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所沢商工会議所

会 報 誌 「そら」

〈特集〉

ところざわまつり

文化の伝承！
～山車・お囃子の伝統を紡ぐ～
●
●

制度融資のご案内
わが社の推し社員

株式会社サンエイホーム 「とこちゃん」

特別企画

㈱システムネットワーク様よりお肉の引換券、
アクサ生命保険㈱様よりワインをプレゼント！

詳しくは
P11へ！

撮影場所：菩提樹池（山口）

所沢商工会議所会員数 : 2022.8.26現在
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文化の伝承！
～山車・お囃子の伝統を紡ぐ～
中小企業相談所関連
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専門相談
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会議所活用事例

3日㈪ 日本政策金融公庫 出張創業相談／1号議員通常選挙日
4日㈫ 議員協議会（１号・２号議員）／３号議員選考委員会
		 第３回選挙管理委員会
4日㈫ 専門家による経営相談（10/4,6,12,14,18,20,24,26）
5日㈬ 発明・特許相談
9日㈰ ところざわまつり
11日㈫ 所沢商工会議所・埼玉県よろず支援拠点出張相談会
17日㈪ 日本政策金融公庫定例相談
18日㈫ 法律相談
20日㈭ 税務相談
23日㈰ 第226回珠算能力・第136回段位認定試験
25日㈫ 後継者対策・事業承継・廃業相談
		 インボイス制度対策セミナー
29日㈯ 第28期開業ゼミナール（10/29,11/5,12）

商工会議所から／行政・他団体から

12 わが社の推し社員／わたしのところざわ
14

15

製品 & サービス

資金繰り

優待サービス／クロスワード・アンケート

写真から甦る

日本政策金融公庫出張創業相談
第273回常議員会、合同正副部会長会議
専門家による経営相談（9/6,8,12,14,16,22,26,28,30）
発明・特許相談／事業計画書作成セミナー
フランチャイズ経営相談
所沢商工会議所・埼玉県よろず支援拠点出張相談会
第56回所沢商工ゴルフ大会
法律相談／日本政策金融公庫定例相談
第８回開業Cafe
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
第２回選挙管理委員会

10 月 October

お知らせ（information）
プレゼント特別企画
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懐かしの所沢商店街

開催期間：９月12日㈪～28日㈬
以前は個人営業の商店が 連なる商店街でした。

❶

高層ビル街へと変遷した商店街を貴方は覚えてい
ますか…？
❶❷ファルマン交差点今昔

❷

❸

❸昭和40年代ファルマン交差点から
銀座商店街方面を見る
❹昭和55年：プロペ通り駅前
❺昭和39年：銀座商店街
❻昭和48年：銀座商店街

歩行者天国

お問合せ

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

商工会議所スケジュール

９月 September

03 （特集）ところざわまつり
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3,405社

❹
❺

担当 : 榊原、杉本
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❻

所沢の秋の風物詩

令和４年10月９日㈰
正午～午後６時

4 年ぶりの開催となるところざわまつり。今回はお祭りの伝統文化に着目して、各町内会等から山車やお囃子についてのコメ
ントを寄稿頂きました。また、新型コロナウイルスの感染対策のため、開催時間やイベント内容等、開催規模を一部縮小
予定です。ご理解くださいますようお願い申し上げます。
※雨天決行、ただし新型コロナウイルス感染状況及び荒天による中止の場合あり

「文化の伝承！」山車・お囃子の文化を紡ぐ

※本年度実施しない主なイベント

今年は伝統ある山車、お囃子の『文化の伝承！』という
スローガンを掲げました。台風による荒天や新型コロナウ
イルスの感染拡大により、ところざわまつりの中止が続い
たことで、所沢に根付く伝統文化が途絶えることを懸念し、
新たな担い手を育成する「まつり」を実施することを目的
としています。

パレード・民踊流し、バザールコーナー、江戸芸かっ
ぽれ、よさこい鳴子踊り、サンバカーニバル、神輿、
ライブサーカス、ボンダンス、空手演武、太鼓演武、
フリーマーケット など

ところざわまつり民地出店者へのお願い

道路使用許可を必要としない民地での「食品の提供を伴
う出店」を予定されている方は、例年ところざわまつり実
行委員会を経由して狭山保健所へ届出を
しておりました。今年度より調理を行う
出店の場合、各出店者が狭山保健所から
直接「屋台等簡易施設での営業許可」を
得る必要があります。詳しくはところざ
わまつりHPをご参照ください。

実施イベント
○山車および居囃子
○町内会・商店会・関係団体による出店
※山車の曳っかわせ及び統一行動による曳き回しは、観覧
者の滞留による密を避けられないため実施しません。

所沢初！セルフ脱毛サロン
無人 & セルフで脱毛できる新時代サロン

ダツモルの３つのポイント

ダ ツモル所沢小 手 指 店

24 時間営業完全無人型

２名での入室でも追加料金無し

初回限定のお試しプランあり

無人型サロンだから安く
人の目を気にせずに
自分のペースで脱毛できる

2 名同時に入室して施術しても
追加料金が掛からないから
とてもお得です

初めての方でも
安心の初回限定プランを
ご用意しております

〒���-���� 埼玉県所沢市小手指町 �-�-� シャレードビル１階（併設駐車場２台あり）

HPはこちら
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例パレード、神輿、サンバカーニバル、民謡流し、よ

