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埼玉県商工会議所連合会 令和３年度施策に向け要望 役員・議員113名を表彰
令和３年度の施策に向けた国や県に対する要望（重点要望４項目・個別的要望13項目）が９月25日の県連会頭
会議で採択されました。本年度はコロナ関連の要望も盛り込まれました。採択された要望書は10月29日に埼玉
県知事に提出されます。また、永年にわたり地域商工業振興に寄与され功労のあった商工会議所役員・議員等
113名の表彰も採択される予定です。当所からも下記の方々が受賞されます。
なお、予定していた第58回埼玉県商工会議所議員大会は中止となりました。
●重点要望
●秩父商工会議所の受賞者（敬称略）
１ 小規模事業者等支援の一層の強化について 役員表彰（在職10年）
議員表彰（在職10年）
２ 雇用維持のための制度と取組の強化について
専務理事 松 本 賢 治
議
員 埼玉県社会保険労務士会
秩父支部
３ 飲食店・小売店等に対する支援について
常 議 員 太田 雅孝
議
員 小泉 貴之
常 議 員 兒玉 清則
４ 販路開拓・取引斡旋等に対する支援について
議
員 小久保 晋
常 議 員 齊藤公志郎
議
員 正田 裕幸
監
事 井 上 孝
議
員 若林 俊明

令和２年度

埼玉県商工会議所連合会３委員会正副委員長と
県産業労働部幹部職員との意見交換会

埼玉県商工会議所連合会では、県内16商工会議所から委員を出し、埼玉県への要望事項と取り纏めております。
この程、埼玉県へ要望する重点事項について各委員会の正副委員長と県産業労働部の幹部職員との意見交換会
を去る、８月31日（月）さいたま商工会議所にて、実施しました。
当所からは、町田副会頭が総務・地域振興委員会の委員長として出席し、
内容説明を行いました。
出席者や埼玉県の幹部職員からは、コロナ禍の地域の実情を聞いてもら
えた、現場の生の声を聞くことができた、今後の施策に活かしたいとの声
が聞かれ、有意義な意見交換会となった。

秩父市からのお知らせ「秩父市優秀産業技術者・技能者」表彰者募集
秩父市では、市内の産業
において卓越した技術や技
能を有する方を、「秩父市
優秀産業技術者・技能者」
として表彰しています。

対 象

市内の事業所で働く技術者または10年以上従事し、30歳以上の技能
者で、卓越した技術、技能を有し、他の模範と認められる方

被顕彰者の 自薦または事業所もしくは業界団体からの推薦により、１事業所あ
推薦 たり１人までを所属する商工会議所等を経由して申請してください。
提出書類

推薦書、推薦調書、被顕彰候補者の最も高く評価されている技術・
技能および功績等を証明できる資料等

※推薦書、推薦調書は商工課にて配布。ＨＰからダウンロード可。募集期間 12月11日（金）まで

キャッシュレス還元の手続き、一部カードは11月末まで
キャッシュレス・消費者還元事業が６月末で終了しましたが、この事業では
キャッシュレス決済事業者ごとに還元方法が異なり、多くの場合は自動的に還
元されますが、中には自ら手続きをしなければ還元がされない場合があります。
一部のＤＣカードやＮＩＣＯＳカードは自動的に還元されないため、ネットの
専用ページから手続きをすることで電子マネーなどと交換が可能になります。
詳細は決済手段毎に開設された特設ページや決済手段毎の問合わせ窓口でご
確認ください。

小規模事業者
経営改善資金

●商工会議所会頭の推薦でお申込みできる、
日本政策金融公庫（旧 国民生活金融公庫）の融資制度です。
●担保不要・保証人不要・保証料不要
・融資利率…1.21％（令和２年10月１日現在）
・保証料……不要
・融資金額…2,000万円以内
・融資期間…設備資金10年以内：運転資金７年以内
※従業員規模や業種など、申込みには要件がありますので
詳しくはお問い合わせ下さい。

