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秩父商工会議所青年部 令和４年度 通常総会開催
４月22日（金）19時00分より、秩父地域地場産
業振興センター５階 経営研修室において秩父商
工会議所青年部令和４年度通常総会が開催され、
第一号議案 令和３年度事業報告・収支決算及び
第二号議案 令和４年度事業計画案・予算案は原
案通り承認されました。
令和４年度は島田香名子会長の任期２年目と
なります。長引くコロナ禍の中ではありますが、
新たな試みも取り入れながら自己研鑽、地域活
性化のために活動を模索して参りますので、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、今年度はヤングリーダー研修会秩
父大会の開催も控えておりますので、より一層
事業への積極的な参加・協力をお願い申し上げ
ます。

令和４年度 事業計画（令和４年４月１日～令和５年３月31日）
基本方針 会長 島田 香名子
令和４年度スローガン【

わっしょい！～仲間と共に～ 】

私たちの置かれた環境の大き
な変化により、商工会議所青年部
の活動も大きく変化しています。
様々な事業が企画変更を余儀な
くされ、多くが「オンライン」そして「ハイブリッ
ド」と言う新しい方式により開催されており、そこ
にはメリットもありデメリットもありますが、反面
大きな可能性が広がっていると深く感じております。
昨年度、秩父ＹＥＧは「c h a n g e ！ c h a n c e ！
challenge！
！」をスローガンとして掲げそれに基づ
き一年間活動して参りました。私たちは、青年経
済人としてさらにchallengeする気持ちを持ち続け
ていかなくてはならないと考えております。
そこで、頂いた任期の残り一年は何事において
も盛り上がってchallengeして行こう！という思い
で「わっしょい！～仲間と共に～」をスローガン
として掲げさせて頂きます。

ちちぶ地域には秩父夜祭をはじめ、年間を通し
て300以上の祭りが開催されております。しかし現
在は感染症の影響によりほとんどが中止となって
おり、非常に寂しい状況となっております。これ
は仕事や私生活、そしてＹＥＧ活動にも少なから
ず影響を与えています。そんな時こそ、祭りの時
の掛け声「わっしょい！」を発し、気持ちを上げて
前向きに突き進んでいきたいと思います。
今年度、秩父ＹＥＧは「ヤングリーダー研修会」
の開催地となっております。14年に一度の大きな
機会を活かし、単会メンバーの絆をより一層深め、
参加頂く県連の仲間達に多くの学び・気づきを得
て頂けるよう準備し、お迎えしたいと考えており
ます。
引き続き、会員の皆さまには積極的な参加と事
業へのご協力をお願い致します。秩父ＹＥＧらし
く楽しく笑顔で活動して参りましょう。

〒369-1871 秩父市下影森181
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事業主の皆様へ

３

～支援金・補助金等の情報～

事業復活支援金のお知らせ
事業復活支援金の申請期間および事前確認の期限は以下の通りです。
申請を検討されている方は、改めて期限をご確認ください。 ※秩父商工会議所の事前確認は会員に限ります。
◆申請期間 2022年１月31日（月）～５月31日（火）

◆事前確認の実施期限 2022年５月26日（木）

詳しくは、
「事業復活支援金」で検索 コールセンター（ 8：30～19：00 土日、祝日含む全日対応）0120-789-140

新型コロナによる小学校休業等対応助成金・支援金制度について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る
小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえな
くなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等
対応助成金・支援金制度を設け、支援を行っています。
対象の期間が延長され令和４年６月30日までの間に
取得した休暇についても支援対象となっています。

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有
給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にか
かわらず利用できるようにすることで、保護者が
希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていた
だけるようお願いします。

支給要件の詳細や具体的な手続は厚生労働省ホームページにてご確認ください。
新型コロナ 休暇支援

検索

コールセンター（受付時間９時～21時・土日祝日含む）0120-60-3999

埼玉県経営革新デジタル活用支援事業補助金
※本制度は経営革新計画の承認を受ける必要があります。今後も公募が予定されていますので、
活用をご検討ください。
ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金の
規模に満たない事業再構築として、デジタル技術を活用した経営革新計画の実行に必要な費用を補助。

