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〈特集〉第274回常議員会・臨時議員総会 開催

荻野 敏行氏が会頭に再任
● インボイス制度に向けた準備 （2023 年 3 月 31 日までに登録申請が必要です）
● わが社の推し社員　株式会社マインズ「モンファミィ小手指チーム」のみなさん

所沢商工会議所　会報誌　「そら」

撮影場所：所沢市北野南撮影場所：所沢市北野南
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Schedule 商工会議所スケジュールContents  目 次

03
12 月 December
 1日㈭ 日本政策金融公庫出張創業相談
 2日㈮ 専門家による経営相談（12/2,6,8,12,14,16,20,22）
 5日㈪ 専門サービス業部会経営セミナー
 6日㈫ 第20回開業相談会（12/6,13）
 7日㈬ 発明・特許相談
  電子帳簿保存法の対策ポイントセミナー
 10日㈯ サンタを探せ！2022
 12日㈪ 歳末懇談会
 13日㈫ 所沢商工会議所・埼玉県よろず支援拠点出張相談
 15日㈭ 法律相談／日本政策金融公庫定例相談
 20日㈫ 税務相談
 21日㈬ 年末調整個別相談会（12/21,23）
 26日㈪ 後継者対策・事業承継・廃業相談
 28日㈬ 仕事納め

１月 January
 4日㈬ 仕事初め
 11日㈬ 専門家による経営相談（1/11,13,17,19,24,25,27,31）
 12日㈭ フランチャイズ経営相談
 16日㈪ 日本政策金融公庫定例相談
 17日㈫ 所沢商工会議所・埼玉県よろず支援拠点出張相談
 20日㈮ 税務相談／労働・社会保険相談
 24日㈫ インボイス制度申請直前対策セミナー
 25日㈬ 後継者対策・事業承継・廃業相談
 27日㈮ 会員交流会

Contents・Schedule

第274回 常議員会・臨時議員総会 開催

荻野 敏行氏が会頭に再任

07　専門相談

08　中小企業相談所関連

09　お知らせ（information）

　　商工会議所から／行政・他団体から

11　わが社の推し社員／わたしのところざわ

12　製品 & サービス

14　健康広場

15　優待サービス／クロスワード・アンケート

所沢商工会議所会員数 : 2022.11.25現在　3,410社

経 営 相 談
どんなことでもご相談ください！
■補助金の申請相談
■融資相談
■税務相談
■金融相談
■創業・経営革新支援・新連携

共 済 制 度
事業主にも従業員にも、小さな掛金
で大きな保障が得られる共済制度
■生命共済「トコちゃん共済」など
■火災共済、自動車共済
■特定退職金共済
■中小企業退職金共済
■小規模共済　■経営セーフティ共済

事 務 代 行
■労働保険事務代行

証明・登録
■貿易関係証明の発給　

定例専門家相談
詳しくは P7 を
ご覧ください

お 気 軽 に商工会議所を活用してください！

　　【会議所相談】

共済制度、事務代行、証明・登録
TEL : 04-2922-2196

経営相談、定例専門家相談
TEL : 04-2924-5581

お問合せ

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。　
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役員の任期満了に伴う臨時議員総会を開催　荻野 敏行氏が会頭に再任 

議案 第１号　会頭選任について
議案 第２号　監事選任について
議案 第３号　常議員選任について
議案 第４号　副会頭選任の同意を求めることについて
議案 第５号　専務理事選任の同意を求めることについて

報告 第１号　議員改選結果について
報告 第２号　正副部会長改選結果について
報告 第３号　顧問委嘱の承認を求めることについて
報告 第４号　参与委嘱の承認を求めることについて
報告 第５号　所沢商工会議所会員入会及び脱会について
報告 第６号　委員会委員等の委嘱について
報告 第７号　小規模事業者経営改善資金審査会審査委員の 
　　　　　　 委嘱について

会頭
荻野 敏行
株式会社三ヶ島製作所

11月１日、第274回常議員会並びに臨
時議員総会が開催された。
臨時議員総会に先立ち開催された第
274回常議員会では、臨時議員総会に
上程する議案審議等が行われ、全議案
承認されるとともに、全会一致の承認
が得られた人事案を常議員会の総意と

して上程することが決定した。
臨時議員総会は、新議員選任後初め
ての議員総会であり、オブザーバーも含
めた出席者数は、コロナ前の数年を含
めても最多となる59名。議員・正副部
会長の選任結果と顧問・参与の委嘱の
報告、任期満了に伴う役員の選任に係

る議案審議が行われた。
臨時議員総会の冒頭挨拶で荻野会頭
は、新型コロナウイルス感染症のまん延
時期と任期が重なったこともあり、ワク
チンの職域接種実施や給付金・協力金・
補助金の申請支援等支援窓口設置など、
対応に追われる中、産業振興や地域の
活性化に資する事業・イベント等の殆ど
が中止・縮小を余儀なくされた状況につ
いて忸怩たる思いであること、今後コロ
ナ禍で傷んだ経済の回復を図ると共に、
商工会議所会頭職としての本懐を遂げ
たいとの思いが強いことなど会頭続投へ
の思いを述べた。この思いを受け、荻
野会頭の再任ほか副会頭の新任に市川
雅巳氏を提案した人事案件全て、全会
一致で承認された。これをもって、任期
満了に伴う役員・議員改選が全て終了
した。
臨時議員総会の提出議案と報告事項、
および本改選により選任された役員・議
員等は下記の通り。

第 274 回常議員会・臨時議員総会 開催

副会頭
倉片 順司
株式会社倉片人形

副会頭
髙橋 秀世
株式会社エミール

監事
田中 大貴
サンタックス合同会計事務所

監事
川野 聡
川野聡税理士事務所

副会頭
市川 雅巳
三恵不動産株式会社

副会頭
三上 誠
株式会社MIKAMI

～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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役員
役員（★：新任　●：役職等変更）敬称略