秩父商工会議所 TEL 22ー4411 FAX 24ー8956

※

キャッシュレス・消費者還元事業は、
2019年10月１日の消費税率引上げ
に伴い需要平準化対策として、キャ
ッシュレス対応による生産性向上や
消費者の利便性向上の観点も含め、
消費税率引上げ後の９カ月間に限り、
中小・小規模事業者によるキャッシ
ュレス手段を使ったポイント還元を
支援する事業です。

平成の名水百選「武甲山伏流水」仕込み
江戸時代建造の武甲酒造店舗は
国指定の登録有形文化財です

武甲酒造株式会社

秩父路の銘酒

マル経資金

お問合せ 商工課 TEL 25―5208
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秩父商工会議所 新入会員紹介
事業所名

営業内容

会員数 1,675（10月１日現在）

〒

所在地

Tel

秩父市下宮地町2ー17
飲食店（ラーメン・かき氷・酒等） 368ー0021
（株）Ｒｅｖｅ
TSBビルBー202
（株）カークリニックアキヤマ 自動車整備業・車両販売・保険・ 368ー0021 秩父市下宮地町8ー7
レンタカー
車検のコバック秩父店
遺言書作成サポート・相続
アムール行政書士事務所
368ー0051 秩父市中村町2ー8ー6
ピザの調理・宅配・テイクアウト 368ー0041 秩父市番場町11ー1
ピザーラ秩父店
旅館業
（有）柳屋
369ー1911 秩父市荒川贄川2048

会議所の動き
9月
2日・日本政策金融公庫定例相談
・起業支援金面接試験
3日・写真コンテスト審査会
4日・県連相談所長会議
9日・労保連上のせ保険事業委員会
・

日本政策金融公庫定例相談

行事予定
11月
2日・青年部役員会（18：00～）
6日・県連専務理事会議（14：00～）
9日・正副会頭会議（10：00～）
・商品券換金日（9：30～11：30）
10日・日商観光振興大会
（延期）
13日・合同就職面接会
15日・第156回簿記検定試験
18日・日商委員会（～19日）
19日・商品券換金日（9：30～11：30）

３

0494ー26ー7779
0494ー21ー3155
050ー3707ー2139
0494ー25ー2700
0494ー54ー0250

9日・青年ネットワーク事業打合せ会議
・商工会・商工会議所オンライ
ン職員研修
10日・プレスリリースセミナー
11日・日本政策金融公庫定例相談
12日・青年部「研修と交流の集い」
さいたま大会
15日・ちちぶ創業塾①
・日商委員会（オンライン）

17日・青年部役員会
23日・日本政策金融公庫定例相談
24日・ちちぶ創業塾②
・青年ネットワーク事業打合せ会議
25日・正副会頭会議
・秩父経済懇話会第718・719回
例会
30日・広報委員会
・埼青連役員会

20日・全国会長研修会（～21日）
25日・日本政策金融公庫定例相談
27日・優良従業員表彰（10：00～）
30日・商品券換金日（9：30～11：30）

11日・県連事務局長会議（14：00～）
16日・日商委員会（～17日）
18日・商品券換金日（9：30～11：30）
23日・日本政策金融公庫定例相談
24日・商品券換金日（9：30～11：30）
29日・商工会議所休業日（～1/3）

12月
4日・県連相談所長会議（14：00～）
9日・日本政策金融公庫定例相談
・商品券換金日（9：30～11：30）
10日・正副会頭会議（10：00～）
・秩父間税会役員会（10：30～）

※日商……日本商工会議所
※関商連…関東商工会議所連合会
※県連……埼玉県商工会議所連合会
※商品券… 秩父市共通商品券「和同開珎」
秩父市プレミアム付商品券

(

最低賃金改正のお知らせ
令和２年10月１日から埼玉県最低賃金は時間額928円（引上げ額２円）となります。埼玉県最低賃金は、賃金の最
低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全て
の労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が１時間当たり928円以上かどうか必ず確認しましょう。
（※一部の産業には、特定（産業別）最低賃金も適用されます。）