●第２回対象者 以下のすべての要件に該当する者
①埼玉県内に登記簿上の本店（個人事業主は住民票上の住所地）
及び
主たる事業所を有すること
②組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への
成果普及体制が整っていること
③令和３年４月１日（木曜日）から令和４年３月31日（木曜日）までに
承認（変更承認を含む）を受けている者で、その承認を受けた計
画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開
発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う中小企業等
④令和２年４月以降の任意の３か月の合計売上高が、令和２年３
月以前の３か月の合計売上高より10％以上減少していること
⑤補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、
県内で事業を継続する意思があること
※その他の要件等は、県ホームページ掲載の公募要領等をご確認ください。

●補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築
費（リース料を含む）、技術導入費、
専門家経費、運搬費、クラウドサ
ービス利用費、外注費、知的財産
権等関連経費、広告宣伝・販売促
進費、研修費、その他経営革新計
画事業において必要と認める経費。
※補助金交付申請時に支払が完了して
いるものは対象外。

●補助率 補助対象経費の２分の１
●補助上限額 上限150万円
お問い合わせは 秩父商工会議所
0494ー22ー4411まで
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経営かわら版
創業事業者に聞く

あなたの『夢』がカタチになるとき

2021年７月創業

くろさわ

み

さ

え

Atelier Tajimaji（アトリエ タジマジ） 代表 黒澤 美佐恵さん
■創業に至った経緯について教えてください。
いつか、「自分のアトリエを持ちたい！」「作家さん同士の交流の場
となる場所を作りたい！」そんな夢をもちながら、イベントへの参加、
作品販売、教室開催等の作家活動を十数年にわたり、続けてまいりま
した。
子育てや介護もひと段落してプライベートな時間がとれるようになった、このタイミングをチャンスと思い、
令和３年７月に思い切って創業致しました。

■お店について教えてください。
お店は、秩父市中村町の住宅街にあります。古民家をリフォームし、
立て看板や店内の備品など手作り感満載のお店になっています。
店内は雑貨スペースとアトリエスペース（各６畳）に分かれており、
雑貨スペースは、手作り雑貨、革小物、材料となるパーツや花材、セ
レクト雑貨などを販売しております。
アトリエスペースは、雑貨スペースでご購入いただいた材料を使い、
アクセサリーやハーバリウムを制作することができます。作家さんを
お招きし、切り絵やアロマスプレー・アロマ入りトリートメントオイ
ルなどのワークショップも定期的に開催しています。また、部屋を貸
し切り、作品展や交流の場所としての貸し出しも行っています。
古物商を取得していますので、今後はアンティーク商品も取り扱っ
ていきたいと考えています。

左から ワイヤークラフト一輪挿し、ミニハーバリウム、
刺繍枠の壁飾り

■お店の名前
店名の「アトリエ タジマジ」は、花やハーブを束ねた小さな花束「タッジーマッジー」＝「タジマジ」に由来し、
中世ヨーロッパでお守りやラブレターなど、さまざまな願いを込めて贈られた習慣にちなんで、集う人たちのさ
まざまな個性や可能性を応援したいという願いを込めて名付けました。

■最後に読者の皆様にお伝えしたいことはありますか。
いろいろな作家さんとのつながりもありますので、
「○○のワークショップをやってみたい！」といったご要望
もどしどしお寄せください。また、アトリエスペースについては、
「ちょっと休憩したい」、
「お友達とおしゃべり
したい」といった時にもご利用いただけます。活用方法はいろいろありますので、お気軽にお問い合わせいただ
けたらと思います。お越し頂いた皆さんとW i n - W i n の関係を築けるサード・プレイスを目指しております。「何
かをやりたい」、
「いろいろ聞いてみたい」など、初めの一歩を応援しながら、皆さんと一緒にこの場所を作り上
げ、情報交換やホっとする拠点になれれば幸いです。

