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●今月のTOPICS

令和３年度 秩父ＹＥＧ 通常総会・会長方針・新組織

経営革新計画承認事業所 ジーンズまちだＴシャツ工房 さん

この表紙のイメージカラーは「秩父の色100選／龍勢」です。

今月の表紙は

です

ジーンズまちだＴシャツ工房さん
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　４月22日（木）19時00分より、秩父地域地場産業振興

センター４階大ホールにおいて秩父商工会議所青年部

令和３年度通常総会が開催され、第一号議案 令和２

年度事業報告・収支決算及び第二号議案 役員改選、

第三号議案 令和３年度事業計画案・予算案は原案通

り承認されました。

　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

総会終了後の懇親会を開催しませんでした。

　令和３年度は髙橋崇剛前会長から島田香名子新会長

に代表が替わりました。コロナ禍の中、新たな試みも

取り入れながら自己研鑽、地域活性化のために活動し

て参りますので、今後ともご支援いただきますようお

願い申し上げます。また、秩父ＹＥＧメンバーの皆様

におかれましては、より一層事業への積極的な参加を

お願い申し上げます。

島田 香名子　第13代会長

基本方針　

　ちちぶ地域には、いわゆる青

年団体がいくつかあり、その中

でも秩父商工会議所青年部（以下

秩父ＹＥＧ）とはどのような活動

しているのだろうかと思う方も

多いのではないでしょうか。

　メンバーの多くが経営者またはそれに準ずる人で形

成されているＹＥＧは、「若さ、情熱、広い視野を持っ

た経営者」をコンセプトとして活動していると、日本

ＹＥＧにより説明がされております。

　私たち秩父ＹＥＧの活動目的、それは第一に自らの

企業の発展、そして地域への貢献、さらに未来を描く

夢に向かい、若さと情熱を持ち突き進んでいくことで

あります。それが自己の成長へと繋がるのではないで

しょうか。各々が資質を向上させ、問題意識を持ち、

どんな社会状況にも立ち向かうことが大切なのではな

いかと考えます。

　さて、昨年より私たちの暮らしに大きな影響を与え

ている新型コロナウィルスの蔓延は未だ収束する目途

がたっておりません。ちちぶ地域でも様々な業種に多

大な影響を及ぼし終わりのない不安を抱える状況にあ

ります。緊急事態宣言の二度の発出もあり、私たち秩

父ＹＥＧの活動も中止や延期を余儀なくされてきまし

た。そのような状況下だからこそという思いから、今

年度は「Change！Chance！Chal lenge！！」をスロー

ガンとさせていただきました。様々な困難により、ネ

ガティブな考えに傾きそうな今だからこそ、前向きに、

ポジティブに物事をとらえるきっかけを作れるような

活動をしていきたいと考えます。

　このスローガンのもとに、今年度は「観光」「広報」

「研修」「まちづくり」「交流」「新しい働き方」をテー

マとした６委員会にてスタートします。

～change！chance！chal lenge！！～

自らの可能性を信じ、変化とチャンス、新しい時代へ

挑戦して参ります。

　変化に対応する力、チャンスと捉える思考、果敢に

挑戦していく行動力、これらを指針として共有し、新

たな絆・繋がりを広げていきましょう。

　結びに、設立より秩父ＹＥＧを築き支えてきていた

だいた諸先輩方の思いを継承し、困難な環境の中でも

秩父ＹＥＧらしく楽しく元気に笑顔溢れる活動をして

参ります。

　会員の皆さまには積極的な参加をお願いすると共に

事業へのご協力をお願い致します。

秩父商工会議所青年部 令和３年度 通常総会開催秩父商工会議所青年部 令和３年度 通常総会開催

令和３年度 事業計画（令和３年４月１日～令和４年３月31日）

〒369-1871 秩父市下影森181
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Tel〒営業内容 所在地

