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●今月のTOPICS

各種お知らせ

経営革新計画承認事業所　大衆焼き肉ホルモンながしまさん

今月の表紙は

ながしまさん
大衆焼き肉
ホルモン

です

秩父商工会議所NEWS
この表紙のイメージカラーは「秩父の色100選／屋台囃子」です。
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東商検定ＩＢＴ　東京商工会議所検定試験のご案内
東京商工会議所の検定試験（東商検定）は、2021年度からＩＢＴ（インターネット経由での試験）に変わります。

　東商検定

「カラーコーディネーター検定試験」

「ビジネス実務法務検定試験」

「福祉住環境コーディネーター検定試験」

「ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）」

「ｅｃｏ検定　環境社会検定試験」

「ビジネスマネジャー検定試験」

仕事に活かせるカラーコーディネーション力

コンプライアンス強化に直結するビジネスの現場に即した法律知識

福祉×建築×医療で提案力を磨く

ビジネスの共通言語　簿記と英語を一緒に学ぶ

持続可能な社会の実現のために不可欠な環境問題の基礎知識

管理職に必須のマネジメントの基礎

問合わせ　東京商工会議所　検定センター　https://www.kentei.org

　　　　　電話　03ー3989ー0777（土日・祝休日・年末年始を除く10：00～18：00）

※詳しくは、今月号に同封のチラシをご覧ください。

観光部会　行政との懇談会開催
　観光部会（太田雅孝部会長）では、令和３年７月

16日（金）当所305号室にて行政との懇談会を開催しま

した。本懇談会は、当所及び行政各々が別々の動き

をするだけでなく、これからの方向性の模索、新た

な連携や事業が生まれるきっかけになる事を目的と

し、定期的に開催しています。

　今回も埼玉県秩父地域振興センター、秩父市、横

瀬町、（一社）秩父地域おもてなし観光公社の観光担当

者と当所観光部会及び観光文化委員会で、それぞれ

の施策・取組の紹介や意見交換を行いました。各団

体が感染症対策を万全に様々な施策・取組を予定し

ており、今後の秩父地域の「観光」について非常に

有意義な情報共有を行う事が出来ました。

工業部会　行政との懇談会開催
　工業部会（強谷隆彦部会長）では、企業が抱える問題

点や課題、企業を取り巻く環境等産業政策の立案に有

益な情報を提供することで、官民一体となって地域経

済の発展に寄与することを目的に、行政（秩父市・横瀬

町）と定期的に懇談会を開催しています。

　本年度、第一回懇談会を７月27日（火）当所305号室に

て開催しました。懇談会では、秩父市、横瀬町から産

業施策に関する報告がありました。工業部会からは

「ポストコロナにおける企業の高付加価値化に向けた

構造改革に対するサポートの充実」をテーマに、①人

材確保支援、②人材教育支援、③新事業の開拓支援、

④企業活動におけるインフラ関連支援、などについて

提案し、意見交換を行いました。今後、このテーマに

関して継続的に懇談会を実施していきます。

令和３年度 優良従業員表彰のご案内
　秩父商工会議所では会員事業所における優良

従業員の功績を称え、その労をねぎらうととも

に、従業員の資質向上と勤労意欲の高揚を図り、

雇用安定と商工業の振興・発展に資するために

優良従業員表彰を実施致します。

　貴事業所で対象となる従業員がおりましたら、

是非推薦書をご提出下さい。

　今年度より負担金と表彰方法が変更となって

おります。式典の開催はなく、各事業所にて表

彰授与して頂きます。

※詳しくは同封のチラシをご覧下さい。

―埼玉県最低賃金の改正のお知らせ―

　令和３年10月1日から、埼玉県最低賃金は

　時間額956円（引上げ額28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時間あたり956

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、埼玉県労働基準部賃金室（電話048ー600ー6025）

または 秩父労働基準監督署（電話22ー3725）へお尋ねく

ださい。
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　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。

