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経営かわら版
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？

令和元年度 経営革新計画承認事業所
バー チェ・アリー 代表 横田 武志 さん
①事業概要について教えてください。
2017年（平成29年）１月に独立開業しました。
秩父が世界に誇るウイスキー蒸溜所“秩父蒸溜所”のイチローズモル
トを常時50種以上、世界のウイスキーを700種以上取り揃えております。
また、当店専属のパティシエが、ちちぶ地域のフルーツや食材・お
酒を使用し、真心こめてお作りしているスイーツもおすすめです。テ
イクアウトもできます。

②経営革新の内容について教えてください。
お菓子の製造販売に取り組みました。きっかけは、横瀬町出身で当店
のパティシエである赤岩淳江さんが、横瀬町のいちごや紅茶などの特産
品を使用したお菓子の開発を行い、よこらぼに企画提案しました。結果、
採択されたことで、秩父地域への観光客向けにお菓子の販売を行うこと
になりました。土産品だけでなく、アルコールに合うスイーツの開発にも取り組みました。

店内

③取り組んだ感想を教えてください。
店内メニューとして提供していたスイーツですが、コロナ禍の影響により来店されるお客様が激減してしまい
ました。そこで、持続化補助金を活用し、保管用冷蔵庫を完備し、商品のストックもできるようになりました。こ
のため、テイクアウトを本格的に開始しました。
コロナ禍でピンチの時だからこそ、スイーツ部門に注力できたと思います。

④おすすめメニューを教えてください。
季節に応じて約６種類のスイーツを常時ご用意しています。どれもおすすめですが、今特に一押しの商品は、
蜂蜜のチーズテリーヌです。
低温で長時間かけてじっくり焼き上げた、口当たりなめらかで濃厚なチーズケーキです。横瀬町あしがくぼの
天然の蜂蜜「森のはちみつ」を合わせ、リッチな味わいに仕上げました。

⑤新型コロナウイルス感染症対策について教えてください。
当店では座席間隔を確保し、座席間にはアクリル板を設置しました。そして、やりすぎと言われることが多い
のですが、座席ごとに消毒液を設置しています。この他、検温・マスク着用・換気の徹底を行っています。
換気については、窓を開ける方法の他に、空間除菌脱臭器を導入して店内の空間除菌に取り組みました。また、
お客様がトイレを使用する際、便器のふたの非接触を求める声が多くありましたので、トイレでの衛生上の非接
触を目的として自動開閉便座も導入しました。
そして、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋
（プラス）
に申請をしました。６月23日に調査員が来店さ
れ現地確認があり、認定をいただくことができました。これにより、１グループ４名様までに限りますが、20時
までアルコール類の提供ができるようになりました。
さらに、ＨＰを作成してＥＣサイトも開設しております。是非ご覧になってください。

⑥読者の皆様に一言お願いします。
コロナ禍が続き、皆様お疲れかと思います。また、ゆっくり飲みたい、甘い物食べたい、いろいろな思いもあ
ると思います。そのような時に、
“チェ・アリーを利用してみようかな”、そう思っていただけたら幸いです。
取扱商品 ○秩父ウイスキー、スコッチ、地元食材を使用したカクテルなど約700種類
○地元食材を使用したスイーツ 数量限定。季節により入れ替え。常時約６メニュー。テイクアウトあり。
お電話にてご予約をいただければスムーズにお渡しできます。
※季節により取り扱っていない商品もありますのでご了承ください。

参考価格 アルコール 700円（税込）～
スイーツ 432円（税込）～（チーズテリーヌ）3,300円（税込）
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【 バー チェ・アリー 】

３

秩父駅

【所 在 地】埼玉県秩父市宮側町８－４
【営業時間】16時～21時（ラストオーダー：20時）
テイクアウト：16時～20時
（令和３年７月１日現在）

秩父神社

チェ・アリー
児童公園

【定 休 日】水曜日 【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0494－24－8833
表紙写真（左より）