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室
（TEL：048ー600ー6205）
又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

観光関係・飲食店の皆様

Ｇｏ Tｏキャンペーンに参加しませんか？

政府は、コロナウイルス対策としてＧｏ Tｏキャンペーン事業に多くの予算を組んでおります。
これらに参加するためには、事業所自ら参加申込みを行う必要があります。
９月８日より一部申込みが開始されていますので、ご参加をおすすめします。

１．観光関係の皆様
（土産物店、観光施設、交通機関）

【Ｇｏ Tｏ トラベル】
地域共通クーポン15％相当付与
（※９月８日より申込み受付開始）

申込みサイト
↓https://biz.goto.jata-net.or.jp/

２．飲食店の皆様
飲食店は、上記の【Ｇｏ Tｏトラベル】の地域共通クーポンを取り扱うためには、
９月30日から募集が開始される以下の【Ｇｏ Tｏイート】の登録も必要となります
が、予め上記の申請をしておくと、審査がスムースに進みますので、予め申請をし
て下さい。

【Ｇｏ Tｏ イート】
①オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に
対し、飲食店で使えるポイント等を付与等。
（昼食500円分、夕食1,000円分）
②登録飲食店で使えるプレミアム付食事券（25％分を上乗せ）を発行。
←公式サイト https://gotoeat.maff.go.jp/index.html#About_area
※①はそれぞれの飲食予約サイトに申請が必要です。

※②は各県ごとの対応となります。
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経営かわら版
創業事業者に聞く

あなたの『夢』がカタチになるとき

令和２年９月創業
こはる鍼灸接骨院

さん

①創業に至った経緯を教えてください。
私は秩父市内の病院に看護師として勤務していて、その間に柔道整
復師の資格を取得しました。勤めていた病院と同じ建物内に接骨院が
出来た事もあり、看護師を辞め、柔道整復師として接骨院に３年間勤
めていました。
育児のため接骨院を退職したあとしばらくして、以前勤めていた接骨院が閉
院するという話を聞きました。子供が幼稚園に上がり時間が出来たこともあり、
閉院する接骨院の従業員に声をかけて協力を得ることができたので、2020年９
月17日に創業する事となりました。

②どのような接骨院ですか？
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷、交通事故、労災事故、スポーツ外傷等
（保険治療）や、肩こり、腰痛、骨盤矯正、肉離れ等（実費治療）、様々な
症状に対して施術を行っています。また、鍼灸師（はり師・きゅう師）の
資格を持ったスタッフがおりますので、鍼灸治療（実費治療）を行うこと
も出来ます。
開業以前より「施術料が高く、頻繁に通えない」とのお客様の声を多く
聞いていました。当院では、症状の早期改善のためにも、継続的に通院
していただきたいとの思いから、同業他社と比べ低価格で治療を行って
います。
おかげさまで、小学生から90代の方まで、幅広い年齢層のお客様にご
利用頂いております。

③どのような施術ですか？

外観

料金表
窓口での
窓口金額の
保険割合
金額
保険負担金
１割
300円
（120円）
２割
400円
（240円）
３割
600円
（370円）
初診料
上記の金額＋1,000円
自費、鍼灸費用
延長
10分 1,000円～
鍼
1,000円～
灸
1,000円～
3,000円～
自費診療

基本的な施術は、ウォーターベッド８分（Ａ）→電気治療15分（Ｂ）→手技治療15分（Ｃ）もしくは、
（Ａ）→（Ｃ）
→（Ｂ）のいずれかの流れで、施術時間はトータルで約45分です。この他、お客様の症状に合わせて治療を行って
います。筋肉痛や関節痛のお客様には超音波治療器を活用した治療を行うことも出来ます。
また当院には、鍼灸師（はり師・きゅう師）の資格を持ったスタッフがおりますので、鍼灸治療も行っています。