秩父商工会議所 新入会員紹介

サロン ニューカット 理容業 秩父市道生町8ー19 0494ー23ー8542368ー0045

事業所名

会議所の動き

マルケイ審査

青年部監査会・役員会

商品券換金

秩父経済懇話会例会

労働保険年度更新（～5/14）

日本政策金融公庫定例相談

春季健康診断（～16日）

常議員会

県連事務局長会議

商品券換金

雇対協 雇用主部会幹事会

4月

2日・

5日・

9日・

・

13日・

14日・

・

・

16日・

19日・

・

小規模事業者経営支援事業

青年部通常総会

正副会頭会議

マルケイ審査

埼青連役員会・通常会員総会

日本政策金融公庫定例相談

商品券換金

21日・

22日・

23日・

26日・

27日・

28日・

・

会員数 1,685（５月１日現在）

当選おめでとうございます
　去る４月18日に行われた秩父市長選挙・埼玉県議会議員補欠

選挙・秩父市議会議員補欠選挙で、当所の会員が当選されまし

た。

　心からお喜び申し上げますとともに、今後、地域商工業発展

のため、ますますご活躍されますことをご期待いたします。

●秩　父　市　長　北　堀　篤　氏

●埼玉県議会議員　阿左美　健司　氏

●秩父市議会議員　宮　前　昌　美　氏

　　　　〃　　　　宮　川　浩　司　氏

○アルバック成膜株式会社

　新任　社　長　木　田　佳　紀　氏

　退任　経営顧問　五野上好則　氏

○株式会社　埼玉りそな銀行　秩父支店

　新任　支店長　石　倉　直　治　氏

　退任　支店長　三　島　吉　晴　氏

○三菱マテリアル　株式会社　横瀬工場

　新任　工場長　谷　村　浩　一　氏

　退任　工場長　清　水　英　知　氏

常議員変更のお知らせ　当所の常議員が変更になりました。

7日・

9日・

・

・

11日・

13日・

17日・

6月

1日・

3日・

4日・

7日・

・

秩父間税会通常総会・研修会

関商連総会（～４日）

県連合同委員会

正副会頭会議

通常議員総会

青年部役員会

商品券換金日

日本政策金融公庫定例相談

県連委員会全体会議

県連事務局長会議

第158回簿記検定試験

ちちぶ地域青年ネットワーク総会

18日・

23日・

27日・

青年部例会

日本政策金融公庫定例相談

第222回珠算能力検定試験

行事予定

※県連……埼玉県商工会議所連合会
※関商連…関東商工会議所連合会
※商品券…秩父市共通商品券「和同開珎」
※雇対協…秩父地域雇用対策協議会
※埼青連…埼玉県商工会議所青年部連合会

島田　香名子

髙橋　崇剛

山口　能弘

島田　興造

南　強志

栗原　創

長谷川　元洋

監　事

〃

顧　問

県連出向理事

〃

〃

〃

会　長

直前会長

副会長

〃

〃

〃

運営専務

秩父Public Relations委員会

coloful～広く届け！情報発信委員会

第３の委員会

新様式まちづくり委員会

がんばろうちちぶ委員会

みんなで学ぼう委員会

稲葉　正泰

富田　宣保

関根　秀敏

加藤　恭子

嶋村　佳織

野口　亮

新井　公太

新井　真

川連　一

浦島　章紘

正田　祐也

井上　享俊

土屋　賢次郎

内田　一矢

横田　徹

北川　誠八

齋藤　裕亮

井上　公仁

委員長

副委員長

〃

委員長

副委員長

〃

委員長

副委員長

〃

委員長

副委員長

〃

委員長

副委員長

〃

委員長

副委員長

〃

篠﨑　基弘

山根　隆義

今泉　学之

出浦　洋介

小林　悟

井上　公仁

横田　徹

秩父商工会議所青年部 役員新体制
（令和３年４月22日）
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経営かわら版経営かわら版経営かわら版