『シルバーウイスキーショコラ』
飲食店限定のイチローズモルト＆グレーン505シルバーラベルを贅沢に使用した濃厚
なチョコレートケーキです。※お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転
武甲酒造●
時等はご遠慮ください。１カット660円（10%税込）。テイクアウトは648円（８%税込）。
『横瀬産苺ソースのパンナコッタ』
口当たり滑らかなパンナコッタに、横瀬産苺（とちおとめ）を使った果肉感たっぷりな特製ソースを乗せた贅沢なスイーツです。
１個495円（10%税込）。テイクアウトは486円（８%税込）。
『バスクのチーズケーキ』
スペインバスク地方を代表する、表面の焦げの香ばしさが特徴的。お酒との相性も良い口溶け滑らかなチーズケーキです。
１個495円（10%税込）。テイクアウトは486円（８%税込）。
『あしがくぼ産新茶とあずきのロールケーキ』
江戸時代から芦ヶ久保で栽培されてる“やぶきた”と言う品種のお茶。そのお茶の葉の粉末を、生地と特製クリームにたっぷりと練り込み、あずきと
共にふんわりと巻き上げました。爽やかな新緑を思わせる香りのロールケーキです。１カット440円（10%税込）。テイクアウトは432円（８%税込）。
『うちのブラックベリーのショコラ』
丁寧に裏ごしした秩父産ブラックベリーのソースと、濃厚なガナッシュクリームを、ビターなカカオ生地でサンド。仕上げにクーベルチュールチ
ョコレートでコーティングした、甘酸っぱいチョコレートケーキです。１カット550円（10%税込）。テイクアウトは540円（８%税込）。
『秩父吉田産赤カシスのレアチーズケーキ』
クリームチーズ、サワークリーム、ヨーグルト、フレッシュクリームをバランス良く合わせたレアチーズ。秩父吉田産レッドカラントで作ったソー
スを加えて、ほんのりピンク色に仕上げました。フレッシュ赤カシスと共に爽やかな酸味のケーキです。
１個495円（10%税込）。テイクアウトは486円（８%税込）。

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。

補助金情報

埼玉県飲食店等換気対策補助金

埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対し、事業活動に必要な換気対策を講じる
費用の一部を助成します。
申請期間：受付中 ～８月31日（火）まで
補助率：対象経費の２／３まで
補助金額：上限50万円／１店舗（換気設備の工事を行う場合は100万円）※補助対象経費が15万円以下は対象外
対象経費：①換気設備工事費
・必要換気量（客席一人あたり毎時30m3）を確保すること ・県内事業者の施工であること など
②空気清浄機および二酸化炭素濃度測定器の購入費
・空気清浄機はＨＥＰＡフィルタによる「ろ過式」で、かつ、風量が毎分５m3程度以上のもの など
※詳細については埼玉県ホームページ上の申請要領をご確認ください。

その他要件・彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、店頭に掲示していること。
・「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」のＱＲコードを店頭に掲示していること。
・暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者または役員が暴力団人等となっている
法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
申請方法：秩父商工会議所へ持参または郵送
流 れ
確認後
申請
審査・交付決定
契約・発注
終了・報告
補助金受領
お問い合わせ先：秩父商工会議所 TEL 0494ー22ー4411
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

総合建設業

都市ガスは

プロパンガス

天然ガス

リフォーム工事

です

本

社

秩父市中村町

0494（25）5000

久喜支店

久喜市南

0480（24）1000

東京支店

板橋区大山金井町

03（3530）3000

配管附帯工事
ガス器具販売

ガッちゃん

スーちゃん
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青年部のコーナー
YEGとは、商工会議所
青年部の英字名（Young
Entrepreneurs Group）の
頭文字ですが、同時に青
年部の持つコンセプト（若
さ、情熱、広い視野を持っ
た経営者＝Youth, Energy,
generalist）を表しています。

ちちぶ地域青年ネットワーク総会が
開催されました。
去る６月17日（木）にナチュナルファームシティ農園
ホテルにおいて、ちちぶ地域青年ネットワークの総会
が開催されました。上程された会則の他、昨年度の事
業報告と収支決算、及び本年度の新役員が承認され、
新たな一歩を踏み出すことができました。
昨年の笑顔プロジェクト（花火事業）では、様々な
困難や問題が発生しましたが、今後は秩父地域で活動
する各青年団体の垣根を超えた事業を行いやすい環境
が整いました。
残念ながら、新型コロナウイルスの影響により懇親
会は開催できませんでしたが、構成団体の多くは役員
改選が行われ代表者が変更された事もあり、情報交換
の場として活用できました。なお、本年度の会長は会
則に則り（一社）秩父法人会青年部会の篠﨑部会長が選
任されました。

本総会により、同プロジェクト代表を含めた私の任
も無事終了し、バトンを引き継ぐ事ができました。こ
れも、多くの皆様のご協力と中心となり活動した山口
副会長と長谷川運営専務、そして朝令暮改の如く様々
な課題に対応した事務局の黒澤氏のお蔭と感謝申し上
げ、報告といたします。（直前会長 髙橋崇剛）