青年部のコーナー青年部のコーナー
　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。

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

会長：島田香名子（（株）清水金物）

趣味：楽しそうと思った事はやってみる♪

スローガン：「change！chance！challenge！！」

　自らの可能性を信じ、変化

とチャンス、新しい時代へ挑

戦していけるようこのスロー

ガンを掲げました！

　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

いく思い、そんな熱い気持ちを

メンバーと共有し、新たな絆・

繋がりを広げていきます！

　私たちと一緒に新しい繋が

りを作りませんか (^^)/。

今年度は６つの委員会で活動しています。

まずは各委員会と委員長を紹介します！

委員会：秩父Public　Relations委員会

委員長：稲葉正泰（（有）刀屋商事）

委員会名の由来：秩父の魅力を全力

でＰＲする委員会です

趣味：スポーツ

委員会：colorfu l～広く届け！！情報発信委員会

委員長：加藤恭子（（有）風原）

委員会名の由来：花火のようにカラフ

ル（colorfu l）で多彩な情報や想いを、

遠くの方まで情報発信したいという

思いからcolorfu l委員会と命名！

趣味：旅先のごはん・休みの日のビ

ール・雑草との格闘（草むしり）

委員会：第３の委員会

委員長：新井公太（（株）アラコウ）

委員会名の由来：ごちゃごちゃした

委員会名が嫌だったから

趣味：手間のかからない料理

委員会：新様式まちづくり委員会

委員長：浦島章紘（（有）浦島商店）

委員会名の由来：コロナ禍や

災害の影響を受けにくいニ

ューノーマルなまちづく

り・店づくりを考えていく

趣旨のもと決定しました。

趣味：ＢＢＱ

委員会：がんばろう　ちちぶ委員会

委員長：土屋賢次郎（（株）JIROKEN）

委員会名の由来：昨今、世界

全体に元気がないため。元

気をちちぶから世界に発信

したい。

趣味：ごみ拾い

委員会：みんなで学ぼう委員会

委員長：北川誠八（（株）せい八）

委員会名の由来：「新しい働

き方」について、分からな

いことばかりなので、分か

りやすく表現してみました。

趣味：下手なゴルフ

総合建設業

秩　父　本　店

久　喜　本　社

東京営業所

秩父市中村町

久喜市南

豊島区南池袋

0494（25）5000

0480（24）1000

03（6709）2515

秩父商工会議所青年部（ＹＥＧ）
新メンバー募集！！
　私たち秩父ＹＥＧでは一緒に活動する仲間を募集し

ています！男性、女性関係なく共に高めあえる団体です。

秩父商工会議所の会員事業所で50才未満の経営

者・後継者等が対象です。興味を持ったら以下の

紹介するメンバーや事務局までご連絡下さい！

事務局：黒澤　0494―22―4411
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経営かわら版経営かわら版経営かわら版