役職名 氏 名 企業の名称及び企業上の地位

会頭 荻野敏行 ㈱三ヶ島製作所 代表取締役社長

副会頭 倉片順司 ㈱倉片人形 代表取締役

副会頭 三上　誠 ㈱ＭＩＫＡＭＩ 代表取締役

副会頭 髙橋秀世 ㈱エミール 代表取締役社長

❶ 副会頭 市川雅巳 三恵不動産㈱ 代表取締役

専務理事 金子修三 所沢商工会議所 専務理事

監事 田中大貴 サンタックス合同会計事務所 パートナー

★ 監事 川野　聡 川野聡税理士事務所 所長

常議員 新井重雄 ㈱新井園本店 代表取締役

常議員 池田安弘 ㈱イケダ照明 取締役会長

常議員 井関雅晴 ㈱いせき 代表取締役会長

常議員 阿部隆義 エービーイーダイヤモンド㈱ 会長

常議員 藤倉成樹 共実工業㈱ 代表取締役

常議員 小泉　栄 ㈱小泉塗装工業所 代表取締役社長

常議員 斎藤英昭 ㈱サイケイ 代表取締役

常議員 神山佐市 ㈱埼玉スポーツセンター 会長

常議員 篠宮克彦 ㈱埼玉りそな銀行所沢支店 支店長

常議員 内田　勉 サンサイクルシステム㈱ 代表取締役

常議員 小久保修二 ㈱ジェスト 代表取締役

常議員 五十嵐俊昭 ㈱システムネットワーク 代表取締役

★ 常議員 白井博幸 ㈱シライ 代表取締役

常議員 柳　麻貴 ㈱そごう･西武 西武所沢S.C. 館長

常議員 須澤一男 ㈱第一印刷 代表取締役

❷ 常議員 齊藤吉信 ㈱タカヤマ 取締役会長

★ 常議員 本橋孝敏 所沢資材㈱ 代表取締役

常議員 澤田福衞 ㈱ところざわ自動車学校 代表取締役社長

常議員 長沼　浩 長沼商事㈱ 代表取締役社長

常議員 中　保憲 ㈱中屋本店 代表取締役社長

❸ 常議員 齋藤賢吾 ニシキ建設㈱ 代表取締役

常議員 日向貴一 日栄建設㈱ 代表取締役

常議員 鈴木真澄 ㈱日東テクノブレーン 代表取締役

常議員 平岩敏和 平岩建設㈱ 代表取締役社長

常議員 深井保壽 深井醤油㈱ 取締役会長

常議員 佐藤　薫 藤葬祭㈱ 代表取締役会長

常議員 粕谷時夫 ㈱ヘルス 代表取締役

常議員 上田福三 ㈱北斗不動産ホールディングス 代表取締役会長

常議員 見沢孝一 ㈱見沢工務所 代表取締役

常議員 鎌田健吾 ㈱三菱ＵＦＪ銀行所沢支店 支店長

常議員 本橋源太郎 ㈱本橋組 代表取締役

常議員 山田裕朗 山田食品産業㈱ 代表取締役

常議員 梶山虎雄 ㈱ユー企画印刷 代表取締役

❶ 常議員から副会頭へ
❷ 監事から常議員へ
❸ 副会頭から常議員へ
※齋藤賢吾氏、齊藤吉信氏はそれぞれ副会頭、監事をご退任されましたが、
　常議員として、引き続き当所の活動にご協力いただきます。

１号議員
立候補期間：令和４年９月９日～９月26日
定　　　数：50名　立候補者数：50名　立候補者50名が当選
（★：新任 ●：議員職務執行者等変更 ＊：常議員）敬称略・企業名の50音順

企業の名称及び企業上の地位 議員職務執行者名

㈱アイビーホーム 代表取締役 藤永　博

アクサ生命保険㈱所沢営業所 営業所長 白石正裕

㈱アティ 代表取締役 中島洋志

㈱井口一世 代表取締役 井口一世

㈱植村工務店 代表取締役 植村元昭

ウチノ看板㈱ 代表取締役 内野正幸

エービーイーダイヤモンド㈱ 会長 阿部隆義 ＊

ＳＭＣ税理士法人 代表社員 関根　威

青梅信用金庫所沢支店 支店長 市川洋之

● ㈱オフィス･サプライ 代表取締役 平佐直也

加藤商事㈱ 代表取締役 加藤一博

㈲河野製作所 代表取締役社長 河野　功

★ ㈱キノシタ 代表取締役 木下広敬

小泉運輸㈱ 代表取締役 小泉保雄

㈱サイケイ 代表取締役 斎藤英昭 ＊

埼玉縣信用金庫所沢東支店 支店長 志村嘉夫

㈱ジェイコム埼玉・東日本 所沢局 地域コミュニケーション
統括部担当部長 小山祥代

㈱ジェスト 代表取締役 小久保修二 ＊

㈱システムネットワーク 代表取締役 五十嵐俊昭 ＊

㈱住協 代表取締役 安永久人

第 274 回常議員会・臨時議員総会 開催
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昭和建設興業㈱ 代表取締役社長 石井巌一

