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〈特集〉

学校法人 所沢文化幼稚園

『見て、触れて、感動体験。』
～所沢の幼児教育を変えたい！～
●

埼玉県中小企業制度融資

●

令和４年度事業計画・会計別収支予算

●

わが社の推し社員

新興プラント工業株式会社 紅緒さん

埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター周辺（荒幡）
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Contents
03 （特集）学校法人

Schedule

目次

3,349社

商工会議所スケジュール

5 月 May

所沢文化幼稚園

2日㈪
6日㈮
10日㈫
		
11日㈬
12日㈭
13日㈮
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20日㈮
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『見て、触れて、感動体験。』
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08 中小企業相談所関連
09 お知らせ（information）
10 令和４年度事業計画・会計別収支予算

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会
専門家による経営相談（5/10, 11, 16, 19, 23, 25, 27, 31）
フランチャイズ経営個別相談
持続化補助金対応事業計画書作成・個別相談会
SDGsセミナー「『SDGs経営』セミナー＆ワークショップ」
日本政策金融公庫定例相談
法律相談
第27期 開業ゼミナール（5/18～6/22）
青年部定時総会
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
経理セミナー「１日でわかる！ 経理のすべて」
女性会通常総会
第272回 常議員会・通常議員総会・懇親会

6 月 June

12 わが社の推し社員／わたしのところざわ

1日㈬
2日㈭
12日㈰
14日㈫
15日㈬
20日㈪
26日㈰
27日㈪

13 製品＆サービス
14 資金繰りの深いい話
15 会員優待サービス／クロスワード アンケート
●
❶

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

●
❸

所沢の歴史見聞録
5月14日㈯ ～ 6月29日㈬
所沢に象と虎の見世物が来た。
（江戸時代）

●
❷

街中でお花見が出来た。
（明治時代）

●
❹

街中に子育て大仏があった。（江戸末～大正時代）
市内に二つの牧場があった。
（大正時代）
井戸水で水泳場が設営された。
（大正時代）
所沢歌舞伎座があった。
（大正時代）
二つの飛行場駅の誕生、小説の中の所沢、所沢の地名の由来
幻の大学誘致…等
歴史にまつわる今昔よもやま話を資料と写真で紹介します。

お問
合せ

野老澤町造商店（愛称：まちぞう）

❶ 明治時代の銀座商店街：桜と柳が交互に植えられていた ❷ 現ト
コトコスクエア前広場にあった子育地蔵の大仏：有楽町の薬王寺に
返還された ❸ 市内の二つの牧場 ❹ 所沢の地名の由来

TEL：04-2928-1453（10時〜18時）木曜定休

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
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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

企業の技術・魅力を発掘！

事業所訪問
Vol.47

学校法人 所沢文化幼稚園

『見て、触れて、感動体験。』
～所沢の幼児教育を変えたい！～

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47回となる今回は、五十嵐委員長、上田委員、Soraレディ
２名が学校法人所沢文化幼稚園の「自然観察園」を訪問し、梅沢好文
理事長にお話を伺いました。

学校法人所沢文化幼稚園は、昭和28年に“所沢市初の幼稚園”と
して所沢市星の宮に開設され、現在２つの保育園と２つの認定こど
も園、４つの幼稚園を運営されています。

未来を生きる
子供たちが大人になった時の世界がどのような状況でも対応でき
る『生きる力』を身につけてもらいたいと考えています。
そのためには、人生の中で最も多くの刺激を受け、その刺激を柔
軟に吸収することができる幼児期がとても大切な時期と捉え、
『子
供たち個々の可能性を見出し、その成長をサポートすること』に努
めております。

『見て、触れて、感動体験。』
本物に接した時に感じる『こころの動き』や『心の底から湧き起
こる気持ち』は豊かな感性を育み、
『自分が感じたことを人に伝え
たい』という気持ちにつながり『生きる力』の礎になると考えてお
ります。
実際に動植物に触れ合うことで「美しさや厳しさ、命の大切さ」
を感じることができ、人や自然に優しく接する調和のとれた心を育
みます。また、自然に接するだけではなく、本物の文化・芸術に触
れることも大切なことであると考え、
『自然観察園』
や
『文化の森アー
トホール』を開設しました。
このように、
本物の自然や文化・芸術を『見て、
触れて、感動体験。』
することで、建学の精神である「敬（敬う気持ち）
」
「愛（愛する気
持ち）
」
「仁（全力で頑張る気持ち）
」を持つ人間に成長すると考え
ております。
梅沢理事長にご案内いただいた「自然観察園」や「文化の森アー
トホール」などの、ワクワクの取材記をお楽しみください。

2022 / MAY / Sora / 3
3

special report
隣の水族館では、国の天然記念物であるミヤコタナゴを観
ることができます。日本でこのミヤコタナゴが鑑賞できる
のは、ここを含めて４箇所だけであり、文化庁、環境庁の
指示を受けて飼育されています。
自然観察園を見学する中で、多くの生き物たちの世話を
している飼育員さんに、動物たちについての詳しい説明と
触れ合い方を丁寧に教えてもらい、自然観察園に来る園児
たちもこの様に体験し学びを得るのだと感じました。