④コロナ対策について
当院では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタッフの検温
をはじめ、マスクの着用や定期的な換気、お客様が利用されるごとに
施術台の消毒を徹底して行っています。また、
「埼玉県ＬＩＮＥコロナ
お知らせシステム」を導入しており、お客様にＱＲコードを読み取っ
ていただき、万が一コロナが発生した場合、お客様に連絡が入る仕組
みにもなっています。

⑤最後にひとこと。
当院は一軒家を改装した建物です。院内を綺麗に改装し、待合室には掘りごたつやテーブル席を用意しており
ます。外観は普通の一軒家に見えますので、入りづらいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、お気軽に
来院して頂きたいと思っています。
また、私は秩父市内では数少ない女性の柔道整復師な
ので、異性から施術を受けることに抵抗がある女性のお
客様にも、安心して施術を受けていただいています。
最近はスマートフォンの普及率もあがり、また、長時
間のデスクワークなどによって首や腰など慢性的に痛
みがあるといった症状でお悩みの方が増えています。
是非当院にご相談ください。
外看板
待合室
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【 こはる鍼灸接骨院 】

西武秩父駅

御花畑駅
卍札所 番
慈眼寺

【所 在 地】秩父市上町３－２－10
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0494ー26ー7736
【営業時間】平日 月～金 8：30～14：00（フリー）15：00～（予約制）
土曜日 8：30～14：00（予約制）15：00～（予約制）
【定 休 日】日曜日・祝日
【駐 車 場】４台

秩父
市役所

５

●
秩父税務署

こはる鍼灸接骨院

13

市立図書館●

秩父商工会議所では経営革新や創業に取り組む方を応援します
中小企業支援課（TEL 22ー4411）まで気軽にご連絡ください。

その中には、ＱＲコードを背景などに付けられない
場合もあります。それでしたら、オンライン会議が
始まる前に、紙の名刺をスキャンしてデータ化しま
しょう。そのデータを事前に、メールに添付して送
っておけばＯＫです。ただ、参加者がたくさんいる
場合、社員ひとりずつからメール添付で名刺が送ら
れてきても、先方は迷惑に思うかもしれません。代
コロナ禍にあって、取引先とのオンライン会議も
表者が、全員の名刺のスキャンデータをまとめて送
かなり普及してきました。オンライン会議は便利で
ると、先方も分かりやすいはずです。
すが、スムーズにいかない部分もあります。その一
最近は、名刺管理アプリの利用も広がりつつあり
つが、名刺交換です。
ます。無料のアプリでは、先方も同じアプリを使っ
先日、私が参加したオンライン会議では、初対面
ていないと名刺交換ができなかったり、セキュリテ
の方も何人かいたのですが、ミュートにして会議の
ィー面に少なからず心配があったりします。一方、
内容だけを聞くだけで発言をしないため、名前はお
有料のアプリだと、こちらからオンラインで名刺を
ろか、どういう立場の方なのか、どんな目的でこの
渡せるだけでなく、先方が使っていなくてもオンラ
会議に参加されているのか分からず、とても不安に
イン上で名刺を返送することができます。「名刺交
なりました。
換にお金をかけたくない」と思われるかもしれませ
私は、オンライン会議に臨む際、自分の名刺デー
んが、非常に便利で、取引先にとっても使いやすい
タのＱＲコードを付けた背景を使っています。そし
ので、会社として契約するのもよいかもしれません。
て、会議冒頭で「背景のＱＲコードから、私の名刺を
たかが名刺交換、されど名刺交換です。名刺交換
ダウンロードしてください」とあいさつしています。
によって、先方の下の名前が自分と同じだというこ
名刺交換は、ビジネスの第一歩です。
「オンライン
とが分かったり、昇進や栄転に気付いたりすること
だから、やらなくていいだろう」という考えは通用
もあります。そこから、人間関係が始まっていきま
しません。また、
「ＱＲデータのつくり方など、オン
す。最初のうちは慣れないかもしれませんが、オン
ラインでの名刺交換のやり方が分からない」という
ラインでの名刺交換もスマートにできるようになっ
場合は、社内の若手社員の力を借りるなどして全員
ていきましょう。
分を準備するようにしましょう。
オンライン会議に使用するアプリはいくつかあり、 （人財育成トレーナー 美月 あきこ）

