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最優秀賞「紅葉の架け橋」田中 英輔さん

優秀賞【（一社）秩父観光協会会長賞】
「春の運行」緑川 勉さん

「感動の瞬間（とき）inちちぶ」
第６回写真コンテスト
他にはない秩父の土地だからこそ出会え
る情景があります。普段何気なく見ている
景色も季節や時間、天候が重なり奇跡的に
生まれる光景があります。そんな感動的な
瞬間の作品を募集しました。
今回もたくさんのご応募を頂き、ありが
とうございました。

優秀賞【秩父商工会議所会頭賞】
「ピンクロード」堀 ひとしさん

２

2022（Ｒ4）
・１

年頭ご挨拶
新年明けましておめで
とうございます。皆様お
すこやかに新春をお迎え
のことと存じます。会員
の皆様には、平素より当
所事業活動に格別のご理
秩父商工会議所
解ご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
会頭
昨年は一昨年に続き、
世界中が新型コロナウィルスの感染拡大により、出口
の見えない閉塞感に包まれました。10月に入り、や
っと緊急事態宣言が解除され、明るい兆しが見え始め
た矢先、オミクロン株の流行が世界的に始まりました。
当所事業も、多くの事業が中止や変更を余儀なくさ
れ、コロナ感染予防対策に注力しながらの事業推進と
なりました。
コロナの影響はあらゆる業種にとって甚大で、海外
からの資材や部品が滞り、特に半導体不足は深刻で多
くの製造業に影響を与えました。また、ガソリン価格

や人件費の高騰など、多くの企業が大変厳しい状況に
あります。
重点事業に掲げている「交通インフラの整備」です
が、基幹道路である国道140号・299号の整備は、秩
父地域の重要な課題であり、機会があるたびに関係行
政機関に意見・要望をしております。今後もその歩み
を早めるため、継続して参りたいと存じます。
新しい年を迎えましたが、コロナウィルスの収束は
未だ不透明な状況です。当所では、会員の皆様にとっ
て有益な情報や施策を最大限に活用しながら、少しで
も地域が元気になるよう、行政と連携しながら各種事
業を積極的に進めて参りたいと存じます。また、引き
続き創業支援、経営革新の承認支援や持続化補助金等
の活用支援など、前向きな経営を全力で後押しして参
ります。
結びにあたり、本年が皆様にとりまして一日でも早
く安心・安全な生活を取り戻し、景気回復が実感でき
るような年となりますことを心よりご祈念申し上げ、
年頭の挨拶といたします。

令和４年の年頭に当たり、
謹んで新春のごあいさつを
申し上げます。貴会議所に
おかれましては、日ごろよ
り本市の商工業の振興、市
政運営にご支援、ご協力を賜
り厚くお礼申し上げます。
秩父市長に就任し、初め
秩父市長
ての新年を迎えました。市
民の皆様から託された「命
と暮らしを守り、現在と未
来への責任を果たす」市政を実現していく決意を新た
にしております。
今年は、ウィズコロナ・アフターコロナの新しい企
業誘致と経済の活性化に力を入れ、研究機関やＩＴ関
連企業などにも対象を広げ、地震や災害に強い優位性
をＰＲして企業誘致活動を行うとともに、産業振興や
観光振興などを加速させるため、ワーケーションなど
の新たな取り組みを導入し人の流れを創ります。
また、働く場を確保するだけではなく、未来を見据え
た地域づくりにも取り組んでいきます。具体的には、内
閣府の支援を受けドローン配送やオンライン診療など、
未来技術を活用したまちづくりを進めてまいります。
さらに、子育て支援の取り組みに力を入れ、
「子育て
世帯が住みたくなるまち秩父市」を掲げ、移住者と地
域の方が共存できるまちづくりを目指してまいります。
今後も、市政の様々な課題の一つ一つに対し、真摯
に丁寧に全力で取り組み、市長として責任を果たして
まいります。

新年明けましておめでと
うございます。会員ならび
に関係者の皆様におかれま
しては、晴れやかな新春を
お迎えのことと心からお慶
び申し上げます。
昨年は、引き続き新型コ
ロナウイルス感染症の影響
横瀬町長
を強く受け、感染症対策が
最優先の行政課題となった
一年でした。その一方で、
横瀬町においては、地域商社 株式会社ENgaWAの
設立、横瀬駅前観光案内所のリニューアルオープン、
日本一歩きたくなる町プロジェクトの始動など、コ
ロナ禍のピンチをチャンスにかえるような取り組み
をすすめてまいりました。まさに昨年はチャレンジ
の年でした。
本年は、小学校の新校舎の稼働開始、JAちちぶ横
瀬支店の場所に新たな施設（コワーキングスペース）
のオープン、ますます多様化複雑化する住民福祉に
対応するための「なんでも相談室」の設置、など新展
開もたくさんあります。まだまだ先行きが不透明な
中での町政運営となりますが、引き続き感染防止対
策を行い、第６波に備えつつも各種施策に前向きに
取り組んでまいりたいと考えております。
今年も、多様な幸せが花開く町「カラフルタウン」
を目指して、職員と一丸となって横瀬町らしくチャ
レンジをしてまいります。本年もよろしくお願い申
し上げます。

