態とも云える。つまり、病気と闘う体力・気力には栄養と水分補給が大切だが、咽頭痛のため食餌が取れな
くなり、低栄養と脱水が進み全身状態が著しく悪化するのである。当院のケースでは新型コロナの自宅療養中、
突然腹痛と顕血便が出現し患者さんが「重症コロナになってもうじき死ぬ！」とパニックになった事例があった。
新型コロナに感染したのもショックだったのに血便まで出たら、さらにショックであったろう。元々便秘気味だっ
たところに、咽頭痛のため食餌・飲水不足がおこり脱水になって腸管の血液循環不全がおこり粘膜障害が起きた
のでは？と推察したが、確信は今ひとつだった。ただ、救急車を要請してもすぐに入院先が見つからず患者さん
はさらに不安になるだろうと思った。しかたないので、スタッフ同意のうえ患者さんを
クリニックに受入れステロイドと止血剤と抗コリン剤を混合して点滴静注した。「仮説
が合致していて状態がよくなりますように！」と祈ったのが効いたのか、翌日よくなっ
たので安心したことがあった。ここまでいかなくても、食餌が摂れないことで栄養状態
の悪化から衰弱を招くことは数例経験したので、たかが咽頭痛と侮れない。しかも、オ
ミクロン感染自体に嘔気・嘔吐・下痢などの消化器症状が前面にでるタイプもあるので
さらに厄介である。

消化器内科クリニック 院長 岩下悦郎
E-MAIL etsuo-i@sk9.so-net.ne.jp

企業法務・相続・不動産案件に特化、
「中小企業診断士」
・
「社労士」
としての知見・ネットワークと
「家事
調停官」
としての経験が他の弁護士と異なる最大の強みです。

従来の法律事務所における企業様向け法律顧問契約では、法律事務所の方から、顧問先様に対して積極的に

情報提供やご提案をすることはあまりありませんでした。そこで、当事務所では、顧問先様に顧問契約のメリッ

トをより感じていただけるよう、令和３年４月から
「武蔵野経営労務事務所」
という社労士事務所を併設し、
顧問先様向けの付加サービスとして、助成金や補助金の申請サポート業務を開始いたしました。顧問先様から
特に法律相談等がなくとも、当方から積極的に顧問先様が活用できる助成金や補助金の情報提供やご提案を
いたしますので、
この機会に是非、当事務所との顧問契約をご検討下さい。

代表弁護士・中小企業診断士・社会保険労務士

〒359-1116 埼玉県所沢市東町 10-18 グリーンビル４階
TEL:04-2936-8666 9:00〜20:00( 土日祝日を除く）

加藤 剛毅
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編集後記

“今月の会員優待サービス”

昭 和 47 年 5 月 15 日（ 当 時 高 校 2
年生）、アメリカ世から大和の世（ドル

sample

映画鑑賞券の特別販売について

想いも及ばない内地で沖縄の人が偉く
なっている。凄い！と記憶。縁あって所

【優待内容】（料金・税込）￥1,900 →￥1,200

沢市に住んで 36 年。当時と比べられな

【申込方法】チケット代金をお持ちの上、

いくらい沖縄は豊かになりました。ただ

所沢商工会議所・総務課窓口までお越しください。
【お問合せ】当所総務課 TEL：04-2922-2196 Email : info@tokorozawa-cci.or.jp

なお、映画鑑賞券は、劇場窓口にて座席指定券との引き換えが必要となります。
映画鑑賞券には有効期限（販売日から3ヶ月）がございますので、
ご注意ください。
〈主な公開
（予定）
作品〉
6/17(金)より公開予定「バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版」 出演／ディーン・フジオカ他
6/24(金)より公開予定「映画 それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル」