「オンラインでの名刺交換」

６
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ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

業況ＤＩは、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く。
先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感
●全産業合計の業況ＤＩは、▲56.5（前月比＋2.50ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲44.0（今月比＋12.5ポイント）

全産業合計の業況DIは▲56.5（前月比＋2.5ポイント）。新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が拡大する中、ネット
通販やデリバリーを活用する消費者の増加も追い風となり、飲食料品の売れ行きが堅調だった。また、自動車関連で、経済活動
をいち早く再開した中国向けの生産が持ち直しつつあるほか、建設業では台風などの災害復旧を含む公共工事の下支えが続く。
一方、消費者のマインド低下や観光需要の低迷から、飲食・宿泊をはじめ関連産業の経営は依然厳しく、コロナ対策のコスト増を
指摘する声も聞かれる。中小企業の景況感は持ち直しに向けた動きがみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。

業種別の動向

前月と比べたＤＩ値の動き

改善

ほぼ横ばい

悪化

建設業

観光需要の低迷により、ホテルや飲食店の新設・改修工事が延期されるなど、民間設
備投資の動きが鈍いものの、集中豪雨や台風の災害復旧を含む公共工事が下支えし、
改善。

製造業

巣ごもり消費の拡大により飲食料品関連などの売上が堅調なほか、経済活動が再開し、
回復基調にある中国向けの自動車部品や、５Ｇ向けの半導体製造装置で生産が持ち直し
つつあることなどから、改善。ただし、需要が低迷する衣料品のほか、チラシや段ボール
などビジネス向けが低調な印刷業・製紙業は依然として弱く、まだら模様の状況が続く。

卸売業

総菜や冷凍食品など、小売業からの引き合いが堅調な飲食料品、農畜水産品関連が押
し上げ要因となり、改善。ただし、衣料品関連では消費者のマインド低下もあって秋
物の需要が鈍いほか、機械器具関連では、製造業の生産持ち直しの足取りが鈍い中、
部品や機械工具、工場向け衛生用品などで苦戦が続く。

小売業

巣ごもり消費の拡大により、飲食料品や日用品、趣味・娯楽などの売上が堅調だった
ものの、９月上旬の厳しい残暑や消費者のマインド低下の影響から、秋物衣料などの
動きが鈍く、ほぼ横ばい。

サービス業

観光需要の回復に向けた足取りは依然として力強さを欠くものの、Ｇｏ Ｔｏトラベル
の効果もあり、４連休の宿泊予約が伸びたことなどから、改善。ただし、飲食業や宿
泊業からは、消毒液やフェイスシールドなどのコロナ対策コストの増大を指摘する声
も多く聞かれた。

◎日商ＬＯＢＯ調査 日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査は、毎月の景気動向を調査するものであり、当該月の景況に係わる
調査結果を最も早く集計・公表しております。
（全国の336商工会議所が2,748企業にヒアリング。）

ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合） 業況・採算：（好転）－（悪化） 売上：（増加）－（減少）
本調査結果の詳細は、ＬＯＢＯ調査（https: //cci- lobo.jcci.or.jp/）でもご覧になれます。［ＬＯＢＯで検索］

専門相談定例相談日
●政府系融資相談…
日本政策金融公庫の借入相談など
日本政策金融公庫

弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、
中小企業診断士など
専門家による相談を設けています。