西村 耕一

北堀

篤

富田 能成
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さらには業態転換などのビジネス変革にまで広げる経
営力向上の柱として強力に支援してまいります。

日本商工会議所
会頭

三村 明夫

第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価
値の向上」です。商工会議所による伴走型の経営相談
体制の強化により、事業承継や事業の再生・再構築を
後押しし、経営の効率化や付加価値創出力の向上を強
力に支援してまいります。また、大企業と中小企業で

明けましておめでとうございます。

構成されるサプライチェーン全体で、創出した付加価

2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

値やコストをフェアに分かち合う取引適正化も不可欠

昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が著し

です。登録企業が４千社を超えた「パートナーシップ

く減少し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速

構築宣言」は、官民連携でこれを実現するための有力

化する中で新年を迎えられたことを皆さまと共に喜び

なプラットフォームであり、今後は宣言の実効性をよ

たいと思います。

り高め、中小企業の付加価値向上、ひいては日本全体

海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは

の成長力の底上げに寄与してまいります。

予断を許さないものの、商工会議所は、本年を感染防

第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京

止と社会経済活動をより高い次元で両立させる年と位

一極集中と言われますが、実際には一次産業の成長産

置付け、地域経済ならびにそれを支える事業者の皆さ

業化、インフラ整備を通じた製造業の集積、インバウ

まの発展のため、引き続き全力を尽くしてまいります。

ンド需要の取り込みなどを進めてきた地方圏の方が、

さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく

東京圏よりも高い経済成長率を実現しております。コ

回復基調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や

ロナ禍を契機としたさらなる地方分散化の動きもみら

規模により回復度合いが異なる「Ｋ字型回復」の状況

れる中、政府の「デジタル田園都市国家構想」も踏まえ、

が続いています。国民全体を覆う閉塞感を真に打開す

こうしたモメンタムを地方創生の加速化につなげてい

るためにも、昨年政府が決定した「新たな経済対策」

くことは、レジリエントな日本の国土形成のためにも

の着実な実行はもとより、国民が日本の将来について

不可欠です。商工会議所は、地域総合経済団体として

明るい希望を抱けるような、新たな成長と発展への道

地域の多様な主体との連携を深め、地域ぐるみの地方

筋を明確に示す必要があります。

創生をさらに後押ししてまいります。

われわれ商工会議所は本年、特に以下３点について
重点的な取り組みを実行してまいります。
第一は「デジタル活用による中小企業の生産性向上」

最後に、日本商工会議所は今年で創立100周年を迎
えます。「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、
次の100年に向けて、中小企業の活力強化と地域活性

です。これまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本の

化による日本経済の持続的な成長の実現を目指し、

中小企業は、様々な変化に柔軟かつ迅速に対応できる

515商工会議所と連合会、青年部、女性会、海外の商工

潜在的な変革力を有しています。中小企業経営へのデ

会議所とのネットワーク力を最大限活用し、新しい時

ジタル活用は、生き残りをかけた自己変革の有力な手

代を皆さまと切り拓いてまいりたいと思います。引き

段であり、コロナ禍で加速したデジタル化の流れを、

続きのご支援、ご協力をお願いして、私の年頭のあい

業務効率化に留まらず、越境ＥＣ等を通じた販路拡大、

さつとさせていただきます。

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

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

秩父本店

秩父市中村町

0494
（25）
5000

久喜本社

久喜市南

0480
（24）
1000

東京営業所

豊島区南池袋

03
（6709）
2515

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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経営かわら版

◆ 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞
●補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
※小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。詳細は「公募要領」をご確認ください。

●補助額等 ・補助上限：50万円 ・補助率２/３
●対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等（生産性向上）の
ための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための取組であること。

●補助対象経費 ※次の（１）～（３）の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
（１）使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
（２）交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
（３）証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

●申請期限 第７回2022年２月４日 第８回目以降は日程が決まり次第ご案内いたします。

◆ 令和２年度第３次補正予算 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞
本事業は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接
触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセス
の導入等に関する取組を支援するものです。