㈱シライ 代表取締役 白井博幸 ＊

西武信用金庫狭山ヶ丘支店 支店長 小倉克己

㈱セキュリティ 代表取締役 上園俊樹

㈱セレモア所沢本社 課長 篠江竜一

㈱そごう･西武 西武所沢S.C. 館長 柳　麻貴 ＊

㈱泰電工 代表取締役 近藤泰生

㈱タカラクリーン 代表取締役 竹下竜二

● 東京海上日動火災保険㈱所沢支社 支社長 小菅美弥子

★ 所沢交通㈱ 代表取締役 加藤和伸

所沢サッシセンター㈱ 代表取締役 田中宏利

㈱日東テクノブレーン 代表取締役 鈴木真澄 ＊

㈱ハーヴィインターナショナル 代表取締役 切山英彦

㈱灰屋薬局 代表取締役 齋藤祐次

飯能信用金庫所沢支店 支店長 長谷川則夫

東日本電信電話㈱埼玉西支店 支店長 丸山　猛

★ ㈱土方プロパン 代表取締役 土方良成

● 平岩設備工業㈱ 代表取締役社長 平岩秀隆

㈱不二レーベル 代表取締役社長 文　忠則

★ ㈱二上 代表取締役 二上昌弘

㈱べネック 代表取締役 植野　茂

㈱ヘルス 代表取締役 粕谷時夫 ＊

㈱北斗不動産ホールディングス 代表取締役会長 上田福三 ＊

★ ㈱マインズ 代表取締役 堀川寛子

㈱マスダック 代表取締役 増田文治

丸政製茶㈱ 代表取締役社長 鈴木康雄

● ㈱美妻 代表取締役 石田晶久

㈱武蔵野銀行所沢支店 支店長 森田太栄

山二ガス㈱ 代表取締役社長 相田昇三

㈱和孝 代表取締役会長 上野孝二

２号議員
部会の会議開催期間：令和４年９月16日～９月22日
（★：新任　●：議員職務執行者等変更　＊：常議員）敬称略

選出部会 企業の名称及び企業上の地位 議員職務執行者名

商業 ㈱いせき 代表取締役会長 井関雅晴 ＊

商業 ㈱イケダ照明 取締役会長 池田安弘 ＊

商業 ㈱Ｍ．Ｔ．Ｍ 代表取締役 増田武英

　 商業 ㈲井花米穀店 代表取締役 井花惣次

　 商業 ㈱なかよし 取締役会長 中村幸司

商業 ㈱ミヤデン 代表取締役 宮嶋　弘

★ 商業 ㈱ヒロセ・スタジオ 代表取締役 広瀬欣也

★ 商業 ㈱コイヌマ 常務取締役 肥沼直明

工業 ㈱第一印刷 代表取締役 須澤一男 ＊

工業 ㈱見澤食品 代表取締役 見澤英一

★ 工業 ㈱矢口製作所 代表取締役社長 川名一嘉

★ 工業 ㈱タイラ 代表取締役 立石　淳

建設不動産 ㈱新藤組 代表取締役 新藤隆一

建設不動産 ㈱丸和建設 代表取締役 天野昭彦

建設不動産 ㈱見沢工務所 代表取締役 見沢孝一 ＊

建設不動産 日栄建設㈱ 代表取締役 日向貴一 ＊

建設不動産 共実工業㈱ 代表取締役 藤倉成樹 ＊

建設不動産 ㈱田中造園 代表取締役 田中由晃

建設不動産 ㈱サンエイホーム 代表取締役 川島輝彦

建設不動産 ㈲新井設備工業 代表取締役 新井孝敏

★ 建設不動産 武蔵野建設㈱ 代表取締役 奥村　稔

専門サービス業 ㈱埼玉りそな銀行
所沢支店 支店長 篠宮克彦 ＊

専門サービス業 武州瓦斯㈱
所沢営業所 所沢営業所長 吉田隆夫

★ 専門サービス業 ㈱ライフクリエイト 代表取締役 杠葉達夫

サービス業 ㈲ヘアセキグチ 代表取締役 関口雄二

サービス業 ㈱木下フレンド 代表取締役社長 木下公次

サービス業 ㈱埼玉
スポーツセンター 会長 神山佐市 ＊

● サービス業 ㈱タカヤマ 取締役会長 齊藤吉信 ＊

サービス業 ㈱吉田自動車 会長 吉田　実

サービス業 藤葬祭㈱ 代表取締役会長 佐藤　薫 ＊

サービス業 太陽折込広告㈱ 代表取締役 高橋永治

サービス業 ㈱内野自動車 代表取締役 内野一郎

サービス業 ㈱角田測量 代表取締役 道口泰己

サービス業 武蔵野
経営法律事務所 代表弁護士 加藤剛毅

★ サービス業 ㈲木下商事 店長 木下直三

第 274 回常議員会・臨時議員総会 開催

生クリームデ
コレーショ

ン
ノエルブラン

栗のノエル
たっぷりの
生クリームと
大きな苺を
一段サンドにて
ご提供いたします。

ベルギー産
ホワイトチョコ使用！

フランス産
マロンクリームと
狭山茶ババロアの
エミール特製
ノエルです

5号  ¥4,428(税込)
6 号  ¥5,184(税込)
4 号～８号サイズまでございます。

予約
限定

予約
限定

4・７・8号は
予約のみ

13cm×12cm  
   ¥3,780(税込)

16cm  ¥3,780(税込)

12月19日（月）
までのご予約で

焼菓子
プレゼント！
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３号議員
３号議員選考委員会開催日：令和４年10月４日
（★：新任　●：議員職務執行者等変更　＊：常議員）敬称略・企業名の50音順