国民生活事業…10月28日（水）・11月11日（水）・11月25日（水）
中小企業事業…事前にご連絡下さい。

随時受付

●特許相談…特許、商標、実用新案、意匠など
●税務相談…決算、申告、消費税、相続、贈与、事業継承など
●労務相談…社会保険、労働保険、就業規則、雇用問題、助成金など
●経営革新相談…新事業展開等を目指す既に事業を営んでいる方や若手後継者の方など
●会社設立、登記相談…商号、目的、営業年度の相談。土地建物の登記に関することや書類の作成など
●許可認可申請取得相談…各種許可・認可、免許取得に関する手続など
●店舗診断…店内、店外、サービス、商品管理などの診断
●法律相談…契約トラブル、債権回収、不動産、紛争処理など
定例相談日以外にも、ご相談は随時経営指導員がお受け致しますのでお気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、秩父商工会議所まで（TEL 22ー4411）
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融資の金利

７

●埼玉県制度融資（括弧内は信用保証料）

●日本政策金融公庫 国民生活事業
○経営改善貸付（マル経）…… 1.21％
○担保不要制度……………… 2.00～2.45％（基準）
○有担保制度………………… 1.11～2.10％（基準）

○小規模事業資金………… 1.10～1.30%（0.50～1.76%）
○事業資金
・一般…………………… 1.20～1.40%（0.45～1.64%）
・短期（保証付）………… 1.100%（0.45～1.64%）
・短期（保証無）………… 1.500%

（申込み内容・期間などにより利率が決定します。）

●日本政策金融公庫 中小企業事業
○基準金利…………………… 1.11～1.30％

○経営安定資金
※大臣指定貸付………… 1.00％（0.80％）
※知事指定貸付………… 1.10％
（0.45～1.59％ 金融円滑化関連 0.68％）

（申込み内容・期間などにより利率が決定します。）

●国の教育ローン…………… 1.70％

●秩父市小口金融制度・
○経営あんしん資金……… 1.30％（0.45～1.64%）
特別小口金融制度…… 1.50％
（信用保証料：小口 0.32～1.59％ 特別小口 0.70～0.80％）
10月１日現在