令和元年度　経営革新計画承認事業所

ジーンズまちだＴシャツ工房　代表 町田 慶輔 さん

①事業概要について教えてください。
　昭和46年に父がジーンズ販売店として創業しました。外注に出して

いたＴシャツのプリントを自社内で加工を行い、平成19年よりオリジ

ナルＴシャツの販売をはじめました。平成24年に私が代表となり事業

を引き継ぐとともに、ジーンズ販売をやめ、Ｔシャツ加工をメイン事

業にしました。

　当店のＴシャツプリントは、シルクスクリーンプリント（※）を採用

しています。おかげさまで多くの事業所様（飲食店様）や各団体様の

ユニフォームとしてご利用いただいております。オリジナルのタオル

やこのほか、祭り用品（鯉口、うちわなど）、お客のご要望があれば、

ステッカーや看板なども販売しています。

②経営革新の内容について教えてください。
　もともと母から縫製を習っていたので、ミシンの扱いを得意としており、刺

繍を事業に取り入れたいと考えていました。以前は、ロゴ、名入れ、祭りの袢

纏などに名前や家紋をいれたいなどの話があっても、刺繍やワッペン加工がで

きませんでした。こうしたニーズに応えるため、令和１年12月に念願の刺繍用

ミシンの購入に至りました。刺繍は特殊な加工であり、技術の習得が必須とな

っています。閑散期を活用し、刺繍用ソフトウェアを使いこなした上で刺繍用

ミシンの技術向上を図ることを計画しました。

③取り組んだ感想を教えてください。
　設備導入後、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）が広がり、計画どお

りにいかないことが多々ありましたが、緊急事態宣言に入り、余暇を使って刺

繍技術の習得に集中して取り組むことができました。当時はマスクが手に入り

ませんでしたので、刺繍を入れたマスクを製造し、販売も行いました。また、

コロナ禍を考慮して、これまで版の保存期間を２年から３年に変更しました。

　計画作成時とは、コロナで外部環境が大きく変わりました。外部環境に変化

にあわせて計画を見直すことが大切だと感じました。

④読者の皆様に一言お願いします。
　当店では、デザインができなくても一緒に相談しながら作成することができ

ます。会社のオリジナルロゴやユニフォームの作成など、職場やグループの団

結力を高めるために、同じものを揃えて持つということは有効な手法のひとつ

と言われています。「なかなか目標を達成できない」などの課題にお悩みの方

は、当店をご利用いただければ幸いです。

　コロナで厳しい経営状況が続いていますが、みなさんと一緒に乗り越えられ

ればと考えております。今後ともよろしくお願い致します。

経営革新計画
承認事業所に聞く皆さんも「経営革新」しませんか？

シルクスクリーンプリント

タオル刺繍

＜シルクスクリーンプリントの特徴＞

・色あせが起こりにくく、洗濯後の耐久性があります。

・インクの種類が豊富にありますので、ご希望色でのプリ

　ントが可能です。

・最終ご注文時から２年以内であれば、追加の際の版代は

　かかりません。（コロナ禍では２年→３年に変更）

・１カ所のプリントカラー１色に対して１つの版が必要です。

・少ない枚数時や色数が多くなると割高になります。

※『シルクスクリーンプリント』は、最も一般

的で仕上がりも綺麗な人気のプリント方法

です。１色ごとに版を作成して、オリジナ

ルTシャツをはじめ、ポロシャツ、パーカー、

バッグ、エプロンなどウェアやグッズにイ

ンクでプリントします。枚数が多くなるほ

ど単価は割安になりますので、同じデザイ

ンで大量の枚数が必要の際におすすめです。
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【 ジーンズまちだＴシャツ工房 】