今重松流祭囃子保存会から、山車の解説や見所、久方

年、所沢の中心市街地一帯で山車曳き回しをはじめ、

回の祭りで居囃子を行う山車を保有する11町内会と

さこい、青年部屋台村、バザールコーナー、所沢観光物産
展などの数多くの催し物が行われます。
ところざわまつりの起源は、明治初期から開催されてい
る“山車祭り”
と伝えられており、
各町内会から出される“山
車の曳き回し”は、ところざわまつりの中心的な催しの一
つになっています。今年は、新型コロナウイルス感染の状
況を鑑みて、催し物の規模を縮小し、山車の留め置きや居
囃子、町内会・商店会・関係団体による出店を予定してお
ります。限られた状況での実施となりますが、４年ぶりの
開催によって、ところざわまつりの伝統を紡いでいければ
幸いです。

ぶりの開催となる「ところざわまつり」に対しての想いを
寄稿頂きました。
山車ごとに、素晴らしい
彫刻や飾りもの、絵などの
華やかな装飾が施されてい
ます。
それぞれの山車の違いや
お囃子について知り、その
魅力を堪能してはいかがで
しょうか？
ⓒ所沢市

山車を保有する11町内会と重松流祭囃子保存会からのコメント

寿 町

金山町

旭 町
平成��年の市制��年祭にお披露目され
た市内最新の山車です。
古来の構造に現代
の技術を加えて築造、
全周旋回の回り舞台
は特徴の一つです。
祭が中止となった３年
間、
毎年祭の時期には旭町有和会の皆さん
による整備が施され、
来たる日に備えてき
ました。
旭町太鼓連によるお囃子はコロナ
感染防止に苦心しながらも稽古を積んだ
成果です。
４年振りの披露が期待されます。

昭和��年から５年の歳月を掛け、
昭和��
年��月竣工の現在の山車は２代目であり、
この山車は町内在住であった本橋棟梁が
全精力を傾けた渾身の名作であります。
特
徴としては総欅・白木作り、
屋根は唐破風に
正面には魔除けの鬼の面、
山車を引き立て
る車輪は樫の御所車、
山車を飾る多数の彫
刻等は他に類型の無い独特の山車に仕上
げてあります。

星の宮

日吉町・
東町

西所沢
昭和��年に制作した旧山車の二代目と
して、
市政��周年に合わせて平成��年�月
に現在の山車が完成しました。
側面にある
彫物は「須佐之男命の八岐大蛇退治」もう
一方は「神武天皇の東方遠征」
の神話がモ
チーフで龍の総一刀彫は見事です。�年ぶ
りのところざわまつりとあって、
囃子連の
練習にも熱が入ります。
息があった迫力あ
るお囃子を是非ご期待ください。

初代の山車は、
神武天皇と金鶴の盛留を
持つ江戸時代後期
（����年）
のものでした。
現在の山車は
（����年）
町内の棟梁吉澤宗
吉氏・田中武氏が新造に着手し、
旧山車の彫
物を取り入れ翌年正月に完成しました。
����年には若い衆がはっぴを新調。
また、
山車の中の踊り手を効果的に照らすためス
ポットライトを明るいものに替え、
提灯も�
本新調しました。

旧の山車は、��年以上前のもの。
その当
時では珍しい回り舞台付、
屋根には人形を
乗せた立派なものであったという。
現在の
山車は前の台座を生かし大改造したもので
昭和��年��月完成。
天井の竜の絵は見事な
ものである。
日東地区は、新しいマンショ
ン・住民も増え、特にこどもには
「ところざ
わまつり」
に参加し、
伝統の山車を引く体験
をして祭りの楽しさを味わって貰いたい。

昭和��年重松流祭保存会に入会した比
較的歴史の浅い囃子連です。現在�年ぶり
の祭りに向けて稽古に励んでいます。
市制
��周年記念
「ところざわまつり」
に住吉町か
らの借用山車にて参加し、
その後、
自前山車
の製作機運が高まり町民の皆さまのご芳志
により、
星の宮の山車が昭和��年に完成し
ました。
町内�メートル道路でも曳き回せる
ように���度回転する舞台が特徴です。

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。

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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だ し

じゅう ま りゅう

山車って？

重松流祭囃子って？

山車とは、祭礼の際に、鉾や人形、マツやスギ、花など
の様々な装飾を凝らして、引いたり、担いだりして回る屋
台のことを言います。古来より神様は山頂の木や岩を依
り代として、天から降りてくると考えられており、祭りの間、
神様をお招きするために町内に小さな山を築きました。その
後、山のように高い山車が神様の依り代へと変わりました。
山車は『神様が宿るものであり、また、神様をもてなすも
のでもある』とされ、華やかな装飾を施した山車の一番高い
場所に神様がいて、その下で神様をもてなすために、太鼓や
笛などの演奏を行います。現代では“神様へのおもてなし”
として、山車の頂上近くまで人が乗ることもあります。

元町 東
毛彫り細工の昇り龍と下り龍が自慢の山
車。
昭和３年、
青山伊助により製作されまし
た。
曳綱を付け替えるだけで前後が変わる
「回り舞台」
が特徴です。
町内の通りが狭く
小回りが要求されるため、
全体的に小振り
に設計されています。
ところざわまつり当
日は、
会所
（野老澤町造商店）
で
「日本武尊」
の盛留を展示する予定です。

重松流
祭囃子保存会

○製作年：明治６年
（推定）
○製作者：甲田 了作
○費 用：���円
（製作当時の価格）

昭和��年６月��日に、所沢市の『有形民
族文化財』
に指定されました。
盛留(人形)が
屋根の上に載る八王子型一本柱人形山車
で、彫刻が全体に施された総欅造りです。
盛留は江戸時代後期に実在した人形師・二
代 原 舟月作で、六角の金龍に囲まれた
台座の上に、
中国三国時代の
「関羽・周倉」
の
武将が二体載る全国でも数少ない勇壮な
山車です。