こころを創造する自然観察園
文化幼稚園の理念を実践する場として、昭和60年、市内
荒幡の八国山の西端に「少し前の所沢の自然」を再現し、
自ら学べる幼児専用自然体験施設として自然観察園が開設
されました。武蔵野の雑木林を利用した観察園は約7000平
方メートルの広さがあります。
自然観察園に一歩足を踏み入れた瞬間、芽吹き始めた新
緑と桜色に心が躍ります。目の前には園内を周回するミニ
SLの駅があり、このミニSLは本物の蒸気で動き、沢山の
園児をのせて走ります。少し歩くと右側には全長71メート
ルの「ドラゴンローラーすべり台」があり、園児たちは森
の中を滑り台に乗って駆け抜けることができます。

理事長「生き物が飼育されている金網の中に入り、隔たり
の無くなった環境下で観察し触れることで、生命の美しさ
と厳しさ、そして大切さを学ぶのです。自然観察園はまさ
に『見て、触れて、感動体験。』の場となっています。
」

理事長「傾斜地に造ることによって子供の足腰を鍛えるこ
とができます。入って間もなくは坂道や段差で転んでしま
う子供も、こういう環境の中で遊んでいるとみんな自然に
走り回れるようになります。
」

たくさんの鯉などが見れる池
ホタルのかわ、奥が滑り台

滝にもその意味あります

本物に触れることで感性を育てる

50 種類の動物や 150 種を超える草花に
触れ合える、いやしの楽園

そして、次に案内して
いただいたのが、令和３
年10月に創立70周年を記
念して開設された「文化
の森アートホール」。こ
こには、学園長の梅沢定
文化の森アートホール
彦氏が長年に渡り収集し
た大正から昭和初期にかけての文化勲章受章者の絵画やリ
トグラフの寄贈を受け展示されています。
巨匠と呼ばれた方の作品はどれも素晴らしく、このよう
な本物のアートを子供の頃から繰り返し鑑賞することに
よって、一流の感性や創造性が育っていくのだなと感心さ
せられました。
ホールを出た一行は、今回のインタビューエリアである
「こみちの丘ひろば」へと案内され、理事長の梅沢好文氏
にとても興味深いお話を聞かせていただきました。

観察園の真ん中には「ホタルの小川」が流れています。
ここが所沢か？と思うくらいにその水は透き通っていて清
流そのものです。ホタルはとてもきれいな水でしか生息す
ることができません。このきれいな川や周りの環境を細心
の注意を払って整え、心を込めて育てて、はじめて美しい
光を放ってくれるのです。
※ホタルの幼虫は沢山の酸素を必要とするため滝などの環境が必要と
なります

園内を進むと「ザリガニ釣りのできる池」や「美しい錦
鯉の見られる池」、夏には園児たちが直接入って「金魚に
触れ合える池」などがあります。また、生き物博物館では、
生まれて間もないモルモットや美しい模様のヘビに触らせ
てもらい、Soraレディの二人も大はしゃぎしていました。

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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special report
こみちの丘ひろば
令和元年に開設され、広
い芝生と歩きやすくリハビ
リ 効 果 の あ る 小 道 が あ り、
丘を吹き抜ける爽やかな風
を感じながら、BBQやキャ
ンプ宿泊も楽しめる施設と
なっています。

重心プログラムで怪我をしないこどもに

本学の自然体験を皆様に体験して頂きたい

園には毎年たくさんの子供達が入園してきます。そして
その中には上手く体の重心がとれていない子が数多くいま
す。重心がずれていると怪我をしやすくなりますので、本
園で真っ直ぐに立つことや座ることが出来る様に直すこと
で、体幹が鍛えられ目に見えて元気になります。

０歳児～お年寄りまで幅広い市民の皆さまに「心地よい
風」と「本物のアート」を気軽に触れ合っていただきたい
との思いから、地域開放事業の一環として、一般の皆さま
にも『こみちの丘ひろば』
『文化の森アートホール』を開
放しています。開放日は、木・金・土の午前10時～午後４
時までです。ご来園をお待ちしております。現在は、予約
制のため、ホームページをご確認ください。

※日本で初めて幼児が怪我をしないように育成する重心プログラムを
保育大学教授とともに開発

soraレディから一言

元気になった子供たちはよく走り回り、声を出し、仲間
とのコミュニケーションが増えます。強いては、積極的に
なり自分のことだけでなく、周りの友達にも気を配れる子
になります。その例として、一人の園児に夏みかんを切り
分けて渡したところ、あっという間に他の園児に「園長が
みかんをくれた」という情報
が広まりました。
自然の中で培った『生きる力』
が、
本園の掲げる精神「敬」
「愛」
「仁」を芽生えさせるきっかけ
になったと考えております。

秋草学園短期大学２年

は しば さや か

羽柴 彩夏

今回の取材場所を聞いたとき、幼稚園と自然公園の 2 つへ行くのか
なと思っていましたが、まさかの併設された施設で驚きでした。文化
幼稚園の園児のみなさんは当たり前のように自然と触れ合っています
が、卒園して何年かした後、幼稚園での出来事全てが感性の土台にな
るのではないかと考えるとなんだかほっこりします。

秋草学園短期大学２年

所沢から幼児教育を変えていきたい

ふじ た

ゆ

め

藤田 結愛

文化幼稚園では想像よりも遥かに多くの生き物を飼育しており、こ

繰り返しになりますが、幼児教育において大切なことは
「本物（リアル）を見て、触れて学ぶことで感性を育むこ
と」であり、併せて「体幹を鍛えることで芯の通った精神
を育むこと」だと考えます。所沢という恵まれた自然を通
し、本学の幼児教育が生かされることで、人間力の高い人
材を輩出し、所沢を良い街にする一端を担えればと考えて
おります。所沢の新しい幼児教育の形として、近隣ひいては
全国に広めることで、幼児教育の変革を進めていきたいです。