６月例会報告
令和３年６月18日（金）に秩父神社参集殿において、
６月例会「これからの新しい働き方について」を開催
させていただきました。はじめに、秩父商工会議所青
年部の副会長であり、株式会社ワン・ユー 南氏より、
Web会議サービスZOOMの使い方について講演してい
ただきました。参加していただいたメンバーには、タ
ブレットやノートパソコンを使用して、実際にZOOM
を体験していただきました。
次に、株式会社しんか 代
表取締役 久田友彦氏に、現
在の都心における企業の動
向などを不動産業の視点か
らご講演いただきました。
新型コロナウィルスの影響
で企業のオフィスについて
は、縮小傾向の企業もあれ
ば拡大の企業もあり、様々
株式会社しんか 代表取締役
でありますが、急速なデジ
久田友彦氏
タル化が進んでおります。
デジタル化により、オフィスについて考えていくとき
には、企業としてどうあるべきかが重要になってきま
す。デジタル化が進むと、毎日顔を合わせなくても仕
事ができるようになり、組織への帰属性が薄れ、組織
は分業化していきます。そうなると企業は何をしたい
か」よりも「企業としてどうありたいか」、
「社員との
関わり方、働き方」を考えていく必要があります。こ
れは、オフィスという視点だけではなく、企業の今後
を考えていくことにも必要になります。この考えを明
確にすることで、結果として、企業の発展につながり、
地域の発展につながることになります。これは企業経
営に携わる我々にとっても、大切な考え方です。
本例会では、至らぬ点がありましたが、多くのメン
バーにご出席いただき、誠にありがとうございました。
みんなで学ぼう委員会 委員長 北川誠八

※ちちぶ地域青年ネットワークとは、西秩父商工会青年部、（公社）秩
父青年会議所、秩父商工会議所青年部、秩父商業青年経営者研究会、
（一社）秩父法人会青年部会、長瀞町商工会青年部、皆野町商工会青年部、
荒川商工会青年部で構成される秩父地域の青年団体の集まりです。

〒369-1871 秩父市下影森181
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山根益男元常議員
厚生労働大臣から
感謝状

増田耕作常議員
関東経済産業局長表彰を
受賞

山根益男元常議員（共和電機（株）
代表取締役会長・埼玉県雇用対策
協議会 副会長）は、県内の雇用対
策推進に多大な貢献が評価され、
同協議会の副会長退任に伴い、厚
生労働大臣感謝状が贈呈されまし
た。

増田耕作常議員（（有）喜多園増田
商店 代表取締役）は、永年にわた
り会員小規模事業者に対する経営
改善普及資金の円滑な資金供給を
推進し、秩父地域の商工業の総合
的な改善発達が認められたとして、
関東経済産業局長表彰を受賞され
ました。

５

矢尾琢也商業部会長
「ベスト・アクション
表彰」を受賞

当所常議員で商業部会長の矢尾
琢也氏（株式会社矢尾百貨店 代表
取締役）は、積極的な経営姿勢と
地元商店街等と連携し、地域の経
済の活性化に著しく貢献した事が
評価され、関東商工会議所連合会
の「ベスト・アクション表彰」を受
賞されました。

当所常議員変更のお知らせ
○秩父太平洋セメント株式会社

新任 代表取締役社長 明石 勤 氏

退任 栗田 俊之 氏

2021「秩父はんじょう博」中止のお知らせ
「秩父はんじょう博」は、新型コロナウイルス感染症に対する来場者、開催関係者の安全面を最優先に考え、
中止とさせていただきます。
「秩父はんじょう博」を楽しみにされていたお客様、ご参加を検討されていた会員企業及び関係者の皆様に
は大変申し訳ありませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

秩父商工会議所 新入会員紹介

会員数 1,685（７月１日現在）

事業所名

営業内容

〒

アーク代行社
エミリオ（株）
ポイズン・エディターズ（有）
BEANCUBE JAPAN（株）
ちちぶホステル
Dandelion（ダンデライオン）

運転代行
通信機器等販売営業
出版メディア
システム保守・開発
宿泊業（民泊）
韓国系飲食店

368ー0033 秩父市野坂町1ー3ー3
368ー0046 秩父市宮側町1ー7 地場産センター５F
368ー0046 秩父市宮側町7ー6
368ー0056 秩父市寺尾3757ー4
368ー0041 秩父市番場町17ー14 秩父表参道Lab.２F
368ー0046 秩父市宮側町13ー14