有楽町

元町本町
総欅造の釘を使わない組み立て式で、
特別な細工がある山車は所沢一の大きさ。
左柱に昇り龍、
右柱に降り龍。
欄干に五頭の
龍など多数の彫り物があります。
平成８年
に所沢市文化財に指定されました。

御幸町

宮本町
宮本町の山車は老朽化により補修が必
要となり、
令和元年に宮本町囃子連の岩井
氏、
小倉氏が中心となって総塗替えし、
その
姿を一新しました。
町内の皆様にも３年前
のお祭りでお披露目するはずでしたが、
ま
さかの台風で中止となり叶いませんでし
た。
あれから４年越しになります。
是非今年
のお祭りにはその美しい姿を皆様に見てい
ただきたいと思います。

幕末から明治初期以降、所沢を中心に多摩地区に広まり
ました。現在は各地域の囃子連や「重松流祭囃子保存会」
の皆さんによって保存・伝承されています。
重松流は“ケンカ囃子”と言われ、お座敷で行うような
静かな囃子とは異なり、山車の上で勇ましく演じられます。
演奏は全ての曲が笛により引き出され、
「にぎやか物」
と
「静
か物」の２種の中から曲を組み合わせます。２つの小太鼓
じ
が主体となるリズムを反復演奏する「地」と間を感じなが
ら即興でバチを叩く「カラミ」に分かれて掛け合い（叩き
合い）を行います。地囃子に応じてカラミが演じるため自
由な演奏となり、曲の激しさや雄壮さが増幅されます。

明治時代初め後藤徳蔵により建造され
た砂川村七番（現在の立川市）の山車を
大正��年に深井伝右衛門が買い取り、
町内
に寄付したと伝えられています。
「八王子型
人形山車」
と呼ばれる形式で、彫刻は正面
唐破風の鬼板、懸魚、脇障子、妻飾りなど
随所にはめこまれ、
現存の山車彫刻として
優れた作品です。所沢市指定有形文化財
（平成８年指定）
平成��年改修

コロナの影響により練習すら出来ず、
次
の世代へと継承する難しさを痛感した三年
間でした。
重松流(じゅうまりゅう)祭囃子(ま
つりばやし)は、
今から���年前、
所沢で生ま
れた
【古谷(ふるや)重松(じゅうまつ)】
によっ
て編み出されたお囃子です。
今年の見所は、
コロナ感染防止の関係で、
山車を留め置き
しての居囃子演奏です。
じっくりと所沢の宝
である
「重松流祭囃子」
をご堪能ください。
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皆さまのご協力をお願いいたします。

車 両 通行止

令和4年 10月9日㈰
午前11時〜午後7時

の区間が車両通行止になります。
の枠内は車両抑制区域になりますので
お車の乗り入れはご遠慮ください。

当日は午前11時〜午後7時の間、
「所沢駅西口入口交差点付近〜所沢駅西口ロータリー〜昭和通り・プロペ通り〜ファルマン通り〜ファルマン通り
交差点〜銀座通り〜金山町通り〜金山町交差点間」が車両通行止になります。そのほか、会場周辺道路で山車などの通過時に一時交通規制が行われます。
至新所沢

至新所沢

至新所沢

所沢航空記念公園

明峰小学校入口

至入間

至さいたま

宮本町

西新井町

所澤神明社

ところざわ
まつり本部
銀座通り
銀行
銀座
中央広場

至入間
金山町通り
金山町

至西所沢駅

至三芳

星の宮

東新井町

所沢陸橋北
至さいたま
医療センター入口

トコトコスクウェア
NTT

シティタワー
所沢クラッシィ
一本木

所沢駅西口
臨時バス乗り場

駒形

灯り庵

東住吉

至東村山

至西東京

ところざわまつり開催に伴うバス・タクシーお知らせ

10月9日㈰

規制時間

午前11時〜午後７時

迂回・運休・発着場所の
変更・臨時増便

10月9日㈰は「ところざわまつり」開催に伴い、午前11時から午後７時の間、中心市街地において交通規制が行われます。
このため、下記バス路線の運行において迂回・運休・発着場所の変更及び、臨時増便を実施いたします。
当日は、迂回運行の影響や車両混雑が予想され、バスの遅延が発生する場合がありますので、あらかじめご了承のうえご利用ください。

ところバス（南路線）【終日】
吾妻循環
コース
×停車しない
バス停

西武バス（路線バス）【午前11時〜午後7時】
臨時バス停
（該当路線）

「保健センター」⇆「日吉町」⇆「上新井」間の
バスの運行はございません。

臨時増便
（予定）

保健センター、旭町、東町、日吉町、銀座三丁目、銀座二丁目、
所沢まちづくりセンター、金山町五丁目、金山町二丁目、
西所沢駅入口、六所神社入口、上新井

●所18
●所18-1

所沢駅西口〜松ヶ丘中央〜西武園駅
所沢駅西口〜松ヶ丘中央〜西武園ゆうえんち

■所55
■所18

所沢駅東口〜安松〜東所沢駅
所沢駅西口〜松ヶ丘中央〜西武園駅

※吾妻循環コースは『所沢駅西口』を発着点として運行します。

規制時間中（午前11時〜午後７時）は

公園通り、航空公園南、東新井町、市民医療センター、保健センター、
旭町、東町、日吉町、金山町二丁目、金山町五丁目、
所沢まちづくりセンター、ところ荘入口

シティタワー所沢クラッシィ（所沢駅西口郵便局）
南側の臨時バス停より運行となります。

西口局
〒

所沢駅西口
臨時バス停

※山口循環コースは『航空公園駅』を発着点として運行します。

（ところバス）
のお問合せ

TEL：04-2998-9192 所沢市役所都市計画課
※平日 午前８時30分〜午後５時15分

TEL：04-2942-8864 西武バス所沢営業所

タクシーのご案内

（西武バス）
のお問合せ

TEL：04-2942-8864

西武バス所沢営業所

所沢駅西口発着のタクシーは、すべて所沢駅東口からの発着となります。

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

S D G s 応 援 ローン
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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