こで育つ園児たちは発見や驚きに満ちた日々を送ることができそうだ
なと思いました。私はヒョウモントカゲモドキを触ることは初めて
だったので、小さい頃から他の幼稚園にはいない生き物と触れ合うこ
とができる園児たちがとても羨ましいです。

【概 要】
事業所名：学校法人所沢文化幼稚園
代表者名：理事長 梅沢 好文
所 在 地：所沢市星の宮 1-2-25
電
話：04-2922-2739
ＨＰ：https://www.toko-bunka.ed.jp/
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■ 青年部／女性会

います。

進め！ 所沢YEG
所沢商工会議所青年部 会長

本年度、青

原 卓矢

年部でたくさ
んの仲間とと

この度、令和４年度所沢商工会議所青年部第 24 代会長

もに、多くの

を拝命いたしました原卓矢です。

事業を行える

青年部では新型コロナウィルス感染症拡大の影響により

ことを楽しみ

二年間にわたり思うような活動が出来ない状況にありまし

にしております。そして、自分らしく全力で会長職を務め

たが、杠葉前会長を先頭に出来る方法を模索し、形を変え

させていただきますので、宜しくお願い致します。

動いてきました。本年度も引き続き、状況に鑑みて前へ前
へと青年部の歩みを止めることなく、活動してまいります。
本年度の私の掲げたスローガンは『RUN and GUN』（超

青年部ではたくさんの仲間
（会員）
を募集しています!!

攻撃型スタイルの意）です。これには会員一人一人が、青

○会員資格：会議所の会員事業所（経営者、後継者、その他）
○年齢制限：48歳以下
○本件担当：所沢商工会議所青年部 事務局 関塚
TEL：04-2924-5581 FAX：04-2923-6600
E-mail：yeg@tokorozawa-cci.or.jp

年部の活動において何事にも失敗を恐れずに挑戦し、成長
して頂きたいとの思いを込めております。青年部は、自己
研鑚をし、人と人との縁を繋ぐことのできる場所ですので、
青年部の活動を通じて多くの仲間をつくって頂きたいと思

新しい一歩を踏み出すために

る機会が少なく、淋しく感じてい

所沢商工会議所女性会 会長 森田 純子

が話題となりました。そこでリ

たところ、「顔合わせの必要性」
ニューアル開業した「西武園」に

所沢商工会議所女性会会長の森田純子と申します。この

伺い、次世代への上手な継承や残

二年間、女性会としての活動はほとんど実現することがで

す物の大切さなどを学び、仲間と

きませんでした。続けてきたのは、できる限りの役員会の

しての結束を深めたいと思います。

開催、「所沢市子ども子育て会議」「シルバー人材センター

新しいライフスタイルが生まれているように、私たちの

理事会」
「所沢市国民健康保険運営協議会」への出席など

活動も変化せざるを得ないと考えます。リモート会議も含

です。

め、勉強しなければならないことは山積みですが、知恵を

世の中では、在宅勤務やリモート会議などを取り入れて

出し合い、一つ一つクリアしていきます。

行く傾向にありますが、女性会としてはまだまだ難しい状
況にあります。

新しい仲間たちを迎えるためにも、新しい一歩を踏み出
すためにも…。

しかし、以前のような活動方法が実現できる保証はなく、

少しでも力強い活動ができますように、女性会の持つ温

生活様式や働き方が変化してきたように、女性会の運営方

かさとパワーで頑張って参ります。引き続きのご指導とご

法も見直さなければならないかも知れないと考えます。

支援をお願い申し上げます。

コロナ禍となってから役員以外の会員様にはお会いす

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・・・

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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■ 専門相談

お 気 軽 に 商工会議 所を活用 してくだ さい！
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
所沢商工会議所・
埼玉県よろず支援
拠点出張相談会

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 )
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 : 事業継承・廃業相談

事業承継士・司法書士 :
樋口 泰

相談事例２ : 労働・社会保険相談

相談 : 有限会社の社長である父が亡くなりました。株式の相続に関し
て注意することはありますか ?
対応 : 相続人が複数いる場合、できるだけ次の社長に株式を多く持た
せるのがいいでしょう。有限会社の場合、株主総会で会社運営の重要
事項を決定するには、４分の３以上の株式を持っていなくてはなりま
せんので、最低限その割合で持たせたいです。株式会社では３分の２
以上で足りますが、そこが大きく異なるので、注意が必要です。

社会保険労務士 :
梅田 泰丞

相談 : 定年再雇用者に対する有給休暇は、これまでの勤続年数を通算
した日数とする必要がありますか？
対応 : 年次有給休暇は雇い入れから 6 か月間継続勤務した場合に付与
され、その後継続勤務年数 1 年ごとに付与日数が加算されていきます。
ここでいう「継続勤務」とは「在籍期間」のことをいい、定年により形
式的に一旦契約が終わる場合であっても引き続き再雇用するなど実質
的に労働契約が継続している限り「継続勤務」に含まれます。

とても、ためになる話
夫は自営業をしているのですが、雇用しているパートの女性
と不倫の関係になりました。私は離婚したくありません。不倫
の探偵調査費用として100万円かかりました。その女性に対して、
探偵費用を含めて損害賠償を請求できるでしょうか。
不倫をした女性に対しては、配偶者としての妻の権利を侵害
したものであり、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
夫とその女性の共同不法行為（民法第719条）になります。慰謝
料の額については、不倫により離婚に至った場合の方が、家庭
を破壊させたという理由で多くなります。また、その女性は、
夫とは職務上部下の地位にあるので、不倫について夫が主導的