所在地

Tel
0494ー26ー7739
0494ー26ー5540
080ー3453ー8695
0494ー22ー7616
090ー1105ー2065
0494ー26ー7446
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会社と社員の関係を問い直す
人と人、人と仕事や会社との距離感が変わる中で、
社員の中に小さな違和感、疑問が芽生え始めていま
す。私は何のために働いてきたのか、なぜこの会社
で働くのか、会社の同僚とはどんな関係でありたい
のか。こうした状況を把握するためにも、まずは
「組織全体に広がっている感情（組織感情）を知る」と
いうことから始めてほしい。これが前回お伝えした
ことです。
その上で、どんな関係をつくりたいのか、どんなつ
ながりをつくりたいのか、あらためて問い直してみ
ることが必要です。今回は、会社と社員との関係に
ついて、一緒に問い直していただけたらと思います。
会社と社員との関係を昔のようにもっと一体感の
ある、家族のような関係にしたいと思う人もいるで
しょう。一方、仕事なのだから少しドライなぐらい
がちょうどいいと思う人もいるでしょう。そこに明
確な一つの答えがあるわけではありません。ただ、
ここで考えたいのは、そうしたメッセージを、真の
意図も含めて正確に伝えてきたのかということと、
その上で実態と一致していたのかということです。
皆さんの将来を応援しますといって早期退職制度
を導入しても、体のいいリストラにしか見えない。
頑張った人をより高く評価したいと人事制度を改定

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

しても、評価が下がる人が何人も出ると、人件費を
削減したかったのだとしか思われない。社員を大事
にしたいと言っても、ハラスメントを止められない
職場では、社員のことを会社は本気で考えていない
と感じさせてしまう。
そうせざるを得ない、実際にはなかなかうまくい
かない。そんな事情もあると思います。ただ一番良く
ないのは、
「言っていることとやっていることが違う」
と思われてしまうことです。そう見えると、社員は
「本当の目的は違うんでしょ、要は会社の利益しか考
えていないでしょ」と捉えるようになる。心が離れ
ていく。でも、口に出して批判はしない、我慢する、
割り切る。社員もやるべきこと以上のことはしなく
なる。自発性を失う。
社員が自発的に動きだす会社は、素直に社員が会
社の姿勢を正しく理解しています。会社が裏表なく、
誠実に向き合ってくれていると感じています。だか
ら自分たちも会社に対して誠実であろうとします。
そこには感謝や敬意も生まれます。そんな土台とし
ての関係性がしっかりあるからこそ、周囲のための
自発性が生まれるものです。
社員も会社も、苦しいときほど、実際に起きてい
ること、困っていることを隠すことなく語れる。そ
れを自分事として捉え、相手を支えようとする。こ
うした関係性が、社員と会社との間に築けるのか、
そんな関係性が土台にある会社かどうかが、これか
らさらに問われてくるのではないでしょうか。
（ジェイフィール 代表取締役 高橋 克徳）

業況ＤＩは、長引く活動制約から5カ月ぶりに悪化。
先行きは、期待感伺えるも、厳しい見方崩れず
●全産業合計の業況ＤＩは、▲26.7（前月比▲1.7ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲26.8（今月比▲0.1ポイント）

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

製造業

卸売業

小売業

サービス業

◎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337商工会議所が2,668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…７月28日（水）・８月11日（水）・８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 ● 税務相談 ● 労務相談 ● 経営革新相談 ● 会社設立、登記相談 ● 許可認可申請取得相談
● 店舗診断 ● 法律相談 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

●埼玉県制度融資（括弧内は信用保証料）
○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%
○経営安定資金
※大臣指定貸付………0.70～1.00％
（0.80％ 特定業種関連 0.68％）
※知事指定貸付………0.80～1.00％
（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％（0.45～1.64%）

●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……………… 2.06～2.55％（基準）
○有担保制度………………… 1.11～2.20％（基準）
（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…………………… 1.11～1.40％
（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…………… 1.66％
●秩父市小口金融制度・
特別小口金融制度…… 1.25％
（保証料：小口 0.32～1.59％ 特別小口 0.70～0.80％）
●提携ローン取扱金融機関