【所　在　地】埼玉県秩父市中町２－８

【営業時間】午前10時～午後６時

【定　休　日】水曜日

【　Ｔ　Ｅ　Ｌ　】0494－23－5081

取扱商品　オリジナルＴシャツ、ジャンパー、トートバッグ、

　　　　　祭り用品（鯉口、うちわなど）、缶バッチ、

　　　　　キーホルダーなど

参考価格　シルクスクリーン　Ａ４サイズ　版代11,000円（税込）／

　　　　　使い捨て版　Ａ４サイズ　版代5,500円（税込）

総合建設業

本　　社

久喜支店

東京支店

秩父市中村町

久喜市南

板橋区大山金井町

0494（25）5000

0480（24）1000

03（3530）3000

環境にやさしい天然ガスが　　　
　　　豊かさと安心をお届けします

プロパンガス

リフォーム工事

配管附帯工事

ガス器具販売

都市ガスは

天然ガス
です

ガッちゃん スーちゃん

　新入社員はイキイキと働き始めていますか。若手

社員が働くことの楽しさや意義を実感し、周囲の人

たちに支えられ、育っていますか。こんなことを聞

かれて、悩ましいと思う方も多いのではないでしょ

うか。

　実際に多くの会社で、新入社員や若手社員が周囲

に相談することなくすぐに辞めてしまうという話を

よく聞きます。彼らに直接話を聞くと、その原因の

大半は最初に配属された職場の上司や先輩との関係

にあることが分かります。

「先輩も上司も忙しいのは分かるけど、聞けない、

聞いてもらえない状況はつらい」

「何のための仕事か分からなくて目的を聞くと、余

計なことは考えるなと言われた」

「言っていることは正しいけど、高圧的に言われる

と人としてどうなのかと思う」

　こんなふうに、目の前の上司や先輩に見てもらえ

ない、関わってもらえない、彼らと良い関係になれ

ないことに、落胆し、悩んでいく若手社員が多くい

ます。さらに、こうした状況が続くと、イキイキし

ていない上司や先輩を見て、自分もいつか彼らのよ

うになってしまうのではないかと不安を募らせてい

くというのです。

　早く辞めてしまう若手社員に共通しているのは、

上司や先輩の姿に自分の未来を重ね、希望が持てな

くなったというものでした。アルバイトをしていた

ときの方が、店長中心にみんなで一体感を持って働

いていて、目の前のお客さんに喜ばれる瞬間があり、

それを分かち合う仲間がいた、目の前でイキイキし

た人たちがいた。ここで働いても、そんなイキイキ

した自分、未来の自分がイメージできないというの

です。

　何を甘いことを言っているんだと思う方がいるか

もしれません。接客業とは違うし、個々人が自分の

役割や作業をすることで組織は成り立っていること

を教えなければという方もいるでしょう。でも、今

までの世代とは大きく違うのは、インターネットを

通じて多くの情報や外部の仲間とつながり、社会的

に意味あることをする大切さを学んできた世代です。

一つひとつの仕事に意義を感じ、前向きに取り組ん

でいる人たちに囲まれているのかどうかが、彼らに

とってはとても大切なことなのです。

（ジェイフィール　代表取締役 高橋 克徳）

若手が辞めない職場になっていますか

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 22－4411）まで気軽にご連絡ください。

ベルク
東町店

　知々夫
●ブランド館

ベスト電器

ジーンズまちだ
Ｔシャツ工房



　全産業合計の業況ＤＩは、▲25.3（前月比+10.0ポイント）。中国・米国などの海外経済の回復に伴い、生産増が続
く半導体・電子部品関連や自動車関連の製造業が牽引したほか、巣ごもり需要で売上が堅調な小売業が全体を押し
上げた。一方、まん延防止等重点措置の実施に伴う営業時間短縮や観光需要低迷により、外食・観光関連は厳しい状
況が続く。オンライン活用や新事業展開などが進む中、業種・業態によって対応の難しさが指摘されるほか、原材料
費上昇によるコスト負担増加を不安視する声も多く、中小企業の景況感は回復基調が続くものの、厳しさが残る。
※今回の業況ＤＩは、比較対象の前年同月（2020年４月）が感染拡大により全国で緊急事態宣言が発令されていた時期であることに留意が必要。
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業況ＤＩは、回復基調続くも、厳しさ残る。
先行きは感染再拡大に伴い、警戒感強まる

●全産業合計の業況ＤＩは、▲25.3（前月比＋10.0ポイント）

●先行き見通しＤＩは、▲29.0（今月比▲3.7ポイント）

●政府系融資相談…

　日本政策金融公庫の借入相談など
　　　　　　　　　　 　　　　　　　国民生活事業…５月26日（水）・６月９日（水）・６月23日（水）
　　　　　　　　　日本政策金融公庫
　　　　　　　　　　 　　　　　　　中小企業事業…事前にご連絡下さい。

　  ●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。

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。

専門相談定例相談日

お問い合わせは、秩父商工会議所まで（TEL 22ー4411）

随
時
受
付

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

本調査結果の詳細は、ＬＯＢＯ調査（https ://cc i - lobo . jcc i .or . jp/）でもご覧になれます。［ＬＯＢＯで検索］

◎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338商工会議所が2,752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）