であったと評価され、女性に対する慰謝料は低くなる方向にな
ります。探偵費用について、裁判所では、不倫関係を認めてい
なかった場合や他の証拠収集は難しかった場合に限定して認め
たり、探偵費用の全額ではなく一部のみを認める傾向にありま
す。
なお、パートの女性が婚姻している場合には、その夫から相
談者の夫に対して、同じように損害賠償請求をされる可能性が
あります。相談者の夫が不倫について主導的である場合、相談
者が女性に対して請求する慰謝料の額よりも多くの慰謝料請求
がなされる可能性もあるので慎重に検討する必要があります。
弁護士：德永 眞澄

担当スタッフがほぼ 30 代 〜 40 代 の
会計事務所 です !

創業・資金調達支援

相続・事業承継

毎月の数字を早くまとめて経営に生かしたい！
１年先の資金繰り予測をしたい！ 金融機関との橋渡しを頼みたい！

��
イイ

しっかり相談して、
しっかり答えてほしい！

毎月
日は
当事務所にて

そんなお客様を全力サポートしています。

税務・会計サポート

クリニック経営サポート

無料個別相談会開催中!

ご予約はこちら

TEL:��-����-����

クライアントの皆様を全力サポートする
所沢市小手指町�-��-�� �F P駐車場有
http://www.funakoshi-zeirishi.com/

2022 / MAY / Sora / 7
7

■ 中小企業相談所関連情報

埼玉県中小企業制度融資
埼玉県が金融機関に対して利子補給を行うことにより、低い利率で金融機関から受けられる融資制度です。

原油・原材料価格高騰の影響を受けている方へ

経営安定資金【知事指定等貸付（特定業種関連）】
原油・原材料価格の高騰の影響を受けて、最近１か月の売上総利益率又は
営業利益率が過去２年のうちいずれかの同月に比べて５％以上減少している事業者

対象者

１年超３年以内

融資利率

３年超５年以内

年0.7％以内

５年超10年以内

年0.8％以内

信用保証料

年0.45～1.59％以内

融資限度額

最大8,000万円

融資期間〈据置期間〉
資金使途

年0.6％以内

最大10年間（うち据置最大３年間）
経営の安定に必要な運転資金

申込先

事業所所在地区の商工会議所・商工会

取扱期間

６月30日融資実行分まで

※組合の場合は埼玉県中小企業団体中央会

※延長の可能性あり

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方へ

伴走支援型経営改善資金
対象者

新型コロナウイルス感染症による影響で売上高等が15％以上減少している事業者
セーフティネット保証4号

融資利率

信用保証料
融資限度額
融資期間〈据置期間〉
資金使途
申込先

セーフティネット保証5号・一般保証

3年以内

年0.8％以内

年0.9％以内

3年超5年以内

年0.9％以内

年1.0％以内

5年超10年以内

年1.0％以内

年1.1％以内

セーフティネット保証4号・5号

一般保証

年0.2％

年0.2％～1.15％以内

最大6,000万円
最大10年間（1年以内の利用も可）
据置５年以内 元金均等月賦償還（ただし、融資期間１年以内の場合は一括償還を選択可能）
【設備資金】店舗の改装又は機械設備の購入等に必要な資金
【運転資金】商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金
取扱金融機関（銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫の、原則県内に所在する本支店）

※上記の情報は制度の一部を抜粋したものです。その他の制度融資や詳細は、下記までお問い合わせください。

お問合せ

事業所所在地区の商工会議所・商工会等 または お取引がある金融機関
所沢商工会議所 中小企業相談所

TEL：04-2924-5581
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お 知らせ
information