◆埼玉縣信用金庫

７

７月１日現在

◆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

６月

人

口

世

帯

数

（ －876） 26,443
（
60,681

秩父市

（ －122）
8,030

横瀬町

（
3,345

住宅着工件数

有効求人倍率

（ハローワーク秩父管内）
（ 県土整備事務所
秩 父 市 役 所 ）

－5）

（
29

＋14）

－4）

（
3

＋2）

（ ）内は前年同月との比較

1.10
（ ＋0.40）
＊

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

資格・経歴等

希望職種

1

大型自動車１種免許
けん引免許

運転手

2

大型自動車２種免許
けん引免許

貸切バス運転手
トラック運転手

3 第一種電気工事士

電気工事作業員

25万円

保育８年
1
保育士 幼稚園教諭 普免

以上

25万円

7 介護福祉士

8

看護師
保健師

訪問介護員

看護師
保健師

資格・経歴等

希望職種
保育

希望労働時間等

希望時給

7：30～18：00
7H、週5日、不問

1,000円

9：00～13：00
4H、週3日、平日

1,500円

2

看護12年看護師
普免

3

事務10年
普免

事務

9：00～16：30
6H、週5日、平日

950円

4

販売７年
普免

販売
接客

9：00～14：00
5H、週5日、平日

945円

5

給食調理20年
調理
調理師 食品衛生責任者 普免

8：00～19：00
1,000円
7H、週3日、月金日以外

6

製造18年
普免

調理補助

8：00～17：00
8H、週5日、平日

1,000円

7

製造７年
普免

販売３年

製造

9：00～15：00
5H、週5日、平日

1,000円

8

製造15年
普免

接客２年

製造
販売

8：00～17：00
5H、週5日、平日

1,000円

9

事務２年
普免

受付１年

軽作業

9：00～16：00
7H、週3日、平日

928円

10

製造17年
普免

軽作業

8：30～16：00
5H、週4日、平日

928円

看護師

25万円
以上

23万円

トラック運転手 40万円
建設・土木作業員 以上
自動車組立設備
制御・監視員

＊ 49
＊ 秩父郡の数字

以上

２級土木施工管理技士
5 甲類火薬類取扱保安責任者
大型１種免許、大型特殊自動車免許
防火管理者（甲・乙）

100

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
No

施設介護員

食品衛生責任者
ガス溶接

54

パート求職者

希望賃金

4 介護福祉士

6

軽自動車

69

※住宅・求人・新車は５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
（（一社）自販連 埼玉県支部）

以上

25万円
以上

16万円
以上

20万円
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。

コラム

今、この原稿を書いているのが７月初めという

（６月29日現在）

弛まぬ努力をし、出場資格を勝ち取った人々です。

状況なので、まだあまり実感が沸いておりません

是非、今回の檜舞台においてメダルを懸けた、最

が、この号が発行される７月15日頃には日本国内

高のパフォーマンスを見せていただくことを期待

では、東京オリンピックも直前ということで、世

しております。

間はおそらく相当盛り上がっていることでしょう。

そして主催国である我が国に望むのは、このコ

この東京オリンピックは、世界各国から数万人

ロナ禍の中でアスリートをはじめ関係者、さらに

規模の選手や関係者が来日します。しかしアスリ

は観客を含むすべての、健康と安全を確保してい

ート選手達は、今このようなコロナ禍の状況の中

ただき、大会でコロナウイルス感染状況を悪化さ

でも、今回の東京オリンピックを目標として日々、

せることのないように切に願っております。（Ｋ）

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！

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

ドッと
コム
◆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

名入れ 2022
受付中
〈７月31日まで〉
◆50部単位
◆1部700円（予定）

（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。

観光
カレンダー

お問い合わせ
一般社団法人

秩父観光協会
秩父支部
TEL.21－2277
FAX.21－2278

前回の
答え

秩父商工会議所

「特定退職金共済制度」
加入事業所の皆様へ
事業主の皆様宛に、特定退職金共
済制度の加入者一覧表を７月中旬頃
お送り致しますので、加入状況をご
確認下さい。従業員の入社・退職、
掛金の増額や加入者氏名の変更など
ございましたら、担当推進員が手続
きに伺いますのでご連絡下さい。
また、本制度は従業員の退職金を
計画的に積み立てる事ができます。
詳しくは、秩父商工会議所までお問
い合わせ下さい。

※編集中の画像です

営業日と夏季休業について
東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法に基づ
き、
「海の日」、
「スポーツの日」、
「山の日」が変更となっていること
と夏季休業により、これに係る営業日と休業日を下記の通りとさ
せていただきます。
日

月

火

水

通常営業
19

20

21

25

26

27

28

29

30

31

8月
１

２

３

４

５

６

７

山の日 振替休日
８
９

10

通常営業
11

12

13

14

夏季休業
16

17

18

19

20

21

7月
18

15

木

金

海の日 スポーツの日
22
23

土
24