令和２年度　経営革新計画承認事業所

大衆焼き肉ホルモンながしま　代表 長島 祐馬 さん

①事業概要について教えてください。
　平成31年3月に当店を開業し、今年で３年目を迎えました。

　「たくさんの人に肉のおいしさ、食のありがたさを伝える」ことをコ

ンセプトに、豚や牛肉、ホルモンなどを無煙ロースターで提供してい

る焼き肉店です。無煙ロースターは秩父に多い炭火焼き店やチェーン

店と違い、煙がモクモクしたり衣服や髪に匂いがついたりしないのが

特徴で、女性や子ども、スーツの方に大変好評です。店主の私が以前

勤務していた屠畜場での経験や人脈を活かし、新鮮な食材を丁寧に下

処理して品質の良い肉を提供しています。特に内臓系（ホルモン）の扱

いについては当店の得意分野で自信を持っています。

②経営革新に取り組んだきっかけについて教えてください。
　昨年、開店１周年に色々な企画を準備している中、新型コロナウイル

スの影響時期が重なり、予約のキャンセルや企画の中止をせざるを得ま

せんでした。飲食店は特に感染リスクが高いとされており、新たな取り組みをしなければと考えていました。

商工会議所に自分の考えとその融資の相談をしたところ、小規模事業者持続化補助金を活用して新規事業をお手

伝いしていただけることになりました。事業を実施する中で、併せて経営革新計画の策定にも取り組みました。

③どんなことに取り組んだのですか？
　１つめはテイクアウトやランチ営業です。ランチ営業は元々考えていた事ですが、今がそのタイミングだと

思い、昨年５月から始めました。ランチではいくつかのセットメニューの提供をしており、まだまだ認知度は

低いですが来店いただいたお客様からは好評です。

　２つめに精肉販売事業を新規展開です。具体的には秩父のソウルフード「ホ

ルモン」のパック商品で、来店を控えるお客様でもお店の味を自宅で楽しむこ

とができる「ながしまホルモンパック」の製造販売です。製造場所設置工事、

保健所認可の取得、商品の試作を行い、昨年９月に完成して販売を始めました。

私自身の強みを活かして丁寧に下処理、味付けしたホルモンパックは、醤油ベ

ースでニンニクなどのクセが少ない味付けで、地元の方から観光客の方まで親

しみやすい味となっており、アレンジもしやすく絶品です。

　現在は当店店頭や矢尾百貨店さんの朝市出店時の販売ですが、今後は委託販

売もしていきたいと考えています。注文は電話やＳＮＳ等でも受け付けており、

全国発送可能です。

④経営革新に取り組んだ感想を教えてください。
　自分の頭の中にありながら漠然としている考えを、商工会議所の方と話し合い、意見交換をしながらひとつ

ひとつ計画書に落とし込んでいくことで、目標を実現する為の具体的な計画書を作る事ができました。取り組

んでいると新たな課題や壁にもぶつかっていますが、行動した結果生まれたものですので、これを好循環にし

て事業をさらに発展させていきたいと思うようになりました。

⑤おすすめのメニューを教えてください。
　当店は通常のメニューの他に、店主が厳選した限定メニューを定期的に提供しており、来店いただく度に新

たなお肉との出会いがあるような、お客様が楽しんで食事をしていただけるようなお店を目指しています。ス

タッフに聞いたり、お席近くの掲示や店内の黒板でも案内したりしていますので、探してみてくださいね。

⑥最後にひとことメッセージをお願いします。
　お客様にまた行きたいと思っていただけるお店を目指しています。コロナ禍ですので、営業情報やその他店

舗の情報は公式インスタグラム等を活用して情報発信していますのでチェックしてみてください。ホルモンパ

ックをまずはご賞味ください。今後は商品ラインナップも拡充していきたいと考えていますので、お楽しみに！

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？

ながしまホルモンパック

店内
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【 大衆焼き肉ホルモン ながしま 】

【所　在　地】〒368－0046　秩父市宮側町17－２　岡田ビル１F

【　Ｔ　Ｅ　Ｌ　】0494－26－5969　　【定休日】月曜日

【営業時間】（通常時）ランチ　12時～14時　夜　17時～23時（L.O　22時）

　　　　　　　※緊急事態宣言等の時短要請に従い営業しております。

【駐　車　場】近隣の有料駐車場などをご利用ください。

【公式インスタグラム】
　　https://www.instagram.com/
　　　　　　　　　　yakinikunagashima_chichibu/

秩父神社

●

ながしま