■お知らせ・information
ふじ た ゆ め

は しばさや か

藤田結愛（左）さん、羽柴彩夏（右）さんを
起用いたします。
今年度は、この２名の『Soraレディー』が、

商工会議所

から

コロナの影響を受けた
中小法人・個人事業者の皆様

会員事業所の取材でインタビューしたり、所沢

所沢市産業振興課からのお知らせ
所沢ブランド特産品 認定品募集

市内の観光・文化・施設・団体・人物・イベン

観光客等に販売できる所沢市の特産品として

トなどを取材したりと、所沢の特色や魅力を分

適切な商品を市が認定します。認定された商品

かりやすく紹介しますので、ご期待ください。

には、認定証のほか認定マークを交付します。
●対象商品

「事業復活支援金
（経済産業省）
」
の
申請は5月末締切です

持ち帰りが可能で、以下のいずれかに該当
する商品。食品のほか、工芸品や雑貨等も対象。
❶所沢の地場農産物を活用した商品

新型コロナウイルス感染症により、大きな

❷所沢の地域資源又は魅力を発信すること

影響を受ける中小・小規模事業者、フリーラ
ンスを含む個人事業者に対して、事業の継続・

のできる商品

回復のため、事業規模に応じた給付金が支給

❸所沢の伝統的な文化・風習を活かした商品

されます。支給額は、中小法人等は上限最大

当選者発表！

250万円、個人事業者等は上限最大50万円です。

※該当するか否かについて要事前相談
●選定方法：書類審査及びプレゼン審査を実施

一時支援金および月次支援金を受給してい

過日、４月12日㈫に開催された2022年度第

ない方は、登録確認機関にて事前確認が必要

１回広報委員会において、2021年度第４四半

●販路支援：認定された商品は、市が一定の

となりますので、早めにご対応ください。当所で

期にアンケート回答いただいた応募者の中か

販路を確保するなど販路支援を行います。

は、会員事業所様のみ事前確認に対応していま

ら抽選を行った結果、次の方が当選されました。

（所沢市観光情報・物産館「YOT－TOKO

す（過去から１年上継続しているもの又は今後も
含め会員期間が１年以上のものに限ります）
。

クオカード 3,000円分
株式会社 佐々木測量
佐々木 佳苗 様

詳細は、事業復活支援金の
ＨＰをご確認ください

抽選の様子（本橋委員）

●事前確認のお問合せ（会員限定）：
当所中小企業相談所 TEL：04-2924-5581

行政・他団体 から

５月20日㈮は会費の口座振替日です

労働保険料ならびに一般拠出年金の
申告・納付について

令和４年度上期分商工会議所会費を５月20

●申請期間：４月15日㈮から６月30日㈭

（よっとこ）」、「ところざわサクラタウン」等
の協力店舗を予定）また、所沢市が、広報と
ころざわやSNS、その他の方法により積極
的に商品の広報を行います。
※ 詳細は市ホームページ
（
「所沢ブランド特産
品」
で検索）
で配布の募集要項をご覧ください。
詳細は所沢市HP
「所沢ブランド特産品」で検索
または右の二次元バーコードより

事務所等の賃借料を補助します
月額10万円（上限）を最長24か月間交付
都市型産業等育成補助金

日㈮に貴事業所指定口座より自動引き落とし

令和４年度の労働保険（労災保険・雇用保

させていただきます。ご理解・ご協力をお願

険）年度更新及び石綿健康被害救済法の一般

い申し上げます。

拠出年金の申告・納付は６月１日から７月11

所沢市内に新たに事務所等を賃貸する事業

日までです。申告書・納付書は５月末に発送

者様へ、賃借料について補助金を交付します。

予定です。同封の記入例を参考に、期間中お

●対象業種：主として製造業、都市型産業

会費の口座振替日は年２回
○上期分 : ５月 20 日 ○下期分 :10 月 20 日
※振替日が休日の場合は、
翌営業日となります。

●お問合せ：当所総務課 TEL：04-2922-2196

早めの手続きをお願いします。
●お問合せ：コールセンター
（開設期間５月30日〜７月22日）
土日祝を除く 午前９時から午後５時まで

2022年度『Soraレディー』
のご紹介
2022年度 『Soraレディー（リポーターレ

TEL：0120-165-180
埼玉労働局労働保険徴収課
TEL：048-600-6203

デ ィ ー）』 に、 秋 草 学 園短期大学２年生の

（情報通信業など）
●申請期間：４月１日㈮から９月30日㈮まで
詳細は所沢市HP
「都市型産業」で検索または
右の二次元バーコードより

上記２つのお問合せ：所沢市

産業振興課

TEL：04-2998-9157

〜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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令和４年度事業 計 画 ・ 予 算 を 可 決
─通常議員総会を開催─

３月30日㈬、当所会議室にて第271回常議員会並びに通
常議員総会を開催し、通常議員総会では、令和３年度収支
補正予算、令和４年度事業計画及び収支予算、常議員の補
欠選任などの議案が提出され、審議の結果、全議案可決さ
れました。
また、議案審議終了後、役員・議員にて意見交換などが
行われました。
審議された提出議案及び報告事項は次のとおり

◆重点事業◆
❶中小企業支援機能の強化
創業支援から経営課題の解決、
「経営力向上計画」や「経
営革新計画」等の策定支援をはじめ、中小企業のBCP策
定支援やM&A手法を含めた事業承継対策など、中小企業
への支援に対して所沢市や関連団体、専門家等との連携を
密にし、巡回や窓口相談、相談会や集団指導等の充実を図
り、新型コロナウイルス感染症への対応も含め、支援機能
及び体制を強化してまいります。

提出議案
①令和３年度所沢商工会議所一般会計収支補正予算について
②令和３年度所沢商工会議所中小企業相談所特別会計収支
補正予算について
③令和４年度所沢商工会議所事業計画について
④令和４年度所沢商工会議所一般会計収支予算について
⑤令和４年度所沢商工会議所中小企業相談所特別会計収支
予算について
⑥令和４年度所沢商工会議所特定退職金共済事業特別会計
収支予算について
⑦令和４年度所沢商工会議所収益事業特別会計収支予算に
ついて
⑧令和４年度労働保険事務組合所沢商工会議所一般会計収
支予算について
⑨令和４年度所沢商工会議所商工会館運営特別会計収支予
算について
⑩令和４年度所沢商工会議所会員増強運動の実施について
⑪常議員の補欠選任について

❷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、小規模事業者による事業計画の作
成及びその着実な実施の支援、地域活性化につながる展示
会の開催等の面的な取組を促進、小規模事業者の技術の向
上、新たな事業分野の開拓、その他経営の発達に特に資す
る事業を展開します。
❸中小企業の人材育成と雇用の確保
現在、人口減少社会に突入しており、今後も大幅な改善
は難しく、労働力人口は、更なる減少が懸念されており、
特に中小企業では雇用の維持や人材確保が困難となってお
り、人材育成のセミナー開催や労働関係機関との連携を通
じて若年層の地元での就職促進、中小企業の人材育成・雇
用の確保を支援します。
❹意見要望活動の積極的展開
各部会や委員会等を通じて会員からの意見・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に働きかけます。
また、所沢市へは、参加する各委員会や担当部署を通じて、
集約事項等を積極的に要望し、市との連携を図りつつ、産
業振興政策への積極的な取組みを展開します。