●提携ローン取扱金融機関

◆埼玉縣信用金庫

◆武蔵野銀行

◆足利銀行

融資利率は年利

◆埼玉りそな銀行

（※詳しくは、各金融機関にお問い合わせ下さい。）

主要経済指標

９月

人

口

世

帯

数

（ －843） 26,405
（
61,380

秩父市

（
8,145

横瀬町

－95）

住宅着工件数

有効求人倍率

－25）

（
9

－13）

＋9）

（
3

＋1）

（
3,354

（ ）内は前年同月との比較

（

求職者の情報

TEL.22-3215

※ 紹介には、事前にハローワークへの求人票提出が必要です。

No
1

資格・経歴等
玉掛技能者
大型自動車１種運転免許

車両系建設機械（基礎工事用）
（整地・運
2 搬工事用）運転技能者、
小型移動式クレーン運転技能者
3 日商簿記２級

希望職種
トラック運転手

建設機械運転士

総合事務員

4 介護福祉士

施設介護員

5 介護福祉士

介護職

6

調理師、簿記（全経２級）、
秘書検定２級、情報処理１級

7 調理師、ふぐ調理師
床上操作式クレーン運転技能者
8 フォークリフト運転技能者
玉掛運転技能者

（（一社）自販連 埼玉県支部）

）
＊

軽自動車

89
71

※住宅・求人・新車は８月

一般求職者
問い合わせ先…ハローワーク秩父

新車登録台数

（ハローワーク秩父管内）
（ 県土整備事務所
秩 父 市 役 所 ）

総合事務員

調理人

汎用金属工作
機械工

＊ 53
＊ 秩父郡の数字

パート求職者
問い合わせ先…ハローワーク秩父 ジョブプラザちちぶ TEL.24-5222

希望賃金

No

18万円

製造２年
1
普免

以上

81

資格・経歴等

希望職種

希望労働時間等

希望時給

介護
軽作業

8：00～13：00
5H、週3日、不問

928円

2

営業事務７年
普免

事務

9：00～14：30
5H、週5日、平日

950円

3

保育５年
簿記３級

事務２年
普免

事務

9：00～17：00
4H、週5日、平日

930円

4

給食調理・配膳７年
栄養士 普免

調理

8：30～17：30
6H、週5日、平日

970円

以上

5

調理２年
普免

調理
清掃

8：30～17：00
7H、週4日、平日

1000円

18万円

6

事務13年
普免

製造

10：00～15：00
4H、週5日、平日

928円

7

製造２年
普免

製造

9：00～16：00
不問

928円

8

販売10年
普免

製造

9：00～15：00
5H、週4日、平日

928円

9

製造
製造２年 販売２年
美容師12年 美容師 普免 接客

8：00～18：00
5H、週5日、日以外

928円

10

クリーニング1年 製造4年
軽作業
栄養士 普免

8：00～17：00
5H、週5日、日曜日以外

928円

25万円
以上

19万円
以上

22万円

以上

20万円

清掃２年

以上

調理14年

28万円
以上

25万円
以上

※ お問い合わせ時に就職決定済みの場合もありますのでご了承ください。

（９月25日現在）

コラム

新型コロナウイルスの感染拡大により、今尚先

「働き方改革」では、今でこそ注目されているリモ

の見えない日々を過ごす中、
「いつになれば以前

ートワークが自社の生産性を円滑に上昇させる為

の生活に戻れるのか？」
「ワクチンが出来れば通

に必要とも言われていました。そう考えると、以

常に戻るのでは？」といった会話を耳にします。

前からの課題に対し、偶然にも取り組む時期が早

これまで常識だった価値観が急激に変化し、今

まっただけなのかもしれません。

後は新しい価値観の中で事業を継続し生活をして

変化が早いと感じるこの時代、必要な物事は早

いくことになりますが、一方でこうした「価値観

急に取り組みつつも、失ってはいけない秩父地域

の変化」はコロナ禍以前からも掲題されていたよ

の大切な伝統は残していく。これが私達に託され

うにも見受けられます。

た「新しい価値観の未来」なのではないでしょう

例えば、生産性向上や働き手維持を目的とする

か。

８
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会員伝言板
（掲載料は無料）
皆様の広場です。
企業PR・
販売促進に
ご利用ください！

イベントキャンペーン
盛りだくさん！
！

申し込み方法…
会員のためのコーナーです。
ご不明な点は当所まで
お問い合わせください。

飽きずに楽しく通える整体院！
・筋膜整体マッサージ
・特殊電子全身療法
・ボディケア

申込・問い合わせ…
秩父商工会議所
TEL22ー4411 FAX24ー8956
info@chichibu-cci.or.jp

角質ケア、アイヘッド、
オイルハンドケア、
オイルフットケア

・ストレッチ教室
・整体スクール

秩父のお店情報・クーポンゲット

ドッと
コム

往診、出張、イベント承ります
詳しくは「十色整体院」で検索
ＨＰはこちら→

◆パソコン… http://www.dokoikube.com
◆携帯電話… http://www.dokoikube.com/i/

TEL：26－6606
十色整体院 秩父市中町3－8
受付 10：00～18：00

QRコードで携帯電話からアクセス

Ｑ．タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。
※注意点 ●□に入るのはカタカナ１文字です
●「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字（促音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
（例：「ショック」→「シヨツク」）

●濁音や半濁音は１文字として数えます ●A～Eに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

秩父商工会議所
「大滝支所」
閉所のお知らせ
平成20年４月より開設してい
る秩父商工会議所「大滝支所」
（現在は水曜日に開設）は、業務の都合
により令和３年３月31日をもち
まして閉所させて頂くこととな
りました。永年にわたるご利用
に感謝申し上げます。

前回の
答え

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度
埼玉県では県民の皆さまの受動喫煙による
健康影響を防止するため、令和元年６月１日
から「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認
証制度」を施行し、健康増進法上の義務を上
回る対策（屋内禁煙、敷地内禁煙）を実施して
いる施設を認証しています。
認証された施設には、左のステッカーを無
料で差し上げます！
申込みはFAXでも可能です。下記までお気
軽にお問い合わせください。
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

問合せ先：埼玉県秩父保健所

保健予防推進担当

0494－22－3824