秩父駅

●
ほっとすぽっと
秩父館

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 22－4411）まで気軽にご連絡ください。

会議所の動き

商盟常任理事会

県連（総務・商業・工業）委員会（～5日）

青年部役員会（オンライン）

創業塾フォローアップセミナー（～6日）

労働保険未手続事業一掃推進員研修会

県指定経営革新研修

雇対協インターンシップセミ

ナー（･11日）

日本政策金融公庫定例相談

商品券換金　

日本金融公庫定例相談

経営革新支援担当者向け研修会

正副会頭会議

8月

3日・

・

・

4日・

・

6日・

・

9日・

・

11日・

・

12日・

安心宣言飲食店プラス現地調

査（･26日）

商品券換金

日本政策金融公庫定例相談

広報委員会

労務対策委員会正副委員長会議

県連専務理事会議（オンライン）

商品券換金

18日・

19日・

25日・

・

27日・

・

30日・

12日・

13日・

18日・

19日・

・

21日・

24日・

10月

4日・

5日・

7日・

8日・

11日・

中小企業大学校研修（～６日）

ちちぶ創業塾③

青年部役員会日本政策金融公庫定例相談

商品券換金日

制度改正に伴う専門家派遣事業セミナー

ちちぶ創業塾④

日本政策金融公庫定例相談

秩父経済懇話会例会

商品券換金日

ちちぶ創業塾⑤

プレスリリース個別相談（～22日）

第223回珠算検定試験

27日・

・

29日・

生活習慣病健診（～28日）

日本政策金融公庫定例相談

商品券換金日

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

※雇対協…秩父地域雇用対策協議会

※県青連…埼玉県商工会議所青年部連合会

Tel〒営業内容 所在地

clear（クリア） エステ 秩父市番場町3ー4 小泉ビル２F 0494ー22ー7744368ー0041

事業所名

秩父商工会議所 新入会員紹介 会員数 1,683（９月１日現在）

〒369-1871 秩父市下影森181

秩父
まつり会館
秩父
まつり会館

と　き　2021年11月１日（月）13時30分から16時30分（受付13時から）

ところ　秩父市歴史文化伝承館ホール（秩父市熊木町８-15）

定　員　40名（先着受付・10月15日（金）締切）

内　容　障害者差別解消法の説明、障害平等研修（ＤＥＴ）、
　　　　秩父市・横瀬町からのお知らせ

申込・問合せ　秩父市障がい者福祉課　　27－7331　FAX 27－7336
　　　　　　Mai l：shogai－fukush i@city .ch ich ibu . lg . jp

障害平等研修（ＤＥＴ）とは？
　ＤＥＴは障害者差別解消法を推進するための研修
です。障害者の社会参加や多様性に基づいた共生
社会を創ることを目的として、障害者自身がファ
シリテーターとなって進めるワークショップ型の
研修です。対話を通じた「発見」を積み重ねていく
なかで、差別や排除など、社会の中にある様々な

「障害」を見抜く力を獲得し、それらを解決してい
くための行動を形成します。

共生社会づくり事業者説明会（障害平等研修（ＤＥＴ））の開催
～事業者の障害者に対する「合理的配慮の提供」が現行の努力義務から義務化されます！～
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業況ＤＩは、感染急拡大により悪化。

先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く

●全産業合計の業況ＤＩは、▲29.4（前月比▲5.3ポイント）

●先行き見通しＤＩは、▲32.3（今月比▲2.9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…９月22日（水）・10月13日（水）・10月27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。
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。

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）

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337商工会議所が2,651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）