報告事項
①議員職務執行者の変更について
②議員の辞任について
③令和３年度所沢商工会議所会員増強運動の実施結果について
④所沢商工会議所会員入会及び脱会について
本年度においても、
「連携と伴走型支援で所沢創生を！」
をスローガンに掲げ、次の８項目を重点事業として展開し
ていく方針です。

❺地域活性化・地域ブランド力向上と推進
「ところざわまつり」をはじめ、中心市街地活性化拠点
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■ 令和４年度事業計画・会計別収支予算

の「野老澤町造商店」を活用した各種事業展開や関係団体
等との連携による「新・三八市」をはじめ、季節毎のイベ
ント開催により地方創生の充実を図ります。また、地域産
品を活用した地域の魅力を伝える新商品や新メニューの
創出及び周知、地元キャラクターグッズ販売、
「西武ゆう
えんち」、「ベルーナドーム」
、
「ところざわサクラタウン」
、
観光情報・物産館「YOT-TOKO（よっとこ）
」などの地域
資源を活用した賑わいの創出や地域のブランド力向上を図
り、所沢市等との連携を密にして地域振興を推進します。
❻持続可能な開発目標及び脱炭素社会実現への取組推進
2030年までに目指す17のゴールと169のターゲットから
構成される持続可能な開発目標「SDGs」や2050年までに
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050カーボ
ンニュートラル」への取組みが広がっており、これらの課
題に向けて中小企業における取組みを推進するため、役職
員の意識向上を含め、関係企業等との連携による「SDGs」
セミナーの開催や「ゼロカーボンシティ」を表明している
所沢市と連携し先進事例や関連情報の提供等を行います。

❼組織・財政基盤の強化
今後も役員・議員・職員が一丸となった「会員増強運動」
による組織率の向上並びに「会員事業所訪問」による退会
防止に努め、事業収入確保のため各種共済制度の普及及び
会員の加入促進、更には会員サービス事業の拡充、貸会議室
の利用促進による増収に努め、財政基盤の強化を図ります。
また、昨年度所沢商工会議所の創立70周年及び会報誌
「Sora」の創刊10周年の節目に「原点回帰」と「双方向」
のコンセプトを掲げ、リニュ－アルした会報誌の活用によ
り会員ニーズを捉え、組織強化に繋げていきます。
❽健康経営やデジタル化など働き方改革への取組み
多くの中小企業では、人材不足や雇用の維持などの課題
を抱え、生産性を高めるための働き方改革への取組みが必
要となっているものの、その改革は進んでいない状況です。
そのため、健康経営やデジタル化など働き方改革への取組
みを推進し、関連企業等との連携セミナーや各種施策等の
活用を通じて情報提供をしてまいります。
※「健康経営」とは、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です｡

令和４年度会計別収支予算
収入の部

単位 : 千円

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

64,365
19,075
20,978
29,675
０
6,271
25,000
31,000
196,364

中小企業
相談所

67,356
2,000
100
15,108
84,564

特定退職金
共済事業

収益事業

労働保険
事務組合

商工会館
運営

80,000
120,000
１
1,430

76,367

9,600

12,704

151

50

２

10
201,441

25,000
101,518

4,000
13,650

2,100
14,806

支出の部
区

計

64,365
86,431
201,649
120,000
29,979
1,430
6,271
40,108
62,110
612,343
単位 : 千円

分

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

67,146
32,032
480
27,412
10,950
3,910
4,000
15,108
35,178
148
196,364

中小企業
相談所

特定退職金
共済事業

65,605

120,000
5,167

15,083

3,871
５

84,564

272
76,000

２
201,441

労働保険
事務組合

商工会館
運営

38,123

6,766

5,618

390
70

105
10

310
410

13,500

4,800

6,700

186
101,518

209
13,650

65
14,806

収益事業

49,249

1,760

1,703

計

134,941
120,000
153,311
480
32,360
11,445
79,910
4,000
40,108
35,178
610
612,343
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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、新興プラント工業株式会社の留学経験のある紅緒さんです。
新興プラント工業㈱は食品・飲料・薬
品・乳製品等のプラントライン製作（サニ

♪本人からのコメント♪
男性が多い職場ですが、多様な働き方を

タリー配管プラント）をしている会社です。

積極的に実践している
「プラチナ認定企業」

平均年齢27歳の若手社員が多く活気があり

に認定されている会社でもあり、「セクハ

休憩時間などは笑いの絶えない職場です。

ラ・モラハラ防止の徹底」
「男性育休の推

4 月より大卒（アメリカ留学経験のある）

奨や有休の取りやすい環境」で楽しく働い

女性社員が入社しました。

ています。

食品・飲料・薬品・乳製品等を扱う仕事
ですので、安心・安全な配管を製作するに

資格も補助金等を利用し取得しやすく、
キャリアアップにも繋がっています。

は繊細な技術力と特殊な溶接技能が必要と

また、グローバルな世の中、留学経験を

なることから、フォークリフト・高所作業

いかした英会話ができるのも自信につな

車・有機溶剤作業主任者等の資格を取得し

がっています。
手に職をつけたい女性の皆さん一緒に働

現場で活躍しています。

きませんか！

とても楽しいですよ♪

現場でも女性が活躍する時代です♪
○事業所名：新興プラント工業株式会社
○代 表 者：代表取締役 榎本 隆之
○事業内容：管工事業

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

いつか所沢の新名所になる事を
願ってます!!

