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利子補給制度のご案内

創業支援事業所　リラクゼーションサロン サントシャさん

今月の表紙は

リラクゼーションサロン サントシャさん

です
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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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コロナ禍における新たなチャレンジを紹介！

第２回 新商品・新サービス合同記者発表会を開催
　11月15日（月）秩父神社参集殿において、第２回新商品・新サービス合同記者発

表会を開催しました。

　発表会では、コロナ禍を乗り切るための新たな発想・工夫を凝らした新商品・

新サービスに関して、各事業者が熱意のこもったプレゼンテーションを行いま

した。展示ブースでは、個別取材・インタビューを受け、各事業者が商品やサー

ビスについての説明、紹介を行いました。

　また、新たな取り組みとして、ＹｏｕＴｕｂｅでのライブ配信を行いました。

　各事業者の商品やサービスのＰＲは発表会だけでは終わりません。今後も継

続的に広報を行って参ります。

　ライブ配信のアーカイブのＵＲＬならびに

　ＱＲコードはこちらです。　

　https ://youtu .be/e7ShRkQyG0I

副会頭 町田啓介氏 県知事表彰
　町田啓介氏（株式会社和銅鉱泉旅館 社長）が、11月16日埼玉県知事表彰を受賞

しました。

　長年にわたり秩父商工会議所はじめ、商工業関係団体の役員として、観光の振

興発展に尽力した功績が認められものです。心からお慶び申し上げるとともに、

今後益々のご活躍をお祈りいたします。

40年勤続表彰
　島　﨑　好　行　埼玉消防機械 株式会社

　久　保　晋　治　株式会社 山口組

30年勤続表彰
　新　井　洋　志　共和電機 株式会社

　島　田　雅　人　秩父太平洋セメント 株式会社

　式　守　正　吏　株式会社 山口組

　髙　橋　伸　弘　両神興業 株式会社

20年勤続表彰
　黒　澤　一　也　埼玉消防機械 株式会社

　宮　前　　誠　株式会社 むさしの

10年勤続表彰
　黒　沢　陽　子　株式会社 むさしの

　関　　泰　生　株式会社 むさしの

特別功労表彰
　落　合　美由紀　株式会社 オプナス 秩父工場

　武　内　昭　典　株式会社 オプナス 秩父工場

　谷　　寛　文　株式会社 オプナス 秩父工場

　松　岡　雅　佳　株式会社 オプナス 秩父工場

　皆　川　倫　治　株式会社 オプナス 秩父工場

優良従業員の功績を称え、
15名を表彰

～ 令和３年度　優良従業員表彰 ～
　会員事業所の従業員を対象に、勤続年数10年以上

の優良表彰と、事業所の業績向上に著しく貢献した

特別功労表彰を行いました。

　勤続年数30年以上の方には、日本商工会議所会頭

と当所会頭連名の表彰状が授与されました。今年度

は７事業所から15名の方が表彰されました。

※今年度より式典の開催はなく、各事業所にて表彰授与して

　いただく方式となりました。秩父商工会議所では、毎年11

　月に本表彰を実施しています。対象となる従業員がおりま

　したら、来年度は是非ご推薦下さい。
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利子補給制度のご案内利子補給制度のご案内利子補給制度のご案内利子補給制度のご案内
　秩父市及び横瀬町では、中小企業者の育成及び経営の近代化を図るため、中小企業者が