所沢駅

所沢駅西口バス停のご案内

及び

「金山町二丁目」⇆「ところ荘入口」間のバスの運行はございません。

西武所沢店

×停車しない
バス停

「公園通り」⇆「保健センター」⇆「日吉町」間

西口

山口循環
コース

制度融資 のご案内

取扱期限が近づいている２つの融資制度をご案内します。
お早めにご検討ください。

原油・原材料価格高騰の影響を受けている方へ 〈埼玉県中小企業制度融資〉
●経営安定資金【知事指定等貸付（特定業種関連）
】
エネルギー・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
3年超5年以内
5年超10年以内

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
取扱期限

年0.6％以内
年0.7％以内
年0.8％以内

年0.45～1.59％以内
最大8,000万円
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
事業所所在地区の商工会議所・商工会

※組合の場合は埼玉県中小企業団体中央会

9月30日融資実行分まで

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 〈日本政策金融公庫〉
●新型コロナウイルス感染症特別貸付

対象者

融資利率

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方で
あって、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方
⑴最近１ヵ月の売上高または過去６ヵ月の平均売上高が、前４年のいずれかの年の同期と比較して、５％以上減少
⑵業歴が３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合等は、最近１ヵ月の売上高または過去６ヵ月の平均売上高が、次
のいずれかと比較して、５％以上減少
❶過去３ヵ月（最近１ヵ月含む。
）の平均売上高
❷令和元年12月の売上高 ❸令和元年10～12月の平均売上高
6,000万円以下
当初３年間：基準（災害）－0.9％ ３年経過後：基準（災害）
6,000万円超
基準（災害）
令和４年5月2日時点での【適用例】
（運転資金 1,500 万円・５年返済の場合）
【6,000 万円以下の部分】当初３年間：0.31％、３年経過後：1.21％
〈当初３年間の利子相当額を中小企業基盤整備機構から補給し、実質的に無利子化〉※条件あり

最大8,000万円
融資限度額
融資期間〈据置期間〉 設備資金：20 年以内〈うち５年以内〉 運転資金：20 年以内〈うち５年以内〉
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
資金使途

申込先
取扱期限

日本政策金融公庫
インターネット申込が便利でスピーディーです（24時間365日対応）
【お申込みからご融資までの流れ】
①お申込みデータ送信 → ②公庫担当者と面談 → ③ご契約・ご融資
9月30日申込分まで

※上記の情報は8月25日時点のもので、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。

【お問合わせ】所沢商工会議所

中小企業相談所

TEL：04-2924-5581
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お 気 軽 に 商工会議 所を活用 してくだ さい！
サンリズム株式会社
代表取締役

ほ う

き

しょう い ち

寳亀 正一 氏

WebサイトやWebシステムの制作会社として2012年に創業。
2013年事業拡大準備のため事務所を所沢市へ移転。

資産を活かす新規事業の展開のため
経営革新計画策定に取り組む。
寳亀氏が所沢商工会議所に

寳亀氏は、小澤に対し「気になる事があるとすぐに連絡でき

入会したのは、人脈形成や販

る存在で、礼儀正しくどんなことも真剣に取り組んでくださる
方。私は自分でも情報収集するタイプだが、知らない情報を提

路拡大を目的に会議所を活用
したいと考えた事がきっかけ
だった。入会に向け対応して

供してくれる小澤さんに感謝している。」と話す。そして「今

サンリズム株式会社ではクライアントさまに最適なデザイン、システムなどを心を込めてご提案。
デジタルコンテンツ作成時にミスコミュニケーションが起きない様
丁寧で深い対応を心がけております。

は経営革新計画を策定した会社向けの補助金があるため、会員

もらったのが、今も大変頼りにしている経営指導員の小澤だっ

事業所の皆さんにとって、新規事業の展開を見据えた補助金申

た。小澤の勧めで「専門家による経営相談」を活用したことで、

請のための経営革新計画への取り組みは今がチャンスだと考え

所沢市内の人脈を広げられ、併せて様々な補助金や支援金に申

る。
」と話してくれた。最後に寳亀氏は、
「最新事業の『iPhone

請する事ができた。中でも、経営革新計画策定に向けた支援は

アプリ開発』に向けた経営革新計画に取り組みたい」と2度目

寳亀氏にとって大きなものだったと言う。

のチャレンジを教えてくれた。

持続化補助金への申請を考え小澤に相談したところ、「『専門
家による経営相談』にて中小企業診断士に無料で相談ができる」

経営指導員
小澤裕樹からのメッセージ

との案内を受け活用することに。相談時に考えていた新規事業
は既に市内に存在するサービスであり申請は厳しいと言われた

Ｗebサイトの企画・デザイン・制作、Webシステムの構築等を

が、一方で、今までに作成した「プログラム」という資産に目

誠心誠意、リーズナブルな価格で手掛けられ、幅広いクライアン

をつけた新たな事業について助言をもらう事ができた。そんな

ト様から好評を得ています。中小企業のＤＸ推進でもご活躍され

時、
小澤より「経営革新計画の策定にチャレンジしてみないか」

ています。真面目で誠実な寳亀社長の人柄に惹かれ、仕事的にも

との提案を受け、専門家の先生より助言頂いた新規事業の実現

人間的にも学ぶことがたくさんあります。是非、今後の事業展開

に向けた、経営革新計画策定に取り組むことにした。寳亀氏は

においても全力で支援してまいりたいと思います。

「資料等の提出期限に追われる事は大変であったが、専門家の
先生がヒアリングに基づき作成した計画書を私が確認するとい
うやり方だったため負担は少なく、無事に県から承認をもらう
事ができた。
」と話す。県から経営革新計画の承認を受けたこ

https://www.sunrhythm.com

とで、市の都市型産業育成補助金に申請し無事採択されるなど、
承認後の経営に大きく役立っている。「日々の業務が第一であ
り、ゆっくり新規事業について考える事がなかったが、自分の