ほぼ横ばい改 善 悪 化

サービス業

小売業

卸売業

製造業

建設業

業種別の動向 前月と比べたＤＩ値の動き

堅調な内食需要に下支えされた飲食料品のほか、在宅時間の増加により需要が伸びる

家電製品などの住まい関連や家庭用ゲーム機などの趣味・娯楽品の売上が増加し、改

善。

巣ごもり消費が好調な小売業向けの飲食料品や調味料、農畜水産品の売上が堅調に推

移しているほか、半導体・電子部品関連や自動車関連の生産が好調な製造業向けの引

き合いが増加し、改善。

災害復旧や防災・減災工事などの土木関連を中心とした公共工事が下支えし、改善。

ただし、一部では木材や鉄鋼などの資材価格の上昇による収益圧迫を指摘する声も聞

かれた。

鉄鋼をはじめとした原材料の仕入価格上昇を指摘する声が聞かれたものの、デジタル

投資や５Ｇ向けに生産増が続く半導体・電子部品関連や中国向けを中心に売上が堅調

な自動車関連が全体を押し上げ、改善。また、内食需要に下支えされた小売業向けの

飲食料品関連も堅調に推移した。

コロナ禍で需要が伸びているデジタル投資の恩恵を受けたソフトウェア業が堅調。加え

て、半導体・電子部品関連や自動車関連の生産が好調な製造業向けの売上が増加した運送

業が下支えし、改善。また、飲食業・宿泊業では、全国で緊急事態宣言が発令された前年

同月比では業況感が改善したが、活動制約から依然厳しい状況が続くとの声が聞かれた。
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主
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済
指
標

秩父市

横瀬町
1.20（ ）＋0.29

144

112

127

90＊ ＊

60,829

8,051

26,416

3,343

22

6

（　）内は前年同月との比較 ※住宅・求人・新車は３月　　＊ 秩父郡の数字

４月 人　口 世　帯　数
新車登録台数

（（一社）自販連 埼玉県支部）

有効求人倍率
（ハローワーク秩父管内）

住宅着工件数

（　　　　）県土整備事務所
秩　父　市　役　所 軽自動車

融
資
の
金
利

●日本政策金融公庫　国民生活事業

○経営改善貸付（マル経）……

○担保不要制度………………

○有担保制度…………………
　（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……………………
　（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……………

●秩父市小口金融制度・
　　　特別小口金融制度……

　　（保証料：小口 0.32～1.59％　特別小口 0.70～0.80％）

●埼玉県制度融資（括弧内は信用保証料）

○小規模事業資金………

○事業資金

　・一般…………………

　・短期（保証付）………

　・短期（保証無）………

○経営安定資金

　※大臣指定貸付………

 　　　　　　　（0.80％　特定業種関連 0.68％）

　※知事指定貸付………

 　　　　　　　（0.45～1.59％　金融円滑化関連 0.68％）

○経営あんしん資金……

1.10～1.30%（0.50～1.76%）

1.20～1.40%（0.45～1.64%）

1.100%（0.45～1.64%）

1.500%

0.70～1.00％

0.80～1.00％

1.10～1.30％（0.45～1.64%）

●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　◆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。）

５月１日現在　融資利率は年利

1.21％

2.06～2.55％（基準）

1.11～2.20％（基準）

1.11～1.40％

1.68％

1.50％

求
職
者
の
情
報

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

資格・経歴等

9：00～15：00
5H、週5日、平日

9：00～16：00
6H、週4日、平日

8：00～17：00
8H、週4日、火木以外

9：00～14：00
5H、週4日、平日

8：00～15：30
5H、週5日、平日

9：00～16：00
5H、週4日、平日

9：00～17：00
7H、週4日、平日

11：00～16：00
4H、週3日、日祝以外

9：00～15：00
4H、週5日、平日

10：00～15：00
5H、週5日、平日

製造16年
普免

製造２年
原付

調理10年
調理師　普免

事務・受付14年
普免

接客５年
普免

出荷事務１年
電卓3級　簿記3級　普免

看護５年
准看護師　普免

看護15年
普免

調理補助３年　事務９年
販売１年　栄養士　普免

品出し1年　調理補助10年
製造５年　普免

販売

製造

事務

事務

看護

事務
接客・販売

品出し
販売

調理
食品製造

調理

清掃

希望職種 希望時給希望労働時間等

1300円

950円

930円

928円

928円

930円

930円

1000円

930円

950円

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

パート求職者

※ 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。　（５月６日現在）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