企業の名称及び企業上の地位 議員職務執行者名

㈱新井園本店 代表取締役 新井重雄 ＊

㈱小泉塗装工業所 代表取締役社長 小泉　栄 ＊

サンサイクルシステム㈱ 代表取締役 内田　勉 ＊

所沢資材㈱ 代表取締役 本橋孝敏 ＊

㈱ところざわ自動車学校 代表取締役社長 澤田福衞 ＊

長沼商事㈱ 代表取締役社長 長沼　浩 ＊

㈱中屋本店 代表取締役社長 中　保憲 ＊

● ニシキ建設㈱ 代表取締役 齋藤賢吾 ＊

● ㈱貫井産業 専務取締役 貫井道浩

平岩建設㈱ 代表取締役社長 平岩敏和 ＊

深井醤油㈱ 取締役会長 深井保壽 ＊

㈱三菱ＵＦＪ銀行所沢支店 支店長 鎌田健吾 ＊

㈱本橋組 代表取締役 本橋源太郎 ＊

山田食品産業㈱ 代表取締役 山田裕朗 ＊

㈱ユー企画印刷 代表取締役 梶山虎雄 ＊

顧 問
敬称略

氏 名 役　　職

藤本正人 所沢市長

本橋孝義 所沢商工会議所元会頭

総務委員会
（★：新任）敬称略

役職名 氏 名 企業の名称及び企業上の地位

★ 委員長 髙橋秀世 ㈱エミール 代表取締役

副委員長 井関雅晴 ㈱いせき 代表取締役会長

副委員長 日向貴一 日栄建設㈱ 代表取締役

委員 道口泰己 ㈱角田測量 代表取締役

委員 藤倉成樹 共実工業㈱ 代表取締役

委員 長沼　浩 長沼商事㈱ 代表取締役社長

委員 粕谷時夫 ㈱ヘルス 代表取締役

委員 見沢孝一 ㈱見沢工務所 代表取締役

広報委員会
（★：新任　●：役職等変更）　敬称略

役職名 氏 名 企業の名称及び企業上の地位

委員長 五十嵐俊昭 ㈱システムネットワーク 代表取締役

★ 副委員長 斎藤英昭 ㈱サイケイ 代表取締役

❶ 副委員長 平岩秀隆 平岩設備工業㈱ 代表取締役社長

委員 白石正裕 アクサ生命保険㈱
所沢営業所 営業所長

委員 池田安弘 ㈱イケダ照明 取締役会長

委員 河野　功 ㈲河野製作所 代表取締役社長

★ 委員 木下直三 ㈲木下商事 店長

★ 委員 小山祥代 ㈱ジェイコム埼玉・
東日本 所沢局

地域コミュニケーション
統括部担当部長

★ 委員 近藤泰生 ㈱泰電工 代表取締役

★ 委員 森田純子 所沢商工会議所女性会 女性会

委員 本橋孝敏 所沢商工会議所青年部 青年部

★ 委員 長谷川則夫 飯能信用金庫所沢支店 支店長

委員 嘉部正史 東日本電信電話㈱ 
埼玉事業部 埼玉西支店

バリュークリエイト
グループ長

委員 下川健太 東日本電信電話㈱ 
埼玉事業部 埼玉西支店

ビジネスイノベーション部
総括課長

委員 佐藤  薫 藤葬祭㈱ 代表取締役会長

委員 上田福三 ㈱北斗不動産
ホールディングス 代表取締役会長

❶ 委員から副委員長へ

小規模事業者経営改善資金審査会 （マル経審査会）

（★：新任）　敬称略

役職名 氏 名 企業の名称及び企業上の地位

委員長 三上　誠 ㈱ＭＩＫＡＭＩ 代表取締役

委員 神山佐市 ㈱埼玉スポーツセンター 会長

委員 篠宮克彦 ㈱埼玉りそな銀行所沢支店 支店長

★ 委員 小久保修二 ㈱ジェスト 代表取締役

委員 金子修三 所沢商工会議所 専務理事

第 274 回常議員会・臨時議員総会 開催
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とても、ためになる話

※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。

　　【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

事業承継協会埼玉支部
( 中小企業診断士・弁護士・税理士等 )

毎月 25 日
午後 1時〜午後 4 時 (1週間前までの予約 )

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。　　　　

所沢商工会議所・
埼玉県よろず支援
拠点出張相談会

コーディネーター
近藤 美恵子

毎月第２火曜日
午前９時３０分〜正午

午後１時〜５時（予約制）
売上拡大・販路開拓・経営改善などに関すること

相談 : チラシを作って配ってみたが、集客がうまくいかなかった。どう
したらよいか。
対応 : チラシを作り始める前に、「誰に」「何を」「伝えたいのか」を整
理しましょう。内容によっては、「商品・サービスを売りたい気持ち」
が前面に出すぎてしまい、お客様の購買意欲にまで伝わらないときも
あります。場合によっては、配布方法や配布エリアの見直しが必要な
ものもあります。一方で、気になるチラシは長く大事に保管されるも
のです。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

相談 : 素晴らしい本を所沢から全国へ！
対応 : ご相談者は大手出版社の編集者として２０年間勤務。その中で見つけた全国
各地の優れた著者の作品を様々なことで悩んでいる人たちの元へ届けたい。美し
い装丁で本の魅力を再発見してもらいたい、そんな思いから出版業の創業をされ
ました。著者のラインナップは大学教授、学芸員、デザイナーや看護士などバラエ
ティ豊か。本の刊行までは時間を要するため運転資金が必要であり、所沢商工会
議所の金融相談会に来訪し公庫の創業融資を活用することになりました。商工会
議所には引続き、小規模事業者持続化補助金などの相談にも乗っていただく予定。
当初計画より遅れましたが、令和５年１月に初めての本を刊行予定です！

コーディネーター : 近藤 美恵子相談事例２ : 
埼玉県よろず支援拠点出張相談: 日熊 佑也日本政策金融公庫

川越支店 上席課長代理相談事例1 : 創業資金相談

事業承継士・
中小企業診断士

宮川 弘和

現経営者と後継者

事業承継の中で最も重要なのが、後継者の選択であると
考えます。子供や親族が承継することが多いですが、一緒
に働いている会社の役員や従業員が承継することもありま
す。また、最近ではM＆Aという形で会社自体を売却する
場合や経営を第三者に譲るケースも増えています。
そうした中で、現経営者が第一に考えるべきことは、代々
受け継がれてきた会社の経営理念を引き継いでくれる人を
選ぶことでしょう。顧客第一主義、従業員の幸せや食の安
全等、各社思いを込めた経営理念がある中、利益だけの追
求等、経営理念に反する後継者にとって代わられてしまう

ことだけは避けたいものです。
また一方、後継者側からすると、最も重要なことは、経
営権だけでなく株式等実質的な支配権を獲得することであ
ります。例として株式会社で言えば、最低でも発行済株式
総数の過半数、できれば３分の２以上の株を保有できるよ
うにすることでしょう。子供や親族の場合は、相続等が絡
んで複雑になるケースもあります。第三者の場合には、経
営の自由度に制約を受けたり、解雇をされたりするケース
もあります。上記は一見、対立するようなところもあるの
で、事業承継をスムーズに運ぶためには、現経営者と後継
者との間に第三者を交えて、きっちりとした取り決めを行
う必要があるのではないでしょうか。

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　 加藤 剛毅

〒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）

お 気 軽 に商工会議所を活用してください！
定例専門家相談
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2023年10月１日から消費税複数税率に対応した適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。免税事業者を含め全ての
事業者に影響があり、早めの準備が必要です。

インボイス制度とは、適格請求書（以下、インボイス）と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取っ
た者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて、登録番号や適用
税率、税率ごとに区分した消費税
額等の記載が必要ですが、インボ
イスを発行するには、税務署長に
登録申請書を提出し、インボイス
発行事業者としての登録と登録番
号の発行を受ける必要があります。

2023年10月１日からインボイス
を発行するには、原則として2023
年３月31日までに登録申請を行う
必要があります。ポイントを押さ
え準備を進めていきましょう。

❶インボイス発行事業者に
　登録申請する

インボイスを発行することがで
きるのは、税務署から承認を受け
た「インボイス発行事業者」のみ
です。税務署に「適格請求書発行
事業者の登録申請書」を提出する
ことで、インボイス発行事業者に
登録できます。

❷現在発行している請求書等の
　様式を変更する

現在発行している請求書等の
フォーマットをインボイスの記載
事項に合わせて変更する必要があ
ります。

❸ システムの入替・改修
現在使用中の販売管理システム

をインボイス対応のものに入れ替
える必要があります。市販品であ
れば、自動対応されるものが多い
ので確認しましょう。

❹ 仕入先がインボイス
　発行事業者かどうかを確認する

インボイス制度が導入されると、
インボイス発行事業者からの仕入
でなければ仕入税額控除を行うこ
とができません。事前に仕入先が
インボイス発行事業者に登録する
かどうかを確認しておきましょう