会社概要

保有する資産を活かす新たな形を考える事はとても大切で、経
営革新計画は良いきっかけとなり会社の体力増強に繋がった。
」
と話す。

サンリズム株式会社
代表取締役 寶亀 正一
住所：所沢市旭町 2-1 モンシャトー壱番館 301
T E L：04-2968-5048
HP：https://www.sunrhythm.com/
事業内容：インターネット附随サービス業

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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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 : 新築マイホームにわたしのサロンを！
対応 : 美容師として独立を夢みながら腕を磨き、６つの店舗で 15 年
のキャリアを積んできました。自宅新築を機に独立を決意。居宅部分
は住宅ローンを、店舗部分は公庫の創業融資を利用。小さなサロンは
1 対 1 のプライベート感を演出。ウェルカムドリンクと至福のヘッドス
パでワンランク上のおもてなしも計画。膨らむ夢の実現に向け所沢商
工会議所をご紹介。記帳指導や様々な専門家への橋渡しがあると心強
い。と経営者としての覚悟も固まり、間もなく！年内オープンです！

コーディネーター :
近藤 美恵子

相談 : 新商品開発をしたいが、どこから始めたらよいか。
対応 : まずは「モノをつくらないこと」から始めましょう。つい「と
りあえずの商品」を作りそうですが、中途半端な商品となり、失敗に
終わるパターンを数多く見てきました。SWOT 分析などによる「自社
の強み」の発掘や「取引先やお客様からのお問い合わせ」が商品開発
のヒントになることがあります。また、従業員の方の意見も貴重です。
モノをつくらず「ヒントを探すこと」から始めてみましょう。

とても、ためになる話
「埼玉県SDGsパートナー」登録制度をご存知でしょうか。
「埼
玉県SDGsパートナー」は、SDGsに自ら取り組むとともに、そ
の実施内容を公表する県内企業・団体等を県が登録する制度です。
制度の目的は次のとおりです。
○申請様式を活用し、県内企業等に自らが行う活動とSDGsとの
関連性を明確にしていただくことで、県内企業等のSDGs達成
に向けた具体的な取組を促進すること。
○SDGsの具体的な取組により、企業等の価値向上及び競争力の
強化を図るとともに、県が進める「埼玉版SDGs」を共に推
進すること。
申請対象者は、埼玉県内に本社又は支社等を有し、県内で事業
活動を行う企業・法人・個人事業主、NPO、団体、大学等です。

埼玉県よろず支援拠点
コーディネーター

近藤 美恵子

埼玉県内の約860の企業・団体等の方が登録しています。登録
されると、登録証が付与されるほか、専用ロゴマークの使用、県
ホームページ等でSDGsの取組をPRできます。この他、産業創
造資金（県制度融資）、県内金融機関による融資商品の利用が可
能になります。
登録は年間複数回予定され、現在第7期の登録期間中（令和4
年8月22日（月曜日）～令和4年10月7日（金曜日）です。登
録は電子申請にて行います。問い合わせ先は、埼玉県企画財政部
計画調整課 総括・SDGs推進担当になります。埼玉県よろず支
援拠点でも申請内容に関するご相談を承りますので、ぜひお声が
けください。
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お 知らせ

●負担金：

information

10月20日㈭は
会費の口座振替日です

○被表彰者の勤続年数に応じ、次の負担金
を納入していただきます。（消費税込）

商工会議所 から
生活習慣病予防健診実施の
ご案内
本年度も会員事業所様の福利厚生の充実と
健康維持増進を目的に、「生活習慣病予防健
診」を実施いたします。今年度より料金が変

◎５年以上～15年未満

4,000円

令和４年度下期分商工会議所会費を10月20

◎15年以上～25年未満

6,000円

日㈭に貴事業所指定口座より自動引き落と

◎25年以上～

8,000円

しさせていただきます。ご理解・ご協力をお

●表彰日：

願い申し上げます。

令和４年11月23日（水・祝）
※本年度も表彰式は行わず、後日会員事業

TEL：04-2922-2196

実施内容詳細につきましては折込チラシまた

※詳細につきましては今月号同封のご案内

及び申込フォームのURLにつきましては、開
始日に当所HPに掲載いたします。
●健診日：令和４年 11 月７日㈪〜 11 日㈮

訃報

相談役・元副会頭 小泉

令和４年９月 26 日㈪〜 10 月７日㈮

令和4年度永年勤続優良従業員表彰
のお知らせ
当所では、会員企業に永年にわたり勤務し、
企業・地域経済の発展に貢献された優秀な従
業員の功績を称えることを目的とした、「永
年勤続優良従業員表彰」を毎年実施しており
ます。
是非、対象従業員の方をご推薦いただきま
すようお願い申し上げます。
●対象者：
○所沢商工会議所の会員事業所従業員であ
ること。
○令和４年９月１日現在において、勤続年
数が５年以上にわたる方。（但し、過去
５年以内に表彰を受けた方は、該当いた
しません。）
○素行が正しく、勤務成績が優良である者。