所沢のこいのぼり
夕方に近所の東川沿いをお散歩
していると、こいのぼりが元気に

ツリーハウス“nicorico”

泳いでいるのを発見！夕陽を背景

私の勤め先ですが、まだ知らない人や

に思わず写真を撮りました。

行ってみたいけど来店されていない人が多

最近、家庭ではなかなか飾ることが少なくなったこいのぼり…

い様です。ペット連れの方やお子様連れの
方に特におすすめです!!

こういう素敵な風景はずっと残していきたいものですね。

投稿者：じゅんたん さん

投稿者：お散歩リーダーさん

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.9392

ピーリング専門サロン
ずっとダイヤモンドピーリングが
3300円で出来るエステサロン

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。

エステを日常にして欲しい思いで…
所沢にピーリング専門サロンAQUA
ローズをオープンしました。
安さだけではなくて、結果も重視し
ております。ピーリングの機械は医療
用ダイヤモンドピーリングを使用。化
粧品は完全無添加のドクターリセラを
使用して施術します。
お肌のトラブルは…AQUAローズに
お任せ下さい。マスクで肌荒れしてし
まった方・マスク老けしたなぁと思わ
れた方も是非一度、ご来店下さい。

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

AQUA ローズ 所沢店

お問合せ

所沢商工会議所 会報担当

代表 渡辺 恵美子
所沢市御幸町 3-18
TEL：04-2968-6139 ／ 090-8807-8070

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

会員 No.9320

会員 No.9360

2006年に開業しました
新所沢の住宅街にひっそりとある
隠れ家の様なレストラン

新車・中古車販売を中心に、
修理・
メンテナンス・板金塗装から光触媒による
コロナウイルスなどの感染対策まで！

モチモチの生パスタ、ナポリ風ピッツァ
をはじめとした本格イタリアンをリーズ
ナブルに楽しめます。
好評の月替わりコースは、選べる前菜、
パスタとドリアとピザからお好きな1品を
加え、肉料理又は魚料理をご堪能いただ
けます。小さいお子様連れのご家族やお
友達同士のランチ、又、特別な日のディナー
などシーンにあわせてご利用ください。
目の不自由なお客様には点字メニューもご用意しておりま
す。テイクアウトもやっておりますので、お近くにお越しの際
は是非一度お立ち寄りください。

わが社は新車・中古車販売を
メインに、修理・メンテナンス、
板金塗装など車に関する様々
なサービスを展開しておりま
す。
また、皆さまに有益なサービ
スを提供したいという思いか
ら、抗ウイルス・消臭・抗菌・防カビ作用のある『光触媒』を
使ったコーティングサービスも取り扱っております。車の施工
はもちろん、一般住宅・病院・理容美容院・介護施設等への施
工も承っております。調査・相談・お見積もりを無料で行って
いますので、お気軽にお問い合わせください！

pastaio cocco（パスタイオコッコ）

㈲ HYBRID

代表 鴨角 直樹
所沢市緑町 2-3-9 天野ビル 1 階
TEL：042-925-0746

代表取締役 久保田 広明
所沢市東所沢和田 1-10-1
TEL：04-2945-1216
HP：https://www.hybrid.co.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、本年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。

〒359-1116 埼玉県所沢市東町 10-18 グリーンビル４階
代表弁護士・中小企業診断士・社会保険労務士

TEL:04-2936-8666 9:00〜20:00( 土日祝日を除く）

加藤 剛毅
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─資金繰りの深いい話─

資金繰りの実際

「会社の経営は資金繰りに始まって資金繰りに終わる」

と言った具合になります。

この言葉が私が仕事を進める上での一貫したテーマに

私達は、この一連の行動を徹底的に観察、測定、分析

なっています。

することにより、行動の曖昧さを排除し、より具体的な

と、言うのも、この混沌とした経営環境を生き抜くこ

業績評価や同業他社との比較そして、経営上の問題点を

との難しさが増々顕著になりつつある現代において、こ

発見することができる最善の方法になるのです。

の複雑な経営問題の発見に資金の流れを把握することほ

よって、今年度は、お金の流れから炙り出される経営

ど最善の方法がないことを経験的にわかっているからです。

上の問題点を以下のスケジュールに沿って進めて行くの

例えば、あなたが飲食店を経営しているとします。こ

で、自分の会社の問題発見方法と解決方法に使ってみて

の場合の業務の流れは、食材を仕入れ、その食材をお客

ください。

様用に調理してそれを提供し、その見返りとして代金を
いただき、これを原資として給料の支払いや借金の返済
○第１話（７月）お金の流れ（資金繰り）から見た

そして税金の納付に当てるのです。

経営上の問題発見方法について

もちろん、実際の業務はこれよりも複雑であり多岐に

○第２話（９月）売上と資金繰りの関係について

わたるし、飲食業と言っても和食、洋食、中華など様々

○第３話（11月）売上と借入金の深い関係について

なものがありますが、この一連の流れを要約すると、

○第４話（１月）広告費と資金繰りの関係について
会社（あなた）の認知度をどう上げるか

①食材仕入 ⇒ ②販売 ⇒ ③回収 ⇒ ④分配 ⇒ ⑤再仕入

○第５話（３月）社長の感情と資金繰りについて

と言ったものになります。
さて、ここから重要なのですが、この一連の流れから
得られる結果はすべて数字（金額）で表現され、
数字（金

株式会社オフィス佐藤

額）で測定されなければならない原理原則があったのです。

代表取締役 佐藤 克行

例えば、先ほどの流れに数字（金額）を当てはめると、
①食材仕入50,000円 ⇒ ②売上高100,000円 ⇒

ご意見・お問合せは

⑤再仕入50,000円

TEL:049-256-7610

③現金回収100,000円 ⇒ ④給料・家賃など45,000円 ⇒
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編集後記