（ただし、自社が簡易課税を選択
している場合は不要）。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

※この情報は、11月21日現在の内容です。今後、制度改正等で変更する場合がございます。

インボイス制 度に向けた準備 ステップ ❶

2022.10.25開催 「インボイス制度対策 
セミナー」をアーカイブ配信しています。

配信期間：令和４年12月26日（月）まで
講演内容：
インボイス制度の概要・実務対応、
インボイス制度に係る注意点、売り
手側買い手側のポイント 等

ステップ ❷

2023.1.24「インボイス制度申請直前 
対策セミナー」を開催します。

“免税事業者向け”と“課税事業者向け”に分け
て、概要から注意点、申請の手続きについて具
体的にご説明します。
詳細は、今月号の折込チラシをご覧ください。

\  2023年３月31日までに登録申請が必要です  /

インボイス制度（適格請求書等保存方式）

中小企業相談所関連
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お知らせ
information

お知らせ・information

商工会議所 から

永年勤続優良従業員表彰
当所会員事業所従業員65名を表彰

11月23日付にて、令和４年度永年勤続優良
従業員表彰を行いました。

この表彰は、永年にわたり会員事業所に勤
務し、地域産業の発展に尽力された従業員の
皆様の功績をたたえることを目的に毎年開催
されているもので、本年度も勤労感謝の日を
もって表彰日とし、18事業所より65名の永年
勤続優良従業員を表彰いたしました。

なお、当表彰にあたり、多くの事業所様よ
り記念優待券等のご協賛をいただきました。

被表彰事業所並びに記念優待券協賛事業
所は次のとおりです。

連鎖倒産から中小企業を守る！
経営セーフティ共済

（中小企業倒産防止共済制度）

経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒
産し、売掛金債権等が回収困難になった場合
に、貸付けが受けられる共済制度です。「もし
も」の時の資金調達手段として当面の資金繰
りをバックアップします。

国のセーフティ対策の柱の一つです。
〈特徴〉
❶取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍の

範囲内（最高8,000万円）で被害額相当の
共済金の貸付けが受けられます。

❷共済金の借り入れ条件は無担保・無保証人。
❸掛金は税法上、損金（法人）もしくは必要

経費（個人事業）に算入できます。
❹40か月以上納付し、任意解約した場合、

100％掛金が戻ります。（12か月未満は掛け
捨てです）
その他、制度の詳しい内容につきましては、

当所までお問合せください。
●お問合せ：当所中小企業相談所

　　　　　TEL：04-2924-5581

●被表彰事業所
○三光通信㈱ .........................................１名
○㈱ライナックス ...................................２名
○長沼商事㈱ .........................................３名
○エヌジーケイ・ケミテック㈱ ...............１名
○㈱三巧リフォーム ...............................１名
○㈱東京共栄商会 .................................１名
○二和電気㈱所沢事業所 .....................３名
○㈱ワルツ所沢 ......................................２名
○㈱読売新聞所沢センター...................３名
○㈱三ヶ島製作所 ..................................４名
○㈱ジェイ・アール・エス ......................２名
○㈱木下フレンド .................................. 29名
○㈱イケダ照明 ......................................４名
○平成都市技研㈱ .................................２名
○㈱ヘルス .............................................１名
○㈻浅野学園国際航空専門学校 .........２名
○㈱セカンドステージ ............................２名
○所沢商工会議所 .................................２名
　ご受賞、誠におめでとうございます。

●記念優待券　協賛事業所
　［施設及びその他サービス］

○所沢キリンゴルフパーク
○陶板浴ルミアン
○所沢スターレーン
○陶芸＆カルチャー教室ティーイング

　［飲食店］
○PIZZERIA　武蔵野山居
○所沢ミートセンター
○㈱木曽路所沢店
○ゼーホフ工房新所沢店
　ご協賛いただき、ありがとうございました。

経営者のための退職金制度      小 規 模 企 業 共 済 制 度
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会社
等の役員の方が事業をやめたり、退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図る
ための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制
度」といえます。

加入対象者
常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業では５人以下）の個人事業主お
よび会社の役員。小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者（個人事業主１
人につき２人まで）など。

毎月の掛金 税法上のメリット
掛金月額は、1,000円～70,000円の 
範囲内（500円単位）で自由に選べます。
※「半年払い」「年払い」も可

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控
除」として、課税対象所得から控除できま
す。（１年以内の前納掛金も同様）

共済金の受取 契約者貸付の利用が可能

共済金は廃業・退職時に、「一括」「分割」
「併用」の３タイプから受け取れます。

契約者の方は、災害時や緊急時に、納付した
掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付
が受けられます。

その他、制度の詳しい内容につきましては、当所までお問合せください。

お問合せ ▶ 当所中小企業相談所　TEL：04-2924-5581

はんしんは地域金融機関として
SDGs に取り組むお客様を応援します

SDGs応援ローン

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

小手指支店
tel:04-2922-1155

所沢東支店
tel:04-2998-4300

山口支店
tel:04-2928-1833

所沢松井支店
tel:04-2945-7221



/ Sora / December / 202210

10

令和５年度会長予定者が
清水氏に決定

青年部臨時総会・11月例会を開催

11月25日㈮所沢市民文化センター「ミュー
ズ」にて臨時総会と11月例会を開催しまし
た。臨時総会では、令和４年度収支補正予
算、青年部規則の改定、令和５年度会長並び
に役員の選任について審議され、令和５年度
会長予定者に清水 源太氏（㈱クラフトマン
スタジオ 代表取締役）をはじめとする新役
員が決定しました。清水氏は、「TREASURE 
HUNT ～探し出そうYEGの宝～」をスロー
ガンに掲げ、メンバー１人１人が宝となるも
のを見つけられるよう、新しい年度に向けて
力強く挨拶をしました。

令和５年度会長予定者の清水氏

11月例会は、株式会社OHの菅野氏を講師
に迎え、「RUN＆GUN 企業における健康に
ついての作戦会議」と題し、発酵食品を中心
に食事からの健康促進の大切さについてご講
演いただきました。