正雄 氏

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

がございます

●申込期間：

●お問合せ：当所総務課 TEL：04-2922-2196

８月18日にご逝去されました。
享年98歳。

※予約枠の都合上、ご希望に添えない場合

ならびにご家族

※振替日が休日の場合は、
翌営業日となります。

（株式会社小泉塗装工業所 代表取締役会長）

※７日のみ９時半から開始いたします

●受診対象者：会員事業所の事業主、従業員、

○下期分 :10 月 20 日

FAX：04-2923-6600

チラシをご覧ください。

●受付時間：９時～ 12 時

●場所：所沢商工会議所 会議室

○上期分 : ５月 20 日

●お申込み・お問合せ：

更となっておりますので、ご注意ください。
は当所HPをご高覧ください。また、申込書

会費の口座振替日は年２回

所様へ賞状・記念品をお届けいたします。

トコちゃん共済

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病
一時金特約付定期保険
（団体型）
＋所沢商工会議所独自の給付制度
（見舞金・祝金制度）

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

加入対象者

所沢商工会議所会員
（特別会員含む）
の役員・事業主・従業員
（家族従業員を含む）
で
加入日現在年齢が��歳�ヶ月を超え��歳�ヶ月までの方で、加入（増額）することに
同意した方が加入できます。
ただし、
��歳�ヶ月を超える方は�口までを限度とします。

病気・災害による死亡から
事故による入院まで、
業務上・業務外を問わず��時間保障
１年ごとに収支計算をおこなって
余剰金が発生した場合には
配当金としてお返し

１年更新で
医師による診察は不要

（告知のみでお申込みいただけます）

法人が役員・従業員のために
負担した掛金は、
全額損金に算入可能
（法人法基本通達�-�-�）

※ご加入にあたっては、
パンフレット・重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）
を必ずご覧ください。
その他、
制度の詳しい内容につきましては、
当所までお問合せ下さい。

お問合せ：当所業務課 TEL：��-����-����
［定期保険
（団体型）
引受保険会社］
アクサ生命保険株式会社所沢営業所

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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TEL：��-����-����

■お知らせ・information

行政・他団体 から
埼玉県労働セミナー
（動画配信）
の
ご案内
近年、労働契約・労働条件等をめぐる様々

●申込方法：電子申請のみ
『下記の二次元コー

市町村と共同で、６月及び10月に事業系ごみ削減

ド』又は『埼玉県労働セミナー』で検索

キャンペーンを実施しています。紙ごみや食品廃

●申込期限：令和５年３月 14 日㈫まで

棄物などの排出抑制・適正な分別・再利用など

●対象者：従業員、事業主（どなたでも）

に取り組み、事業系ごみの削減に御協力ください。

●講師：特定社会保険労務士 若杉 由加里 氏

なトラブルが社会問題化しています。トラブ

多様な働き方推進課

ルを予防し、職場内で解決するためには、労

TEL：048-830-4515

働に関する法令や制度の知識を身につけてお
くことが重要です。今年度も新型コロナウイ
ルス感染症感染防止の観点から動画配信とし
ましたので、ぜひこの機会にご視聴ください。

事業系ごみの処理方法については、事業所
所在地の市町村担当課へお問合せください。

●お問合せ：埼玉県産業労働部

●担当：埼玉県資源循環推進課
TEL：048-830-3106

詳細は、
埼玉県産業労働部の
ＨＰをご確認ください

詳細は、
埼玉県資源循環推進課の
ＨＰをご確認ください

●講義内容：労働法の基礎セミナー～労働条件～
○労働条件のルールについて
○時間外労働の上限規制、年次有給休暇の
確実な取得について

Sora ８月号において、以下の箇所に誤り

事業者が排出する廃棄物は、オフィスから出

○労働条件をめぐるトラブル事例と対処法
（約 90 分）
●配信期間：令和４年７月 14 日㈭から
令和５年３月 17 日㈮

る紙ごみや飲食店の残飯などの「一般廃棄物」
（
「事業系ごみ」という）と、プラスチックや金
属くずなどの「産業廃棄物」に分けられます。
県では事業系ごみの発生量を削減するため、

●受講料：無料

プレゼント
特別企画

８月号におけるお詫びと訂正

事業系ごみ削減キャンペーンを
実施します

○同一労働・同一賃金とは

がございました。深くお詫びしますとともに、
謹んで訂正させていただきます。
●12ページ

株式会社MONSTERS

【正】代表取締役

田代 高之

【誤】代表取締役

星 茂生

アンケートクロスワードパズルにご回答いただいた方の中から

抽選で次の商品をプレゼント！

㈱システムネットワークより

アクサ生命保険㈱より

こだわりの豚肉『燦然』のギフトカード！
お肉引換券を2名様に!