－116

－838

（ ）＋5

＋78 （ ）

＋4

＋4

　コロナ対応、日本ではまだまだ時間がかかりま

すね。大切なことですが、心まで縛られたらいけ

ないと思います。時間は重要、特に定年してから

次の人生を楽しもうと思っていた方達にとってコ

ロナは最大の敵。

　来年にはコロナは過去の出来事になっている事

を心から願います。

　旅行好きな私は、今から来年の準備に抜かりは

ありませんよー。今日もＡＮＡのサイトで海外航路

とか見ながら作戦練っています。また皆さんに旅

行の報告がこのコラムで出来るといいなって思っ

ています。何があっても、何が無くとも変わらな

い、、、ね。（Ｋ.Ｓ）

問い合わせ先…ハローワーク秩父
　　　　　　　 ※ 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。

TEL.22-3215

一般求職者

No 資格・経歴等 希望職種 希望賃金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 調理師

中学校、高等学校教員免許
秘書検定２級

１級ＦＰ技能士
宅地建物取引士

二級自動車整備士

正看護師

医療保険請求事務者（歯科・医科）
W o r d , E x c e l  ３級

介護福祉士（申請中）

司書
防火管理者（甲、乙）

販売類似関係資格　危険物取扱者乙種四類
毒劇物農業　食品衛生責任者

介護福祉士
情報処理検定２級

医療事務、
レセプト

総務事務

介護系

総合事務

軽作業員

金融・保険関係

介護系

販売系

調理人

看護師

18万円
以上

15万円
以上

22万円
以上

16万円
以上

20万円
以上

20万円
以上

20万円
以上

15万円
以上

16万円
以上

22万円
以上
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前回の
答え

会員伝言板

皆様の広場です。

企業PR・

販売促進に

ご利用ください！

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。

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

秩父のお店情報・クーポンゲット

◆パソコン… http://www.dokoikube.com
◆携帯電話… http://www.dokoikube.com/i/
　　　　　　 QRコードで携帯電話からアクセス

ドッと
コム

（掲載料は無料）

（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。

いずれもお問い合わせは（一社）秩父地区労働基準協会まで

TEL：22ー3020

「足場の組立て等特別教育」
講習開催について

　「足場の組立等の業務に従事する

作業者」は、特別教育を受けたも

のでなければならないとされてい

ます。

日　時　６月23日（水）

　　　９時～16時30分

会　場　横瀬町町民会館
　　　　（秩父郡横瀬町横瀬2000）

定　員　40名

受講料　9,000円
　　　　（税込み、テキスト代を含む）

お問い合わせ：秩父分会事務局
　　　　　　　（秩父地区労働基準協会内）

　　　　　　TEL：22-3020

職長等監督者教育の開催に
ついて

　「事業主は新たに職務につくこ

とになった職長に対し、安全及び

衛生のための教育を行わなければ

ならない。」と定められております。

日　時　６月９日（水）９時～18時

　　　６月10日（木）９時～17時
　　　　（計２日間）

会　場　横瀬町町民会館
　　　　（秩父郡横瀬町横瀬2000）

定　員　50名（先着順）

受講料　15,000円
　　　　（税込み、テキスト代を含む）

自由研削といし取替等業務
の特別教育開催のご案内

　自由研削といしの取替え又は取

替え時の試運転の業務は、省令で

「危険又は有害な業務」として定

められています。

日　時　７月７日（水）

　　　　９時～16時50分

会　場　横瀬町町民会館
　　　　（秩父郡横瀬町横瀬2000）

定　員　50名（先着順）

受講料　9,500円
　　　　（税込み、テキスト代を含む）

振替日は5月31日（月）です

●会費納入のお願い

　平素から秩父商工会議所事業運営につきま

して、格別のご高配を頂き、誠にありがとう

ございます。

　当所会費の口座振替日は、５月31日（月）とな

ります。ご指定の口座より引き落としさせて

頂きますので、よろしくお願いいたします。

また、現金払いの会員の皆様につきましても、

口座振替にご協力下さいますようお願いいた

します。

　ご不明の点は、秩父商工会議所総務課まで

お問い合わせください。（TEL0494ー22ー4411）

〒368ー0045
秩父市道生町8ー19
連絡先　担当者　清川隆男

TEL0494ー23ー8542

似合うヘアスタイル提案
髪の太さや状態を見て、
最善なスタイルを提案
ラフなウエーブを
アイロンパーマは最適です！
女性・男性・子ども
全て当店にお任せください！