青年部11月例会の様子

行政・他団体 から

多様な働き方実践企業認定制度について
～御社も認定申請してみませんか～

埼玉県では、仕事と家庭の両立を支援する
ため、テレワークや短時間勤務など、多様な
働き方を実践している企業等を「多様な働き
方実践企業」として認定しています。

認定項目は、介護や育児をサポートする就
業環境の整備状況や女性管理職の活躍状況な
どの９つで、そのうち３つ以上に該当すれば
認定されます。

認定の主なメリットは次のとおりです。

❶イメージアップに活用可能
○認定証と楯、ステッカーを交付する　　

ほか、シンボルマークを名刺やホーム
ページなどで御社のイメージアップにご
活用いただけます。

❷研修会や補助金などの情報提供
○仕事と家庭が両立できる働きやすい会社

として、県ホームページで紹介するほか、
求人の際にPRできます。

○女性従業員のスキルアップのための研修、
管理職向けワークショップや各種補助金
など、役立つ情報をメールでお届けします。

❸入札参加資格の加点
○県建設工事の入札参加資格申請時に加点

を受けられます。また、総合評価方式の
際の加点もあります。

❹低利融資の利用対象
○低利の県制度融資「社会貢献企業等優遇

貸付」を利用できます。（別途審査あり）

今年11月末現在で3,728社が認定されてい
ます。御社もこの制度を活用してみませんか。

詳しくは、多様な働き方実践企業のHPを
ご覧いただくか、埼玉県西部地域振興セン
ターまでお電話ください。

詳細は、
多様な働き方実践企業認定制度
のHPをご覧ください。

●お問合せ：
　埼玉県西部地域振興センター
　産業労働担当　TEL：04-2993-1110

補助金を活用して
バリアフリーに配慮したお店に！

障害のある人への配慮に取り組む店舗等に
補助金を交付しています。

バリアフリーに配慮したお店づくりのため、
ご利用してみてはいかがですか？
●内容：
　❶物品等の作成・購入（点字メニューの作成、 
　　筆談ボード・簡易スロープの購入など）

　➡経費を全額補助します（上限額５万円）
❷工事の施工（段差解消、トイレ改修、
　手すりの設置など）
　➡経費を全額補助します（上限20万円）

簡単なお問合せや導入するか分からないけ
ど話を少し聞いてみたいなどでも構いません
ので、お気軽にご連絡ください。

詳しい内容はホームページで
公開しています

●お問合せ：
　所沢市障害福祉課
　TEL：04-2998-9116 政策・施設担当

●わが社の推し社員（P12）
　【該当箇所】キャプション内、社長の氏名
　（誤） 立石 涼　→　（正） 立石 淳

●漢字詰めクロスワード（P15）
　【該当箇所】10月号の答え
　（誤） 音楽界　→　（正） 音楽会

関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、このような事がないように再発防止に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

会報誌 Sora11 月号に掲載している「わが社の推し社員」及び「漢字詰めクロスワード」におきまして、
以下のとおり誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。

お知らせ・information
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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

わが社の推し社員

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

当所 HP
会報誌 Sora
ページ

わが社の推し社員＆わたしのとこざわ

大きい秋みぃつけた！
通勤途中にキレイなイチョウの木を発

見。気になり足を向けるとそこは新光寺で
した。

本堂は八角形をしていてなかなか珍し
い。元町の交差点近くなので、みなさん
も一度足を運んでみてはどうでしょう♪

投稿者：ちょこっと散歩さん

秋の散歩道
散歩をしていたら、目の前を電車が横

切る瞬間だったのでカメラを構えて撮影し
てみました。雲一つない空と電車。所沢
の秋を感じる一枚になったかな。

投稿者：所ジョーイさん

株式会社マインズは小手指と下山
口に動物病院とトリミングサロ

ン「モンファミィ」を開設しています。
病院とトリミングサロンが一緒に

セットになっているので、病気の早期
発見・早期治療にとても役に立ってい
るとお声をいただいております。

わが社は人と動物が共に幸せに感じ
てもらえる事を理念としていますので、
スタッフ皆常に居心地の良さを意識し
て行動してくれています。そしてその
中で「モンファミィ小手指チーム」は

特にチームワークもよく皆与えられた
担当業務を責任をもってこなしていま
す。そのおかげで「モンファミィ小手
指店」は予約が常に満員でキャンセル
待ちが絶えない店舗になりました。少
しでも多くのワンちゃんをきれいにし
て笑顔を増やせるように毎日試行錯誤
いろいろ工夫しています。美容室で長
時間寝て待ってもらえるワンちゃんを
増やす為に心地よさを工夫したり、電
話を減らす為SNSを活用してみたり、
ご都合が悪くなってキャンセルになっ
た方が居た場合LINEで募り３分でお
客様が決まって終了になる場合もあっ
たり。毎日が本当に忙しい中、皆笑顔
を絶やさず頑張っています。

そんな中でもミーティングは欠かさ
ず行っています。チーフの井上さんと
伊藤さんを筆頭に進行し、問題点を集
め、きちんと課題にして次につなげて
いくのはさすがだと思っています。そ
れを行動力のある西久保さんが形をつ
くってくれます。新人の高津さんはい

つもメモをとり、一生懸命についてい
く姿は将来がとても楽しみです。

わが社は毎月１回人財開発の研修も
行っています。自分と向き合う時間を
大切にしてくれていて、それが日々の
行動につながっているのかもしれませ
ん。動物を通して人とのつながりを大
切にし、そして相乗効果で動物も含め
関わる人々が皆幸せに感じてもらえる、
そんな空間を目指しております。

小手指チームはこれからも更に成長
すると確信しています。

事業所名：株式会社マインズ
代 表 者：代表取締役

堀川 寛子
事業内容：獣医業・ペットサロン

今月の推し社員は、「モンファミィ小手指チーム」のみなさんです。

左から高津さん・井上さん・
伊藤さん・西久保さん

きれいに
カット

撮影して

できあがり！

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
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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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。

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 　② 代表者　 ③ 住所
　　④ 電話番号　⑤ URL　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
 お問合せ 所沢商工会議所 会報担当
        TEL : 04-2922-2196  FAX : 04-2923-6600

Products & Service
Information

TOKOROZAWA MAP

製品＆サービス

創業1953年
今月70周年を迎える日本料理「松屋」

株式会社松屋
代表取締役　小寺 佐代子
所沢市元町 28-16
TEL：04-2922-6325

会員 No.9352

元町交差点の中央公民館・所
沢図書館の向かいにあり、神明
社から歩いてすぐです。お宮参
り・七五三のお祝い事やご法事
から、お稽古帰りのお仲間など
幅広い年代のみなさまに、気軽
にご利用いただいております。

飾らない雰囲気で、最近では「甘味処」としても人気です。
ご家族・お友達でどうぞお立ち寄りください。

「仕出し弁当」…煮物を中心に手作りならではの優しい味を
楽しめます（要予約）「おせち」…2段式で人気の煮物やビー
フシチューが入って税込13,800円（要予約・12月31日お渡し）

オンリーワンのレンタルサービス
地球環境にも優しく、逸品おもちゃだけをお届け！

おもちゃナビ
代表　加藤 康
所沢市下安松 286-116
TEL：04-2944-1550
HP：https://www.toys-navigation.com