最高品質のワインを醸造する
『AXA Millesimes』
の
キャップ・ロワイヤル・ルージュを2名様に！

とろけるような味わいを堪能できる「Sコース(しゃぶしゃ
ぶ)」と、焼肉や生姜焼きなど幅広い料理でジューシーに頂け
る「Yコース(焼肉)」の２種類から、おひとつお選びいただけ
ます。

赤い果実のアロマとオーク樽での熟成によるエレガントな
バニラの混じる複雑な香り。キャップ・ロワイヤルの名称
は、ヨーロッパ最古灯台ファール・ド・コルドゥアンに由来
し、
「 グランヴァン〈偉大なワイン〉」を愛する人々を導く
灯台でありたいという願いが込められています。

燦然 お肉引換券

キャップ・ロワイヤル・
ルージュ

アクサ

各コースのセット内容（国産豚肉）

○ロース・カタロース220ｇ 1パック
○バラ 120ｇ 1 パック
○モモ 140ｇ 1 パック
○ウインナー 45ｇ 6 本

ミレジム

○果実酒（ワイン）
：750ml

※賞品のご指定は、お受けできませんのでご了承ください。

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/
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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、
株式会社サンエイホームのとこちゃんです。

挑戦し続けるサンエイホームを知ってほしいとこ！

株式会社サンエイホームのとこちゃん

太くてキリッとした眉毛と可愛らしいピンク色の
体が印象的な「とこちゃん」。

コンサルと４つの柱を持ち、お客様ひとりひとりの
幸せを創造することを理念としていますが「知って

所沢生まれ、所沢育ちですが詳しいプロフィール
は全て秘密なんです。
サンエイホームのことをもっと多くの皆さんに

もらうこと」が全ての第一歩だと考えています。
とこちゃんはマスコットキャラクターである特性
を活かして、見つけてもらいやすいように、例えば

知ってもらうため、大好きな所沢の街を中心に魅
力あるスポットを紹介するため、主にSNSを通じて
日々発信し続けています。

自社ビルや隣にあるセミナールーム、社用車、管理
看板など皆さんの目に触れやすい場所にぴょこっ
と登場しています。オンライン・オフラインの両面

サンエイホームは不動産売買・賃貸・管理・資産

から、サンエイホームを支えてくれるなくてはならな
い「推し社員」です！これからも活躍の場は広がっ
ていきますので、とこちゃんもサンエイホームも…要
チェックです♪
○事業所名：株式会社サンエイホーム
○代 表 者：代表取締役 川島 輝彦
○事業内容：不動産売買・賃貸・管理業

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

小手指陸橋近くにある
ピエール洋菓子店

いつもの道の
右手に見える
この風景

家族の誕生日には、いつもこ
こでケーキを買っています。

今では珍しい火

どれも美味しいのですが、ス

の見櫓と村社神明

ワンのシュークリームは、私の

神社の生い茂った

憧れ。かわいらしいスワンのシューの中にはカスタードと生クリー

緑の森に懐かしさ

ムが詰まっています。

を感じます。



投稿者：ちこちこさん

投稿者：とろろこんぶさん

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.9482

「安心・安全」
「迅速・丁寧」
木造、鉄筋コンクリート建築物の解体工事、
お任せください

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。

一般木造住宅を中心に、鉄
筋コンクリート建築物などの
解体工事も対応いたします。
また、解体工事以外にも残置
物除去・処分、産業廃棄物の
収集・運搬も行っており、解
体工事と併せてご依頼いただ
くことにより、別々の業者様
にご依頼いただくよりお安くご依頼いただけます。
弊社は社員の育成を徹底し、全ての工事を自社の社員で行い
ます。常に「安心・安全」「迅速・丁寧」を心がけており、工
期内での工事をお約束いたします。お気軽にお問合せ下さい。

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

株式会社ミライ

お問合せ

所沢商工会議所 会報担当

代表取締役 ハラジアミールホセイニ・アマド
所沢市下富 1432-9
TEL：04-2941-6332
HP：https://miraikaitai.com

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

会員 No.9490

会員 No.9506

刺繍屋カフェ Hariii (ハリー)

所沢駅東口から徒歩8分！

営業時間：11：00～16：00

定休日：火、
水曜日

2011年の創業時から、人目につ
かない荒幡工場でグッズ製作と名入
れなどの工業刺繍をして参りました
が、刺繍の魅力を知って頂きたく、
2022.7.16、所沢市有楽町に刺繍
屋カフェ HariiiをOPENしました。
店内で作るこだわりの自家製ウ
インナーを使ったホットドッグや、
自家製シロップのかき氷など、食べ
るものにもこだわっております。
その場で絵を描いて刺繍にするワークショップやお持ち込み
品への刺繍などもお気軽にご相談ください。

ピラティスリフォーマーを使用した
体幹トレーニングに、ストレッチ、トリー
トメントがセットのお得なメニューは
ここだけです‼︎
隠れ家的プライベート空間。
★身体のラインを整えたい方★運動を
習慣付けしたい方★健康でいたい方★身
体も心も若々しくいたい方★お腹を凹ま
せたい★痩せたい 全て叶います!!
お問い合わせはお気軽にどうぞ♫

プライベートスタジオ MANA

株式会社グラウクス / 刺繍屋カフェ Hariii

代表 星野 美穂
所沢市北秋津 876-2 所沢コーポラス内
TEL：080-1145-6434
HP：https://yumeblo.jp/bodymakestudio-mana

代表取締役 傳法 孝幸
本社 所沢市荒幡 627-6-A TEL：04-2946-8560
カフェ支店 所沢市有楽町 10-6 TEL：04-2968-5064
HP：https://www.big-advance.site/s/154/1536

〜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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─資金繰りの深いい話─