今月の皆さまの声

漢字リスト
模 竹

明
見

明

上田 福三

見 心

供

梅 発

著作権記事
模
万
Ａ異

国

雲調 肉用 節
旗 雨
松 空
竹様 供気 梅 発

情

調

用

様

気
答：

時異

万 Ｃ

旗

松 空

Q ２ 今後掲載してほしい記事やご意見などをお聞かせください。

情

①
Ｃ 皆さまの声にお応えし 答：
解答を充実させました

5 月号の答え

三 社 祭

司
会

一
社

員

則
祝
祭
日

糖

方

子
草

三

菜

温
多

母
囃

汁

ウェブでの
ご意見は
こちらから

件

広報委員

 １
Ｐ
□表紙
Ｐ２
□会議所スケジュール＆まちぞうかわら版
Ｐ３- ５ □（特集）株式会社ジェイコム埼玉・東日本 所沢局
地域の人々と「Face to Face」で繋がりたい
Ｐ６
□会議所相談
Ｐ７
□専門相談
Ｐ８
□中小企業相談所関連
Ｐ９
□お知らせ（information）
Ｐ 10-11□ 5 月通常議員総会 ( 決算総会 )
Ｐ 12
□わが社の推し社員 / □わたしのところざわ
Ｐ 13
□製品＆サービス
Ｐ 14
□健康広場
Ｐ 15
□会員優待サービス / □クロスワード アンケート

キリトリセン

子

時

れますように！

Q １ 参考になった、印象に残った記事は何ですか ?( 複数選択可 )

□最後に、A〜Cのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてください
から漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成させましょう。
の文字は１回しか使えません。
に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてください。
①
Ｂ
Ａ
国 雲 肉 節 雨

心

そして世界に軍備がいらなくなる日が訪

「Sora」では、読 者の 皆さまの声を記事に反 映させる
ためアンケートを実施しております。以下の質問をご記
入いただき、こちらを切り取ってハガキに貼り付けるか、
FAX、メール、ホームページ、郵便のいずれかにて当所
業務課へ６月末日 ( 必着 ) までにご回答ください。

リストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成させましょう。
□リストから漢字を選び、
空いたマスを埋めてクロスワードを完成させましょう
詰めクロス
ひとつの文字は１回しか使えません。
□ひとつの文字は1回しか使えません
最後に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてください。

件

あることです。一日も早くウクライナに、

皆さまの声をお聞かせください !

漢字詰めクロス

子

変わらないのは常に戦争の恐怖が身近に

※「BOXプレミアム」ではご利用いただけません。
※オンラインチケット予約ではご利用いただけません。
※ご来場の際は、
マスクのご着用をお願い申し上げます。

① 中小商店の動向について知りたい(元町)
② とても素晴らしい幼稚園がある事を知りました！(星の宮)
③ コロナ禍における融資の活用(緑町)

Ｂ

古島の新聞の正月版に「謹賀新年 所沢
市議会議員 安座間 正松」とあり、当時、

新所沢レッツシネパークでは、
“全席プレミアムシート”
を
コンセプトに掲げ、
より良質な鑑賞環境を提供しています。

※座席指定券への引換は通常2日先の分まで可能ですが、
新型コロナウイスル感染予防のため当日引換のみとな
る場合がございます。
※3D上映作品では、差額を劇場窓口にて頂戴いたします。

から円）。あれから 50 年、復帰前の宮

類
推

騒
食

動

答：三社祭

物

抽選会の実施について

クロスワードの答え

抽選は、四半期（３ヶ月ごと）に一度行っています。
プレゼントはクオカード（3,000 円分）等を予定しています。
※応募は各月一回までとさせていただきます。

B

A

C

事業所名 （
: 任意）

アンケートの応募方法はこちら
所沢商工会議所 業務課
〒359-1121 所沢市元町 27-1 所沢ハーティア東棟 3 階
TEL:04-2922-2196 FAX:04-2923-6600

住

所

氏

名

TEL

ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの抽選、本誌「Sora」の誌面作成目的以外には使用し
ません、なお、当選者の事業所名・氏名を公表させていただきますので、予めご了承ください。
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平岩建設にご相談ください！
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