●補助対象者 一般型と同様、小規模事業者であること。※低感染リスク型は電子申請のみとなります。
●補助金額等 ・補助上限：100万円 ・補助率：３/４
・感染防止対策費については、補助金総額の１/４（最大25万円）を上限に補助対象経費に計上
することが可能です。

●申請期限 第６回 2022年３月９日（水）予定
※申請締切後、小規模事業者持続化補助金事務局にて審査され、採択・不採択が決定します。
※事業計画書の作成等に時間がかかります。申請を希望する方は、お早めに秩父商工会議所までご相談ください。

事業復活支援金（※概要告知）
コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種を問わず、固定費負担の支援として、５ヶ月分の売上
減少額を基準に算定した額を一括給付。

○対象者 新型コロナの影響で、2021年11月～2022年３月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年
３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較し、30％以上減少した事業者。（中堅・中小・小規模事
業者、フリーランスを含む個人事業主）

○給付額（上限額）

法人

売上減少率

個人

年間売上高 ※～１億円

同 １億超～５億円

同 ５億円超

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30～50％

30万円

60万円

90万円

150万円

※基準月を含む事業年度の年間売上高。

○算出式 給付額＝（基準期間の売上高）－（対象月の売上高）×５
○開始時期など 開始・問い合わせ窓口は準備中（12月25日現在）概要チラシはＱＲよりご確認いただけます。

〒369-1871 秩父市下影森181
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全国商工会議所観光振興大会「2021inおきなわ那覇」参加報告
12/６～７、沖縄県那覇で「全国商工会議所観光振興
大会」が開催されました。同大会は、日本商工会議所
が 地域活性化を目的として、各地での観光地づくり
の事例発表や情報交換などを目的に、開催地の商工会
議所と共催で年一回開催されていますが、昨今のコロ
ナ禍により昨年実施予定が一年延期され今年はオンラ
インでの開催となりました。
当所観光部会では部会幹事をはじめ、観光文化委員
会等や観光関係の行政にもご案内しましたところ、事
務局を含め延べ13名が農園ホテルのプロジェクターを
使い参加しました。
17回目を迎えた同大会は、「経済再生～観光産業の

変革と創造～」をテーマに、全国185商工会議所・連合
合会等から、701名が参加しました。
12/６の分科会終了後、当所参加者で意見交換会を
開催し、これからの観
光のあり方について意
見を交わしました。
12/７の全体会議、
午後のオンラインツア
ーでは沖縄の魅力をオ
ンラインながら味わい
ました。次回の大会は、2022/６/１（水）から６/３（金）
まで、愛媛県松山市等で開催される予定です。

秩父商工会議所 新入会員紹介
事業所名

上原ファーム
生そば処 八木

営業内容
養豚業
そば屋

会議所の動き
11月
2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⑤
4日・県指定経営支援研修
5日・県連専務理事会議
8日・青年部役員会
9日・商品券換金
10日・日本政策金融公庫定例相談
11日・正副会頭会議
・飲食店プラス現地確認
（・19日他）
・県指定経営革新研修
（～12日）
・経営革新電子申請オンライン研修
・写真コンクール審査会
12日・県指導監査
・青年部８月例会

行事予定
２月
2日・関東５県連専務理事会議
4日・雇対協合同就職面接会
7日・青年部役員会
8日・飲食店プラス現地確認
9日・日本政策金融公庫定例相談

会員数 1,679（12月25日現在）

〒
所在地
368ー0064 秩父市品沢1804
368ー0041 秩父市番場町17ー11 ミユキビル２F
14日・青年部11月例会
15日・新製品・新サービス合同記者発表会
18日・日商中小企業委員会
19日・商品券換金
（～20日）
・青年部全国会長研修会
・日商スマートＣＣＩ研修会
21日・第159回簿記検定試験
22日・広報委員会
・北部地域連携機関会議
24日・地域振興委員会
25日・火災共済代理所研修会
29日・商品券換金
30日・企画提型打合せ会議

12月
1日・写真コンクール入選作品展（～1/10）
・マル経審査
（・８日他）
3日・県連中小企業相談所長会議
6日・日商観光振興大会
（～７日）
9日・商品券換金日
・正副会頭会議
10日・県連事務局長会議
12日・県青連ヤングリーダー研修会
13日・第224回珠算検定試験
（～17日）
16日・日商委員会
21日・商品券換金日