資金繰りの実際 売上と資金繰りの関係について

前回は、経営活動における資金の流れを説明しました。ここ

です。とは言っても「高額商品」の開発などそう簡単にできる

で重要なことは、この全体の流れの中でどこに問題があって資

ものではない、と言った声が返ってきそうですが、この選択の

金繰りが苦しくなっているのかを特定化すること、つまり問題

条件は、高単価あるいは低単価商品の選択ではなく、高単価商

の発見が改善の第一歩である、と言った話をしました。

品へシフトしていかなければ生き残っていけないことへの重要

今回は売上と資金繰りの関係についての話になります。当た

な選択なのです。もちろん、最初は粗悪で粗利の少ない商品で

り前の話ですが、資金繰りが苦しくなる最大の原因は売上高に

あっても、将来的に市場の主流商品を覆すような商品を今のう

関係したことになります。

ちから開発して行かなければならないのです。

たとえば、売上高の減少、利幅の減少、収支構造の逆転（回

ここで高単価商品の作り方の秘訣を一つ話すと、「ビジネス

収条件）、そして手形回収の比率や期日などが資金繰りに大き

とは、全世帯のニーズを満たすという作業」（ジェームス・ス

く影響することになります。

キナー .2019年12月25日） と言う言葉を参考にしてください。

今回はこの中の利幅の話をすることにしましょう。

そもそも、ビジネスとは、全世帯のすべての人のすべてのニー

利幅とは、収益と費用の差額概念で、この影響をもっとも多

ズ（悩み）を満たしたり解決するためのプロセスなのです。こ

く受けるのは、売上高と売上原価の差額である売上総利益、つ

れは業種・業態に関係なく、すべての事業に共通する原則です。

まり、粗利ではないでしょうか。当然のように、売値とその原

食べ物があるのは、農業を経営する人がいるからです。住む

価の差額が多いほど資金繰りが楽になり、その逆が苦しくなり

家があるのは、建設会社や工務店をやっている人がいるからで

ます。さらに、赤字企業の共通パターンに粗利益が少ない、と

す。服があるのは、衣類の工場を営む社長がいるからです。教

言った現象があります。

育を受けられるのは、教科書を作る出版社があるからです。

利幅が少ない原因の一つは、商品単価が安いこと、もう一つ

このように、世の中が成り立っているのは、すべてのニーズ

は製造原価や仕入原価が高いことです。先ほど話したように、

や悩みを解消する方々がいるからなのです。

粗利益は売上高と売上原価の差額と言いましたが、この差が多

では、あなたは、誰のどんな悩みを解消するために存在して

いほど粗利益が多くなります。

いるのですか？その悩みの深さが深いほど価値があり。高額の

商売の原則の一つに「薄利多売」と言う言葉がありますが、

代金を払ってでも手に入れたいと思うのではないでしょうか？

中小零細企業がこの行動に走ってしまうと資金繰りが大変苦し

株式会社オフィス佐藤

くなります。

代表取締役

この「薄利多売」の原則は、お客様が大量にいること、ある
いは、大量に集客することが前提になった原則になります。

佐藤 克行

ご意見・お問合せは

ただでさえ集客が難しい現在において、多くのお客様を集め

TEL:049-256-7610

ることが前提になった経営は、いつかはつまずく原因になるの
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○優待内容：パークチケット購入時に1,000円引となります。
［秋冬券］ 利用可能期間：令和４年10月１日～令和５年３月31日
配 付 期 間：令和４年９月15日～令和５年３月31日
○配付枚数：配付期間中 １事業所 ３枚まで
※配付期間中でも、配付上限に達した時点で
配付終了となります。予めご了承ください。
○申込方法：事前にお電話にて所沢商工会議所・総務課までお申し込みの
うえ、配付期間中に所沢商工会議所・窓口までご来所ください。
（TEL）04-2922-2196

平日8：30～17：00

2022

8

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。

皆さまの声をお聞かせください

漢 字 詰 め ク ロ ス ワ ー ド

①

最

（ルール）

Ａ
島

後

峰

一

戸

用

線

高

魚 間

秋

杉

外

焼

雨 学

般

流

刀

竹

来

Ｂ

著作権記事線 高 魚 間 秋 杉
通

御

者

影

場

水
彩

面

瀬
江

下
味

粉
砕

戸

前

内
付

海

苔

❶商店街が盛り上がるように、
人気店や行列店を紹介してほしい (和ヶ原)
❷インボイス制度の対策、
電子帳簿保存法の対策について(久米)

前 田 用

①

膨
大

東
部
活

不

動

可

南

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）

北

 １
P
□ 表紙
P ２
□ 会議所スケジュール □まちぞうかわら版
P ３─６ □（特集）ところざわまつり
P ７
□ 中小企業相談所関連
P ８
□ 会議所活用事例
P ９
□ 専門相談
答：大文字
P10 ─11 □ お知らせ（information）
		 商工会議所から／行政・他団体から
□ プレゼント特別企画
P12
□ わが社の推し社員
□わたしのところざわ
P13
□ 製品＆サービス
P14
□ 資金繰り
P15
□ 優待サービス
□クロスワード／アンケート

十
金

産
品

解 放
答：海水浴

西

屋

字

キリトリセン

切
断

玉

衣

今月の皆さまの声

外 雨 答：
学 般 流 刀

大文字

海水浴

石

漢字リスト

期
白

浴

Ｃ

８月号の答え

７月号の答え

①

前 田

●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。

「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９月末日（必着）までにご回答ください。

塔

座
質
疑

注
問

文

編集後記
私は今年の 10 月で傘寿を迎えます。自宅の川島町 ( 住宅団地 )
からは川越駅行きや若葉行きの東武バスがありますが、利便性を考

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

えると、車通勤が一番です。しかし、ニュース等では高齢者の事故
が多いこともあり、家庭生活も含め総合的に考慮して、なにか事が

ウェブでの
ご意見は
こちらから

起こる前に引退することを決めました。
当社は地元企業様との取引は少なく、商社が仲立ちしているお客
様の会社との仕事が多いと思っております。広報委員を任命されて、
市内の有望な企業様の取材に同行させていただいた経験は勉強にな
る事はもちろん、それぞれの道を進む美しい姿が鮮明に思い出され
ます。


広報委員

クロスワードの答え

山田 孝司

（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
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A

B

C

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。
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平岩建設にご相談ください！
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