会員 No.9505

そのサービス名は「おもちゃナビ®」
（本年９月に商標登録）。

①　木製玩具を中心に、古今東西の逸品お 
　　もちゃだけを集め、
②　30年 以 上 に 渡 る 実 践 と 研 究 に 基 づ き、 
　　お子さまの成長に寄り添うよう体系化して、
③　しかも、「地球環境に優しい」材質のおもちゃにこだわっ 
　　てお届けします。

創業して日も浅く、ユーザー数はまだまだ少ないのですが、
顧客満足度はひじょうに高く、高いロイヤリティを得ています。
子どもたちの未来のために、SDGs を考えたレンタルサービス
を検討してみませんか。

●株式会社松屋

●株式会社テクノスタッフ

ほぐし処 Heal nap n. ●

●このしろ

●おもちゃナビ一般社団法人アヴィエールスポーツクラブ●
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製品＆サービス

足元（床面）の衛生環境や美観改善を
プロデュースしています‼

株式会社テクノスタッフ
代表取締役　本田 光弘
所沢市牛沼 486-1
TEL：04-2994-3150
HP：https://technostaff.jp/

会員 No.9548

創業から25年‼
所沢はもちろん全国で様々

な床面に関するお困りごと
に、長年のノウハウをもって
提案から工事までをワンス
トップで実施しております。

店舗の厨房から食品工場、
機械製造工場、駐車場など、様々な床面に対して、多くのコン
テンツを複合的に提案することで、床面を総合的にコンサル
ティングしています。

解決が難しいかも知れないと諦めかけたお困りごとがござい
ましたら、ぜひテクノスタッフにご相談ください。

豊洲市場直送の海産物と地元野菜の直売店
「ひとまち商店」です

このしろ
代表　島田 眞規子
所沢市下富 1191-48
TEL：04-2990-8528

会員 No.9418

豊洲市場より天然の本まぐ
ろ・南まぐろや、ほど良い塩味
の干物各種に珍味など仕入れま
した！自慢の肉厚海産物を是非
お求めください。

地元のこだわり農家より季節
の野菜を直売しています。直送
なのでいつでも新鮮！土曜日は地元ショップから限定商品が並
ぶフェアを開催しています！出品者も大募集！

2021年9月より、買物が困難な方・地域に向けた移動販売も
行っております。こだわり海産物、新鮮野菜の配達を承ります
ので、なんでもお問い合わせください！

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・・・

《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。

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。

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。

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

焼肉弁当 1,700 円
（税込 1,836 円）より  ※要予約

【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)

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

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/

【定  休  日】
お問合せください

ほぐし処Heal nap n.
～女性専用もみほぐし＆足つぼと

小顔にこだわる自宅サロン～

ほぐし処 Heal nap n.
代表　はな
所沢市北中 2-294-39
TEL：090-5205-5466

会員 No.9236

オーナーのはなです。エステティ
シャン、もみほぐし店など美容・リラ
クゼーション業界で約20年、自分が
通いたいと思えるサロンをリニューア
ルオープン致しました。

小顔エステ、オイルリンパマッサー
ジ、もみほぐし、イオン導入、足つぼ
など熟練のハンド技術と選び抜かれた
マシンで本物を知る人ほど満足するサ
ロンとなっております。

全ての女性が輝けるそんなサロンを
目指しています。

所沢市から世界に羽ばたくサッカー選手を育成します！！
2022年5月小学生高学年向けサッカースクール開講！！

2023年4月中学生向けジュニアユースチーム始動！！

一般社団法人アヴィエールスポーツクラブ
代表理事　田中 祥央
所沢市山口 165-36
TEL：04-2930-4260　携帯：090-4524-0108
HP：https://www.aviaile.com

会員 No.9536

チーム名の由来は、フランス語で飛行
機を意味する “AVION（アヴィオン）”、同
じく翼を意味する “AILE（エール）”、この二
つの言葉を掛け合わせ “AVIAILE（アヴィ
エール）” と名付けました。日本サッカー協
会公認指導ライセンスを保持した指導者
のもと、現在小学生高学年向けサッカース
クールでは、約30名の選手と楽しくボール
を蹴っています。2023年度から始動する中
学生向けジュニアユースでは、３学年合わ
せて50名以上で活動します。興味のある
方は、是非ともお気軽にご連絡ください。
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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

健康
広場

健康広場

2022年を振り返る

今年最大のニュースは間違いなくプーチンが仕掛けた「ウクライナ戦争」であろう。２月に突然3方面から
ウクライナへ侵攻した。ロシア軍はあっという間に首都のキーウの目前に迫ったがウクライナ軍の反攻に

あい現在まで戦闘は続いている。この小欄は、健康とか病気をテーマにするのがモットーであるが、この戦争（特
別軍事作戦）と病気のハナシをどう絡められるのか、なかなかアイデアが浮かばないが、2022年はこれしか
ないのも事実である。

ウクライナのゼレンスキー大統領を映像で見るたびに、眼光が鋭くなり眉間の皺が深くなっているのに加え
頬もこけ精悍な顔つきになっている。一昔前すぐに裸になっていたコメディアンの面影はない。常に生命

を狙われている極限状態の中、ウクライナの国民を鼓舞しロシア軍と戦うのは並み大抵のことではなかろう。

一方のロシアのプーチン大統領は鉄仮面で表情が乏しい。噂によるとプーチン大統領には「影武者」が３人
いるらしく見分けるのは困難とされている。もしかすると今目にしている彼は彼じゃないかもしれない。

欧米はAI（人工知能）を駆使しプーチン大統領の画像解析を行っているであろう。NATO関係者から、プーチ
ン大統領は、膵臓がんを患っているうえにパーキンソン病も併発しているらしいとの情報が漏れ出ている。表情
を見ると医者としてパーキンソン病は否定できないと思う。膵臓がんは真偽不明であるがもしそうなら彼の余命
は長くはない。

苦戦を強いられているロシア軍は、「部分動員令」を発令してロシア国内からそこそこの男性や受刑者を徴
兵し無理やり前線に出している。噂によると、数日間の訓練のあと自腹で装備品も備えているらしい。動