今月の会員サービス

毎月「Sora」をお読みいただき有難

割引販売プログラムの
ご案内
Google 社のクラウド型グループウェア「Google Workspace」を当所会員事業所様が
新規導入される際に、初年度利用料が 10％割引になるご案内です。

うございます。広報委員会では、皆さま
のお役に立てる情報を提供できるよう頑
張っております。特に、表紙は一番先に
目に入りますので委員会としても慎重に
選定しており、今月号は新年度が始まり
“前に進む時期”ということで『新緑』

（※割引販売プログラム適用期間：2022 年 12 月末まで）

にしました。この表紙は、桜の花が終わ
り樹木の生長（勢い）と力強い生命力を

●価格
（1アカウント/月、
税抜）
Business Starter

定価 ￥ 680

Business Standard

定価 ￥1,360

Business Plus

定価 ￥2,040

感じます。

￥ 612
→ ￥1,224
→ ￥1,836
→

また、日本には素晴らしい「四季」が
あり「平和」であり、日本人でよかった
と思います。外を見ると戦いをし、人間
を殺害するなど信じられないことが起き

●申込方法
専 用 チ ラ シ（https://www4.cin.or.jp/joho/GWorkspace/WorkspaceChirashi.pdf）
に記載されている本プログラム専用の申込ページにアクセスし、専用フォームから
お申し込みください。

ています。災害は考えられますが、戦争
は考えられないです。思いやり、助け合
いの出来る「国」「人」でありたいと思
うこの頃です。
広報委員

※各種プランの違いについては公式のヘルプページをご確認ください。

池田 安弘

https://workspace.google.co.jp/intl/ja/pricing.html

今月の皆さまの声

皆さまの声をお聞かせください !

① 表紙が春らしくて、
とてもきれいでした。
(小手指町)
② ライオンズ情報の充実。(東所沢)
③ 所沢市の限定・オリジナル商品等、
特産品や名物の小冊子が欲しい。(糀谷)

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

司

Ａ
Ｂ

員

則

多

糖

Ｃ

ロスワードを完成させましょう。

推

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 )

日 三
祭 食
祝 一

騒
著作権記事

草

物

熟語を答えてください。

 １
Ｐ
Ｐ２
Ｐ３- ５
Ｐ６
Ｐ７
Ｐ８
Ｐ９
Ｐ 10-11
Ｐ 12
Ｐ 13
Ｐ 14
Ｐ 15

キリトリセン

母

（ルール）
類 菜 子
・リストから漢字を選び、
空いたマスを埋めてク
囃 動 方
ロスワードを完成させま
しょう。 汁 温 社
・ひとつの文字は
1 回し
会
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
答：
熟語を答えてください。

「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 5 月末日 ( 必着 ) までにご回答ください。

漢字リスト

□表紙
□会議所スケジュール＆まちぞうかわら版
』
□（特集）所沢文化幼稚園『見て、触れて、感動体験。
□青年部／女性会
□専門相談
□中小企業相談所関連
□お知らせ（information）
□令和４年度事業計画・会計別収支予算
□わが社の推し社員 / □わたしのところざわ
□製品＆サービス
□資金繰りの深いい話
□会員優待サービス / □クロスワード アンケート

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。

菜

子

日

三

囃

動

方

祭

食

4 月号の答え

汁

温

社

祝

一

新学期

ウェブでの
ご意見は
こちらから

類

会
●抽選会の実施について

クロスワードの答え

答：
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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水処理施設の階段に錆や腐食…
通行が危ない状況…

周りの薬品の影響で錆や腐食…
補修や塗装してもすぐに錆が…

硫酸タンクの錆穴から液漏れが…
すぐ対応しないと。でも予算が…

経年劣化や酸の雰囲気で錆が…
でも、稼働を止められず…

補修しても穴が空く配管…
更新は高いため補修対応したい…

薬品(アセトン)を使用するため
すぐに床が剥がれしまう…

超密着の塗着補強コーティング

が解決します!

諦めていたボロボロの工場設備の
「再生・延命・補強・防錆」
など、
メンテナンスは弊社までお気軽にご相談ください！

製造業の省エネ・コスト削減のことならお任せください！
（住 所）埼玉県所沢市南住吉８-19
（ＴＥＬ）04-2923-2221
（ＦＡＸ）0985-29-5236

平岩建設の HP は↓↓からチェック
で検索！
埼玉県 平岩建設

http://www.hiraiwa.co.jp/

担当

荒井

メールアドレス

eigyou@hiraiwa.co.jp

TEL : 04-2922-2196 ㈹

このようなボロボロで困った箇所はありませんか？

220 円（税込） / 編集協力・デザイン : 株式会社ヒロセ・スタジオ / 印刷：株式会社ユー企画印刷

など

〒 359-1121 所沢市元町 27-1 所沢ハーティア東棟３階

タンク・鉄骨階段・生産設備・配管・架台・床・屋外クレーン・鉄骨

発行書：所沢商工会議所

発行日：毎月１０日 / 定価：１部

あきめていたボロボロの工場設備…