事業振興に必要な資金を借り入れた場合、その借入金の支払い利子の一部を補給します。

　各制度内容は、以下の通りです。

利子補給制度

概要

利子補給制度の申請期間は

令和４年１月６日（木）～１月31日（月）

●対象となる融資制度
　・日本政策金融公庫国民生活事業融資制度

●利子補給を受けることが出来る方
　横瀬町内に事業所を有し、町税を完納している事業主。

補　給　率　年間支払い利子の20％以内

限　度　額　一世帯 または一事業主、年間10万円限度

受付期間　令和４年１月６日（木）～１月31日（月）
　　　　　（土曜・日曜・祝日は除く）

必要書類　・交付申請書

　　　　　・請求書　・町税完納証明書

　　　　　・お支払額明細書（新規・借換の場合）

　　　　　・利息支払証明書
　　　　　　（住所が横瀬町以外の方のみ）

申請場所　横瀬町役場振興課　TEL 25ー0114（直）

秩父市利子補給制度 横瀬町利子補給制度
●対象となる融資制度
　①日本政策金融公庫国民生活事業融資制度
　　（新型コロナウイルス感染症特別貸付は対象外）

　②秩父市小口金融制度

　③秩父市特別小口金融制度

●利子補給を受けることが出来る方
　秩父市内に店舗、工場または事業所を有する中小企

　業であって、市税を完納している法人 または個人。
　※市内での事業活動のために借入れた資金に限ります。

補　給　率　年間支払い利子の20％以内（10年以内）

限　度　額　一世帯または一事業主、年間10万円限度

受付期間　令和４年１月６日（木）～１月31日（月）
　　　　　（土曜・日曜・祝日は除く）

必要書類　・交付申請書　・請求書

　　　　　・借入一覧表

　　　　　・お支払額明細書

申　請　先

旧秩父市・大滝管内の事業所は…秩父商工会議所

〒368－0046 秩父市宮側町1－7　TEL 22－4411

吉田管内の事業者は…秩父市役所吉田総合支所

〒369－1592 秩父市下吉田6585－2　TEL 72－6083（直）

荒川管内の事業者は…秩父市役所荒川総合支所

〒369－1894 秩父市荒川上田野1734－6　TEL 54－2114（直）

　※新型コロナウイルス感染予防のため、

　　原則郵送受付とします。

　秩父市と横瀬町では申請書類や方法に違いがあり

ますので詳しくはお問い合わせください。また、他

の市町で定める日本政策金融公庫　国民生活事業融資

制度（旧 国民生活金融公庫 融資制度）の利子補給制度を受

けている場合は対象になりません。

令和３年１月に当所で利子補給制度の申請をした
会員の皆様へ
　秩父市（旧市内・旧大滝地区）の皆様には当所から、横

瀬町の皆様には横瀬町から申請書類を発送します。

対象と思われるのに、１月中旬までに書類が届かな

い場合はお問合せください。

※「新型コロナウイルス感染症特別貸付」については、

　中小企業基盤整備機構　新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局のホームページをご覧ください。

平成の名水百選「武甲山伏流水」仕込み

武甲酒造株式会社

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

秩
父
路
の
銘
酒

企業間の人材マッチングをサポートしています。

幅広いデータベース
ハローワークや経済団体などと連携し

豊富な人材情報を提供しています。

相談等の費用は無料
情報の提供、相談、あっせんについて

の費用はかかりません。

公益財団法人産業雇用安定センター
埼玉事務所　℡048ー642ー1121　http://www.sangyokoyo.or.jp/

　　　　　　●ご利用時間 9：00～17：00（土・日・祝日は休業）

出向・移籍の専門機関

全国ネットの

人材情報で、

出向・移籍の

支援！

人材の確保、従業員の再就職

支援に努めています。
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経営かわら版経営かわら版経営かわら版