Tel
0494ー62ー1536
0494ー40ー2536

6日・青年部役員会
8日・日本政策金融公庫定例相談
9日・商品券換金
・正副会頭会議
・労働保険事務組合職員研修会
10日・雇対協合同就職面接会
・県連事務局長会議
13日・日商ローカルベンチマーク研修
14日・商連常任理事会
15日・日商観光・地域活性化合同委員会
16日・日商中小企業・情報合同委員会
・青年部12月例会
20日・県青連役員会・臨時総会
21日・商品券換金
・広報委員会
（～24日）
・年末調整集団説明会
23日・小規模事業者連携機関会議
・企画提案事業打合せ会議
24日・青年部全国大会
27日・第160回簿記検定試験
※日商……日本商工会議所
※県連……埼玉県商工会議所連合会
※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

６
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青年部のコーナー

8月例会報告

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。

11月例会報告
がんばろうちちぶ委員会では11月14日（日）秩父市内
のゴミ拾い例会を開催しました。当日は多くのメンバ
ーとその家族が地場産センター前に集合し、委員会ご
とにエリア分けをしてゴミ拾いを行いました。
本例会は、
「日頃お世話になっている地域に恩返し
をしよう。」と「子ども達がゴミ拾いを体験すること
で次世代にクリーン活動をつなげよう。」という二つ
の目的で行いました。ゴミ拾いの最中に「ゴミ拾い、
ありがとう。」と地域の方に声をかけていただく事も
ありました。また、子ども達も楽しそうに一生懸命ゴ
ミを拾っていました。そして、後日談になりますが、
あるメンバーから「先日、子どもと散歩していると、無
意識にゴミを拾っていました。以前はなかったことで
す。」と話していました。メンバーからも「いい事を
すると気持ちがいいねえ。」「明日から、家の前をゴ
ミ拾いしよう。」という声も聞かれました。この例会
がきっかけでゴミ拾い人口が増加し、少しでも秩父地
域がきれいになる事を願います。
（委員長 土屋賢次郎）

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

新様式まちづくり委員会では、11月12日（金）にコロ
ナ禍によって延期されていた８月例会を開催致しまし
た。「フェーズフリーな商品・店づくり・まちづくりを
考える」をテーマに、講師に一般社団法人フェーズフ
リー協会代表理事の佐藤唯行様をお迎えして講演会を
おこないました。フェーズフリーとは、日常時と非常
時というフェーズをフリーにして両方で役立つという
概念であり、非常時に役立つものを日常に溶け込ませ
ることによって安心・安全な社会の実現を目指すもの
です。
本例会では、様々な事例とともに、その考え方につ
いてご講演を頂きましたが、印象に残ったものとして、
一見おしゃれに見える紙コップが、実はデザインが目
盛の役割を果たし、災害時や屋外などでの粉ミルクや
米の計量といった用途につかえるといったものがあり
ました。また、委員会からは「秩父で自らが体験した
過去の災害からフェーズフリーを考える」と題して、
平成26年豪雪から考える秩父のフェーズフリー提案を
させて頂きましたが、秩父市議会の堀口義正議員（ま
ちづくり委員会委員長）・赤岩秀文議員にもお聞き頂
き、秩父の防災についても考える有意義な時間をつく
ることができました。
紙コップの事例が示す通り、ちょっとした事でも自
社製品からフェーズフリー製品を生み出せる可能性が
あります。次年度には実際にフェーズフリー事例の視
察等を企画したいとも考えておりますので、青年部員
の方は是非ご参加いただければと思います。
（委員長 浦島章紘）

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…１月26日（水）・２月９日（水）・２月16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）

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

業況ＤＩは、コスト増の影響続くも改善。
先行きは、変異株への警戒感から慎重な見方広がる
●全産業合計の業況ＤＩは、▲15.8（前月比＋5.3ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲18.0（今月比▲2.2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2,619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］
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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）…… 1.21％
○担保不要制度……………… 2.06～2.55％（基準）
○有担保制度………………… 1.06～2.15％（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…………………… 1.06～1.35％
（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…………… 1.65％
●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

●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%）
１月４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