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

ほぼ横ばい改善 悪化

業種別の動向
前月と比べたＤＩ値の動き

サービス業小売業卸売業製造業建設業

　コロナの影響もあり、人と組織の関係が少しずつ

変わろうとしています。これまで同様、会社のため

に働けば、自分も家族も幸せになれるのか。自分が

より良い人生を送るために、今のままの働き方、会

社との関わり方で良いのか。そんな迷いが出てきて

います。

　中には、仕事はライスワーク（食べるための仕事）

だと割り切る人もいれば、一方で仕事に本当のやり

がい、ライフワークを求める人も出てくる。バラバ

ラになるかもしれない仕事への価値観、会社との関

わり方……。どうつないでいけばよいのでしょうか。

　一つは、みんなの価値観や思いが重なるキーワー

ドを見いだすことです。この組織は何のために存在

するのか、存在目的は何か。最近は「パーパス」とい

う言葉が使われますが、大切なのはみんなが共感し、

価値観や思いが重なる言葉をどう生み出すかです。

そのためには次の二点が必要です。第一に、そこに

集まる人たち誰もが共感し、共鳴できる言葉を見い

だすこと。第二に、それを上から与えるのではなく、

対話の中で一緒に重ねていくプロセスをつくること。

　価値観や思いがバラバラになる中で、本当に誰も

が大事だと思える言葉とは何か。それはおそらく

日々の仕事や互いの関わり方を象徴する言葉ではな

いかと思います。楽しむ、思いやる、つなぐ、分か

ち合う……。そんな言葉をみんなで自分の経験と重

ねながら、諦めず探求し続ける。そのプロセスで本

音を重ねられるかが鍵になります。

　その上で、どんなつながり方をする組織をつくり

たいのかをみんなで考えてみる。このときも二つの

観点が必要です。「仕事のつながり方」と「そこでや

り取りするもの」が何かです。仕事のつながり方に

は三つあります。一つ目は互いの仕事は独立してい

て、互いの仕事はプロセスの一部だという考え方、

二つ目は互いの仕事は重なっていて、絶えず協力し

ながら進めるものだという考え方、三つ目はみんな

で一つの仕事をしているからこそ、絶えず知恵を出

し、一緒に進めていくものだという考え方。

 そこでやり取りしながらシェアするものも、情報

なのか、感情なのか、思想なのか。これを組み合わ

せて、３×３のマトリックスで、九つのタイプのつ

ながり方があると思っています。個々がバラバラで

も情報やノウハウだけはシェアする関係から、互い

に協力し合い、思いやりの連鎖を起こす関係、さら

には一つの思想を共有して共に何かを追求していく

関係。そこで得られる感覚、共有されるものは大き

く変わってきます。

 こんなつながり方をさらにみんなで対話してみる。

多様性が広がっても、これは大事にしたいつながり

方をみんなで探求し続ける。そのプロセスが、互い

をつなぐことになります。

（ジェイフィール　代表取締役 高橋 克徳）

対話で見いだす共感できる言葉
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秩父市

横瀬町
1.22（ ）＋0.42

100

53

92

71＊ ＊

60,589

8,017

26,428

3,345

10

1

（　）内は前年同月との比較 ※住宅・求人・新車は７月　　＊ 秩父郡の数字

８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。）

９月１日現在　融資利率は年利

1.21％

2.06～2.45％（基準）

1.11～2.10％（基準）

1.11～1.30％

1.66％

1.25％

求
職
者
の
情
報

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

資格・経歴等

9：00～16：00
6H、週4日、平日

9：00～15：00
5H、週4日、平日

9：00～16：00
6H、週5日、不問

8：30～18：00
8H、週4日、不問

8：30～15：30
6H、週3日、平日

9：00～14：00
4H、週5日、土曜日以外

8：30～15：00
6H、週5日、平日

不問
5H、週4日、不問

9：00～14：00
5H、週4日、平日

9：00～15：00
5H、週5日、不問

販売・配達23年
普免

製造14年　清掃５年
普免

接客５年
保育士　幼稚園教諭　普免

事務２年　製造６年
簿記２級　普免

受付事務８年　接客12年
普免

事務７年　経理事務９年
簿記３級　普免

看護11年
准看護師　普免

医療事務15年
普免

製造６年
普免

清掃15年
普免

軽作業
清掃

製造
調理補助

事務

事務
サービス

看護

事務
製造

清掃
接客

販売
保育士

接客

清掃
サービス

希望職種 希望時給希望労働時間等

1,300円

950円

950円

950円

980円

950円

930円

960円

950円

930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

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

－122

－881

（ ）－5

±0 （ ）

±0

－5

　東京開催が57年ぶりとなったオリンピックが終

わりました。本来の開催時期から１年延期、更に

コロナ感染が収まらない状況下と異例続きの開催

には様々な議論がなされ、紆余曲折があった大会

とも言えます。この開催が「良かった」のか「悪か

った」のかについては、数年、いや数十年先に結

果が出るものなのかもしれません。

　基本的にスポーツを観ることが好きな私は毎晩

テレビ観戦を楽しみましたが、一方で、連日報道さ

れる感染者数の増加が気になっていました。

　今回のオリンピックのテーマでもあった「多様

性」という面から考えると、物事を成すには、一つ

の考え方だけではなく、他の様々な側面を加味し

つつ同時に進行していくべきなのかもしれません。

　まさに東京2020は、感染抑制と大会を盛り上げ

ることの同時進行で多様性を実現しようとしてい

たのではと感じました。　　　　　　　　Ｋ.Ｔ

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

※ 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。　（８月26日現在）

No 資格・経歴等 希望職種 希望賃金

1

2

3

4

5

6

7

8

第二種電気工事士
ＣＡＤ利用技術者２級

介護福祉士

看護師

看護師
介護支援専門員

保育士免許
幼稚園教諭免許

第一種電気主任技術者
第一種電気工事士

アーク溶接（専門級）、ガス溶接
フォークリフト運転技能者、玉掛技能者
小型移動式クレーン運転技能者

第二種電気工事士

大型一種自動車免許、牽引免許

ビル管理人

金属溶接工
土木系

トレーラー
トラック運転手

電気関係

輸送用機械器具
検査工　電気設
備保守・点検

看護師
介護支援専門員

総合事務員

施設介護員

45万円
以上

25万円
以上

20万円
以上

9 看護師
20万円

以上

35万円
以上

18万円
以上

25万円
以上

18万円
以上
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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。