①創業に至った経緯を教えてください。
　私は、沖縄県那覇市出身です。沖縄のリラクゼーションサロンで店

長業務を経て、大阪本社でエリアマネージャーを２年務めていました。

令和２年２月、育児、子育てのために妻の地元である秩父に移住しま

した。移住して直ぐに、緊急事態宣言となり、求人がなくなり、身動きできない状態が続きました。幸い時間

はあったため、いつか実現したいと考えていたリラクゼーションサロンの創業準備を始めました。創業につい

ては、秩父市や商工会議所に創業相談しました。とくに土地勘もない場所での物件探しは、苦労しましたが、

埼玉県起業支援金を受けることができ、令和２年12月にお店をオープンすることができました。

②どんなお店ですか。ご紹介してください。
　肩こりや腰痛、むくみの予防により日々の生活を快適に、暮らしをサポート

するリラクゼーションサロンです。日頃からスマホやパソコンなどにより慢性

的な目の疲れ、頭痛のほか、全身に疲労がたまっている方が多くなっています。

こういう方には、ぜひ当店をご利用いただきたいと思っております。施術は、

カウンセリングを行いながら、その人にあった施術の内容を提案しています。

施術後には、予防対策や身体の状態を伝えています。また、最近では健康食品

などの販売も始めました。

③お店の特徴を教えてください。
　メニューは、「全身もみほぐし」（全体的なお疲れ）、「リフレクソロジー」（足

もみ、むくみや冷え性）、「ドライヘッドフェイス」（目の疲れや顔のむくみ）、

「チネイザン」（タイの腸もみ、便秘やアンチエイジングなど）があります。

「チネイザン」は腸もみの手技を取り入れています。腸は第二の脳といわれて

おり、不眠解消・感情の精神面のほか、デトックスやアンチエイジングにも効

果があるといわれています。通常のもみほぐしにも取り入れています。お腹へ

のアプローチを行うところはあまりないと思います。

④店名「サントシャ」（Ｓａｎｔｏｓｈａ）について教えてください。
　「サントシャ」とは、サンスクリット語で「満足」という意味があります。

「満足」とは、足を満たすと書きます。足が満たされる＝足が軽くなる＝心も

軽くなる、気分も軽くなるという良い連鎖反応が起こることを願っています。

自分自身も以前、販売や飲食店に従事していたときに足が疲れやすかった経験

から、この名前を選びました。

⑤読者のみなさんに一言お願いします。
　おかげさまで１周年を迎えることができま

した。引き続き、皆様の健康をサポートして

いきたいと考えています。

　リラクゼーションサロンって何されるのか、

不安に思う方が多いと感じました。リラクゼ

ーションサロンは、かたくこわばった身体を

優しくアプローチし、ほぐし、ゆるめことで

リラックス効果、疲労を軽減します。ご来店

いただくことで健康を意識するきっかけづく

りになれば幸いです。お気軽にご来店くださ

い。今後ともよろしくお願いします。

令和２年12月創業

リラクゼーションサロン サントシャ 代表 金城 直之さん

創業事業者に聞くあなたの『夢』がカタチになるとき

施術／おなか

施術／肩

施術／足
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八坂神社●

●
高篠中学校

高篠小学校
●

札所１番
四萬部寺卍 サントシャ

秩父商工会議所では創業や経営革新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。

【リラクゼーションサロン サントシャ】

【所　在　地】〒368－0004

　　　　　　秩父市山田１番地（駐車場あり）

【営業時間】10：00～20：00（最終受付18：00）

【　Ｔ　Ｅ　Ｌ　】070－4435－4585（予約優先）

【　Ｕ　Ｒ　Ｌ　】https://santosha.storeinfo.jp

【メニュー】

令和３年12月～　もみほぐしに40min　\3,000のコースを追加しました。

60min \4,500

80min \6,000

もみほぐし

40min \3,000

60min \4,500

リフレクソロジー

40min \3,000

ドライヘッド
フェイス

80min \6,500

チネイザン

　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。

　単会対抗レースでは秩父ＹＥＧは選抜された５名が

１人２周、合計10周を走り、第一走者からゴールまで

ほぼ１位をキープし続け、２位以下にダントツの差を

つけてフィニッシュしました。

　年間を通じ行う予定であった県連主催の親睦事業も

新型コロナウイルスの

影響で本事業が２回目

です。様々な影響があ

りますが、久しぶりに

屋外で汗を流し他単会

の参加者と親睦を深め

ることが出来ました。

来年度はより多くの親

睦の機会もあると思い

ますので、ぜひご参加

ください。ご参加いた

だいた皆様、大変お疲

れ様でした。

出向理事（県連未来情熱交流委員会）井上公仁

埼玉県連委員会事業埼玉県連委員会事業埼玉県連委員会事業
ママチャリグランプリin本庄　報告

　10月28日（木）、埼玉県連が行う親睦事業「第１回マ

マチャリグランプリin本庄」に当会は島田会長をはじ

め合計８名で参加いたしました。秋晴れとなった当日、

カーレース場でもある「GOLDEX本庄モーターパー

ク」では、参加者たちの熱気もあり半袖でも十分なほ

どの暑さとなりました。事業名の通り、ママチャリ

（変速ギア有）で１キロのコースを走るレースです。

殆どの参加者がスタートから本気で走るため、抜きつ

抜かれつの展開で盛り上がりを見せました。

　１キロはそれほど難しくないと大半の参加者が考え

ていましたが、普段の生活ではママチャリを全力で漕

ぐことはまずありません。そのため想像以上にゴール

までが遠く、必死でペダルを漕いでもなかなか進みま

せんでした。コロナ禍の運動不足も合わさってか、ゴ

ール直後には酸欠や筋肉痛で倒れ込む人達が続出しま

した。

人脈を広げてみませんか！？　商工会議所青年部では新入会員を募集しています

【加入資格】秩父商工会議所の会員であり、事業所の経営者またはその後継者候補等で、年齢満50歳以下の男女。

【事業案内】会員相互の親睦と自己研鑽の為の事業を行う。その目的の達成の為に必要な事業等

【申込・お問い合わせ】秩父商工会議所青年部事務局　0494-22-4411
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業況ＤＩは、２カ月連続の改善。

先行きは、改善見込むもコスト上昇圧力が重荷

●全産業合計の業況ＤＩは、▲21.1（前月比＋7.8ポイント）

●先行き見通しＤＩは、▲17.5（今月比＋3.6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…12月22日（水）・１月12日（水）・１月26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2,626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