12月

人

口

世

帯

数

（ －845） 26,426
（
60,398

秩父市

（ －151）
7,985

横瀬町

（
3,340

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 ）

＋18）

（
9

－5）

－19）

（
3

±0）

（ ）内は前年同月との比較

1.46
（ ＋0.43）
＊

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

25万円

保育13年
1
保育士 普免

2

フォークリフト運転技能者、貨物運行管理者、 旅客自動車運行
管理事務員
甲類火薬類製造保安責任者 他

20万円

3

大型自動車１種免許
フォークリフト運転技能者

トラック運転手

25万円

4

第２種電気工事士 大型自動車１種免許
車両系建設機械運転技能者（整地用）

建設・土木作業員 30万円
以上
電気工事作業員

5

８トン限定中型自動車免許
大型自動車１種免許、牽引免許、
大型２種免許、フォークリフト運転技能者

トラック運転手

総合事務員

以上

8 看護師

看護師

9 歯科衛生士

歯科衛生士

1,000円

事務２年
普免

接客８年

事務

9：00～17：00
6H、週5日、平日

1,000円

4

接客３年
簿記２級

調理３年
普免

接客
事務

9：00～16：00
6H、週5日、平日

956円

5

接客・調理５年
普免

販売
接客

9：00～17：00
7H、週4日、平日

960円

6

営業19年
普免

接客

9：00～13：00
4H、週5日、不問

956円

7

販売12年
普免

販売

9：00～19：00
1,000円
8H、週4日、日曜日以外

8

製造４年
普免

接客
製造

9：00～15：00
5H、週5日、平日

9

調理10年
普免

製造２年

製造
清掃

9：00～15：00
956円
4H、週5日、日祝以外

10

販売７年
普免

接客９年

軽作業

8：00～17：00
4H、週3日、平日

以上

25万円

コラム

あけましておめでとうございます。
昨年はまるまる１年、コロナの中で過ごすこと
となりました。通常でしたら、12月のテレビ番組
はオリンピック選手花盛りとなるところでしょう
が、何かいまひとつ盛り上がらなかったような気
がします…。
私事で恐縮ですが、本誌と同時期に発行される
我が社の広報紙が、この１月号でちょうど400号に
なりました。Ａ４おもてうら一枚の広報紙ですが、
休まず毎月発行することができました。そう思って、

希望時給

3

30万円

※ 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。

保育

希望労働時間等
9：00～15：00
5H、週5日、平日

1,000円

以上

以上

希望職種

8：00～18：00
6H、週5日、不問

18万円

20万円

資格・経歴等

介護４年 介護支援専門員 事務
介護福祉士 普免
軽作業

以上

以上

＊ 60
＊ 秩父郡の数字

2

以上

ウエイター・ウエ 20万円
イトレス 調理人 以上

112

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

1

7 調理師

65

パート求職者

希望賃金

フォークリフト運転技能者、
玉掛技能者、移動式クレーン運転技能者、 ビル設備管理
２級管工事施工管理技士

6 美容師

軽自動車

126

※住宅・求人・新車は11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）

1,000円

960円

（１月４日現在）

本号を見ましたら№563とありました。秩父の商
工業のために脈々と続けられてきたのですね。
本年こそはコロナが終息に向かうよう期待して
しまいますが、まずは会頭年頭挨拶にもございま
す、少しでも地域が元気になるよう進める各種事
業に対して、力添えできる会報となるよう私自身
も活動していきたいと思います。
みなさまのこの一年のご多幸をお祈りいたしま
す。〈ｒｙｕ〉

８
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◆「利子補給制度」申請お忘れなく
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
部を補給致します。
利子補給制度の申請期間は、１月31日（月）までです。
対象制度・内容・支払利息等をご確認のうえ申請下さい。

◆「令和３年度 景気動向調査」ご協力のお願い
秩父商工会議所では、会員企業の経営環境や地域の
景気動向が、前年（令和２年）と比較してどのようにな
っているかを調査するため、毎年同時期に景気動向調
査を実施しております。
今月上旬にアンケート用紙を送付しておりますので、
会員企業の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、調査結果概要は後日会報にて掲載予定です。
お問い合わせ

秩父商工会議所 TEL 22－4411 FAX 24－8956

入選作品

八木
生そばを
ご賞味あれ！
埼玉県秩父市番場町17-11
MIYUKIビル2Ｆ
電話 0494－40－2536
営業時間 11：00～売切れ次第終了
定 休 日 水曜日、木曜日
駐 車 場 10台完備

※小宴会承ります。予算はご相談下さい。新年会にどうぞ！
※「会報見たよ！」でソフトドリンク一杯サービスします。
（２月末まで）

さん

さん

「朝のハーブ橋」谷山 まりあ

「芝桜の丘」尾崎 進

さん

「秩父鉄道聖火リレー」大沼 久実

さん

さん

ＪＴＢの登録商標です。

「夜祭の記憶」前川 翔太

「感動の瞬間（とき） ちちぶ」は

（株）

生そば処

「ヴェールに包まれて」宮前 進一

「感動の瞬間（とき）inちちぶ」
第６回写真コンテスト

in

番場町通りに
「生そば店」が
開店！