前回の
答え

「水道のはなし」水道のはなし」
　今般今般、秩父広域圏内で水道料金の値上げが話題秩父広域圏内で水道料金の値上げが話題

になっておりますになっております。弊社は弊社は、水道関連の事業に50水道関連の事業に50

年間携わってきました。その知識や経験を踏ま年間携わってきました。その知識や経験を踏ま

え、水道に関するお話しをさせていただきます。水道に関するお話しをさせていただきます。

ご興味のある方は、ぜひご参加ください。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

【日時日時】令和３年10月６日令和３年10月６日（水）水）
　　　　　午後１時30分～午後１時30分～（１時間程度１時間程度）

【会場会場】喜多園水道部喜多園水道部（秩父市中宮地町６-18秩父市中宮地町６-18）

【内容内容】・水道水の歴史水道水の歴史
　　　　　・美味しい水はどうやってできる美味しい水はどうやってできる！？！？
　　　　　・災害時の対応災害時の対応
　　　　　　　※内容については参加者の意向により変更あり※内容については参加者の意向により変更あり

【講師講師】増田増田　忠次忠次　【定員定員】５名５名　【受講料受講料】無料無料

【申し込み申し込み・締め切り締め切り】

　電話にて　電話にて（TEL0494-23-2292TEL0494-23-2292）・9月30日まで・9月30日まで

　　　　　　　　　　　喜多園水道部　　　　　　　　　　　喜多園水道部

「水道のはなし」
　今般、秩父広域圏内で水道料金の値上げが話題

になっております。弊社は、水道関連の事業に50

年間携わってきました。その知識や経験を踏ま

え、水道に関するお話しをさせていただきます。

ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

【日時】令和３年10月６日（水）
　　　午後１時30分～（１時間程度）

【会場】喜多園水道部（秩父市中宮地町６-18）

【内容】・水道水の歴史
　　　・美味しい水はどうやってできる！？
　　　・災害時の対応
　　　　※内容については参加者の意向により変更あり

【講師】増田　忠次　【定員】５名　【受講料】無料

【申し込み・締め切り】

　電話にて（TEL0494-23-2292）・9月30日まで

　　　　　　　　　　　喜多園水道部

2021年開業！街の便利屋

－水彩－

主なご相談事例

「ホームページを安く制作・運用したい」

「防犯／監視カメラを導入したい」

「パソコン・スマートフォンの設定ができない」

※電話・メール・当社ホームページからご相談が可能です

　　　　　　　　　　お気軽にお問い合わせ下さい！

合同会社水彩（スイサイ）

秩父市野坂町１-16-２

町久ビル５F

TEL：070-3961-4679

URL：https://suis-ai.com

皆様が抱えるITトラブルの相談に乗ります！

合同会社水彩

秩父商工会議所　職員募集
　秩父商工会議所では、令和４年４月１日採用予定の正職員を募集します。

採　用　日　令和４年４月１日

採用人数　１名（試用期間３ヶ月有）

対　　象　令和４年３月、大学・短大・専門学校を

　　　　　卒業又は卒業見込みの方、

　　　　　卒業後概ね２年以内の方。（学部等不問）

資格要件　普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

　　　　　パソコン基本操作必須

職務内容　中小企業支援、地域振興、広報、総務

　　　　　共済、窓口電話対応など業務全般

勤務時間　８：45～17：15

給与待遇　当所規程による

選　　考　１. 書類選考

　　　　　２. 一次試験（筆記試験・面接）

　　　　　３. 二次試験（面接）

応募方法　ハローワーク紹介状・履歴書（写真貼付）を

　　　　　秩父商工会議所まで郵送又は持参。

応募期限　11月１日（月）

応　募　先　〒368ー0046 秩父市宮側町１ー７ ３階

　　　　　秩父商工会議所採用担当宛

　　　　　TEL 0494ー22ー4411

　　　　　https://www.chichibu-cci .or.jp/

◆応募に関する詳細やミニ面接会については、ハローワーク秩父までお問い合わせください。

　秩父市下影森1002ー1　TEL 0494ー22ー3215

ミニ面接会を開催します