　ここ数年、働き方改革への社会的要請が高まり、

個々の事情に合った柔軟な働き方を可能にする制度

や仕組みを導入した会社も増えてきました。しかし、

日々の仕事の仕方が変わらない中で、そうした制度

を活用できる人は限られ、なかなかうまくいかない

という声も大きかったと思います。

　ところがコロナをきっかけに、リモートワークや

在宅勤務、時差出勤や出社制限など、個人の裁量に

任せた働き方が一気に導入され、意図しないスピー

ドで働き方改革への動きが加速しました。

　ただここで確認してもらいたいのは、働き方が変

わったことで、人がイキイキし、仕事への思いが持

てるようになり、それが組織全体にも良い影響を与

える状況になっているのかということです。単に孤

立する働き方が増え、互いの仕事への姿勢や思いも

見えなくなってしまっては、組織全体の仕事への活

力は出てきません。

　ここで改めて、仕事というものと向き合い、自分

たちで良い仕事の仕方を再構築するという仕事革新

への取り組みが必要です。具体的には以下の３つの

取り組みを考えてみてください。

　最初の取り組みは、互いの仕事、仕事への思いを

重ね合わせるというものです。これまでどんな仕事

をやってきたのか。その中で、この仕事の大変さと

コツ、押さえどころとは何だと思ってきたか。この

仕事を通じて得た小さな喜びとは何か。決して前向

きに働いてきたわけではない人も、ちょっとした瞬

間を重ねてみると、そこに互いの苦労も頑張りも見

えてきます。そんな仕事への向き合いをみんなでや

ってみる。

　次に、顧客や社会の目線で自分たちの仕事の価値

を問い直してみる。顧客の顧客、顧客の先にある社

会のニーズとは何だろう。自分たちを選んでもらっ

ている理由はどこにあるのだろう。顧客や社会が求

めているものが変わってきていないだろうか。私た

ちはその変化に応え続けていけるだろうか。そんな

対話を通じて、自分たちが追求し続ける本当の価値

が何かを見いだし、やり続けるべき仕事、止めても

良い仕事、新しく生み出したい仕事を洗い出してみ

る。

　その上で最後に、そんなふうに仕事の喜びや悩み

を共有しながら、絶えず顧客や社会のために何がで

きるか、もっと良い方法がないかを一緒に考え、仕

事の仕方を自分たちで変えていく新しい仕事のプロ

セスをつくってみる。互いの仕事の状況をシェアし、

互いの小さな課題や思いを持ち寄り、対話をしなが

ら、解決していく仕事の進め方、プロセスを一緒に

考えてみます。

　働き方も貢献の仕方も多様になっていく時代だか

らこそ、みんなで追求すべきものを共有し、困った

ことは一緒に考え、応援し合える仕事の仕方が重要

になっていきます。バラバラに見えても、一緒に働

いているという実感が持てる。そんな仕事の仕方を

みんなでつくってほしいと思います。

（ジェイフィール　代表取締役 高橋 克徳）

働き方改革から仕事革新へ
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主
要
経
済
指
標

秩父市

横瀬町
1.25（ ）＋0.25

78

59

71

36＊ ＊

60,429

8,010

26,432

3,343

29

0

（　）内は前年同月との比較 ※住宅・求人・新車は10月　　＊ 秩父郡の数字

11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。）

12月１日現在　融資利率は年利

1.21％

2.06～2.55％（基準）

1.06～2.15％（基準）

1.06～1.35％

1.65％

1.25％

求
職
者
の
情
報

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

資格・経歴等

9：00～15：00
5H、週5日、平日

9：30～16：00
5H、週5日、平日

8：30～14：30
6H、週4日、平日