員兵は、70年以上前の整備不良銃を与えられウクライナ軍の陣地偵察のため前線に押し出されているとも聞く。
一方、ウクライナの新兵は、NATO諸国、特にイギリスで5週間余最新の小隊・中隊レベルの軍事訓練を受け、
かつ将来的にウクライナ軍に供与される予定の武器の訓練も受けているらしい。ロシアの動員兵は、自分の望む
わけでもなく、戦いの意義も分からず、まったくやる気（戦闘意欲）もなく…戦地で、
アルコールに溺れたり、麻薬中毒になり正常な判断が下せなくなったり、メンタルが崩
壊してしまって廃人になったりと…ロシア軍の戦意は著しく低い。

ウクライナの冬は寒さ厳しく補給の遅滞で凍傷や凍死のおそれもあるうえ、公衆衛
生不十分な環境ではインフルエンザや新型コロナの爆発的感染拡大も危惧され

る。一番人的被害の少ない処方箋は「ロシア軍の撤退」であることは西側陣営からみる
と自明の理である。あとはロシア政府の英断にかかっている。

クリニック経営サポートセンター

ドクターのみなさまを全力でサポートします

http://www.clinic-zeirishi.com/
（運営）

舟越会計事務所
クリサポ　所沢 検 索

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。

ご予約はこちら    tel : 04-2924-4908円満医療承継節税対策クリニック開業支援 医療法人化
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事業所名 :（任意）

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。

（抽選会の実施について） 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。

（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

キ
リ
ト
リ
セ
ン

皆さまの声をお聞かせください

今月の皆さまの声

クロスワードの答え
A B C

ウェブでの
ご意見は
こちらから

編集後記

漢 字 詰 め ク ロ ス ワ ー ド
（ルール）
●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。●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。

❶会議所のセミナーに参加したり、経営相談を受けたり、とても親切で感動しま 
　した。所沢にあまり縁が無かったが、この地域が好きになりました。（青梅市新町）
❷健康に関すること（久米）
❸市内のイベントを地域別に詳しく掲載して欲しい（小手指町）

Q1  参考になった、印象に残った記事は何ですか ?（複数選択可）
 P 1 □ 表紙　　
 P 2 □ 会議所スケジュール
 P 3- 6 □ 第274回常議員会・臨時議員総会 開催
  荻野 敏行氏が会頭に再任
 P 7 □ 専門相談
 P 8 □ 中小企業相談所関連
 P 9-10 □ お知らせ（information）
  商工会議所から／行政・他団体から
 P11 □ わが社の推し社員 □わたしのところざわ
 P12-13 □ 製品＆サービス
 P14 □ 健康広場
 P15 □ 優待サービス □クロスワード／アンケート

Q2  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
コロナの感染者数もまた増えつつありますが、街を歩いていると、
外国人観光客らしき人々を見かけることも増え、徐々に以前の日本
の状態に戻りつつあるようです。
一方で、コロナワクチンの４回目接種も始まり、先日私の手元に
も接種のお知らせが届きました。既にオミクロン株に対応したワク
チンも提供されており、また新しい型や株が出てきたとしても、常
に変化をしながら、対処していくのだなと感じました。
本会報誌「Sora」についても、時代の変化に対応しながら、タ
イムリーに会員の皆様に役立つ情報をお届けできるよう尽力して参
ります。
 広報委員　下川 健太

実施期間 10/11(火)～　　　　3/12(日)2022年 2023年10/11(火)～　　　　3/12(日)10/11(火)～　　　　3/12(日)10/11(火)～　　　　3/12(日)2022年2022年2022年 2023年2023年2023年

®東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム

ウォークラリーをクリアするとディズニーホテルの宿泊やパークグッズが

当たる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      に応募できますプレゼントキャンペーン ！

こち
らも

開催
！

※応募には、ご入園にいただいた際に使用されたパークチケット番号と契約団体番号が必要です。
   事前に確認の上、ご応募ください。

クイズにチャレンジしながら
パークでウォーキングを楽しもう！「サンクス・フェスティバル」パスポート

ご利用期間

2023年2023年2023年1/4(水 )～3/17(金 )1/4(水 )～3/17(金 )1/4(水 )～3/17(金 )第第2期
詳細決定！

現在、感染症対策へのご協力をお願いしております。オフィシャルウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

※本内容は、予告なく変更または終了する場合があります。※写真・イラストはイメージです。

コーポレート
プログラム会

員

の皆さま限定
！コーポレート

プログラム会
員

の皆さま限定
！

※第1期とは価格が異なります。ご注意ください。※購入には、プランパスワードと契約団体番号が必要に
なります。※1デーパスポート料金は価格変動制となりますので、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブ
サイトをご確認ください。※「サンクス・フェスティバル」パスポートはオンライン限定販売となります。

大人 18才以上

500円お得500円お得 400円お得400円お得

中人(中学・高校生)12～17才

300円お得300円お得

小人 (幼児・小学生)4～11才

対象日の１デーパスポート料金より

※対象日が決まっていますので、詳細は利用者専用サイトでご確認ください。

利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス
「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」

詳し
くは

詳し
くは

こち
ら

こち
ら！！

漢字リスト 共 水 片
管 物 言 財 手 理
鍋 職 料 方 金 公

11月号の答え

冬 支 度

① 受 難 曲 支 援

易 宅 配

法 度 書 人 工

治 写 真 業

国 旗 冬 木 立

家 夕 日 地 答：冬支度

漢字詰めクロス

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。
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。

① Ｂ 共 水 片 管 物

Ｃ 論 家 亭 言 財 手 理 鍋

家 職 料 方 金 公

選 文 化

Ａ 粧

道 価 準 答：

プランパスワード・契約団体番号は
所沢商工会議所までお問合せください。

「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12月末日（必着）までにご回答ください。

著作権記事



営繕･改修工事･メンテナンスは平岩建設にお任せ下さい !
このような
お困りごとは
ございませんか？

✅ 年度末にかけて余った予算で修繕したいけど依頼先がない…
✅ まとまった建設工事をお願いする先が欲しい…
✅ 気軽に色々な修理やメンテナンスを相談できる業者がほしい…
✅ 今お願いしている業者が高齢で今後業者を探す必要がある…
✅ 既存の業者が忙しいと対応が遅くなるため他に頼む業者がほしい…

土木･外構工事 屋根･外壁工事 増改築工事 解体･撤去工事

工場･倉庫のお悩み事や営繕・改修工事・メンテは安心と信頼の実績の平岩建設にお任せ下さい!

地域密着で創業76年!
の確かな実績と信頼で
数多くの実績

埼玉県の建設工事
入札業者の中で
格付Ⓐ(上位3.4％)

グループ会社に設備工事会社
を抱え、建物から設備まで
ワンストップで対応

お気軽に

お問合わ
せ

下さい！
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