9：00～15：00
6H、週5日、平日

9：00～16：00
6H、週2日、平日

9：00～17：00
7H、週4日、平日

8：30～18：30
8H、週4日、不問

9：00～15：00
5H、週5日、平日

9：30～16：00
5H、週4日、平日

8：00～17：00
7H、週4日、不問

製造20年
普免

保育補助２年　接客３年
普免

製造・配達３年　調理２年
普免

事務11年　簿記２級
普免

事務３年
普免

農業６年　調理補助１年
普免

看護８年
看護師　普免

製造６年
普免

製造４年　窓口・事務５年
秘書検定２級　普免

製造３年
普免

製造

製造

農業

事務

看護

事務

軽作業
清掃

接客
調理

事務
製造

軽作業

希望職種 希望時給希望労働時間等

1,600円

960円

956円

980円

956円

956円

956円

956円

956円

1,000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

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

－123

－869

（ ）－13

＋15 （ ）

－4

＋10

　あっという間に師走となり、コロナの感染も少

し落ち着いているので、年末の御挨拶回りをする

べきなのか？しないほうが良いのか？迷っている

今日この頃です。

　昨年に続き今年も、行動が規制される中で思い

通りにいかない１年間ではありましたが、反面自

由な時間が増えたようにも感じました。私は年初

から必要な情報を得る事以外のYouTubeの閲覧を

やめることにしました。スマホに無駄にへばり付

いている時間を減らすことで、勉強したり運動し

たり趣味に没頭したり仕事以外の時間をとても有

効活用できた１年間となりました。来年もWithコ

ロナ時代の新しい生活を、テーマを持って楽しめ

たら良いなと考えています。本年も大変お世話な

りました。皆様良いお年を…（駒）

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。　（12月３日現在）

No 資格・経歴等 希望職種 希望賃金

1

2

3

4

5

6

宅地建物取引士
その他の不動産関係資格あり
２級建築施工管理技士

第二種電気工事士

大型特殊自動車免許
牽引免許

薬剤師

介護福祉士

医療事務実務士１級

施設介護員

機械部品製造
総合事務員

薬剤師

不動産仲介・売
買人

建築工事監督

自動車販売店店員
トレーラートラ
ック運転手

17万円
以上

20万円
以上

35万円
以上

30万円
以上

20万円
以上

15万円
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

建物解体

産業廃棄物運搬処理

一般不用品片付け
放置してお困りな空き家などございませんか？

片付けから解体作業まで一社でお任せ下さい！！

責任持って対応致します！！

阪真工業
〒368－0005　秩父市大野原833－27

電話一本で現場お見積り完全無料！！

まずはお気軽にご連絡下さい！！

TEL 0494－40－1166

おめでとうございます
●第223回　珠算検定試験

　第133回　珠算段位認定試験
　令和３年10月24日（日）

　会場：（一財）秩父地域地場産業振興センター

　珠算　１級　村中こころ（つくし珠算会）

　　　　　　関　口　明　杜（　　〃　　）

　　　　　　嶋　﨑　美　心（　　〃　　）

　　　　　　小　川　光　輝（　　〃　　）

　　　　　　栁　澤　航（川上珠算教室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

年末年始休業について

秩父商工会議所は12月29日（水）から１月３日（月）まで休業となります。ご了承ください。