サービス内容
①ワークショップ 刺繍枠の壁飾り、ミニハーバリウム、ワイヤークラフト一輪挿しなど 500円～
切り絵、アロマスプレー・アロマ入りトリートメントオイルなど 1,500円～
②アトリエスペース貸し出し お一人様１席利用
１時間 200円 ３時間パック 500円（半日） ６時間パック 900円（１日）
一部屋貸し切り ※【 】内は営業時間外や定休日の場合の料金
１時間 500円【750円】 １日 3,000円【4,500円】
③ハンドメイド作品の販売 ④アンティーク商品の販売
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卍爪龍寺

【 Atelier Tajimaji （アトリエ

タジマジ）】

Atelier Tajimaji

【 所 在 地 】〒368－0051 秩父市中村町1－3－4
卍
札所 番
西光寺

【 Ｔ Ｅ Ｌ 】080－8906－2189
【 営 業 日 】木・金・土曜日
open10：00～close16：00

秩父中村郵便局
●

16

【 駐 車 場 】２台

公園橋モール

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。

秩父商工会議所 新入会員紹介

会員数 1,675（４月25日現在）

事業所名

営業内容

〒

株式会社 楽えん
有限会社 グッドホープ
猫八モータース

観光農園・農泊・カフェ
フィットネスジム等
オートバイ・自転車販売修理

368ー0012 秩父市滝の上町8ー38
369ー1874 秩父市和泉町20
368ー0005 秩父市大野原349

会議所の動き
3月
2日・飲食店プラス現地確認
4日・労働保険年度更新事務説明会
及びＰＣ総コン年度更新処理
説明会
（WEB）
・雇対協合同就職説明会
・東商企画検定試験担当者会議
7日・県青連正副会長会議
8日・青年部役員会
9日・日本政策金融公庫定例相談
・商品券換金
・県連専務理事会議
10日・正副会頭会議
・常議員会
14日・県青連役員会・総会
（WEB）
16日・雇対協高校企業説明会（・22日）
・日商委員会
（WEB）
17日・日商通常商会
（WEB）
・行政との懇談会
18日・商品券換金

所在地

18日・商店連盟常任理事会
22日・マル経審査
23日・日本政策金融公庫定例相談
24日・臨時議員総会
25日・小規模事業者連携機関会議
・広報委員会
・県連臨時総会
・地域支援機関連携フォーラム
（WEB）
・経営支援事業打ち合わせ会議
29日・商品券換金
・埼玉県制度融資説明会・基礎
研修会
（WEB）
30日・マル経審査

4月
4日・新入社員研修
6日・秩父経済懇話会総会・4月例会
7日・秩父間税会監査会・役員会
・青年部監査会
8日・商品券換金
11日・青年部役員会
13日・日本政策金融公庫定例相談

Tel
0494ー26ー6976
0494ー26ー6184
0494ー22ー3667

13日・労働保険年度更新
（～5/20）
・春季健康診断
（～15日）
14日・正副会頭会議
・マル経審査
19日・商品券換金
20日・日商委員会
（WEB）
21日・工業部会正副部会長会議
・日商委員会
（WEB）
22日・マル経審査
・県連第1回事務局長会議
・小規模事業者連携機関会議
・青年部令和4年度通常総会
25日・広報委員会
・日本政策金融公庫定例相談
27日・企画提案事業打ち合わせ会議
28日・商品券換金
・日本ＹＥＧ全国会長会議
※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
※ＹＥＧ…商工会議所青年部

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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ること。
「こんな気持ちになってはいけない」
「こん
なことを考えてはいけない」
「こんな気持ち早く忘れ
てしまいたい」。このような気持ちは、さらに自分の

セルフコントロールは
自分と向き合うことから

気持ちを抑え込み、ますますその感情を抑え込むこ
とにとらわれる「強化」という状況を引き起こす危

「自分のことは、自分が一番分かっている」。本当

険性があります。

にそうでしょうか。実は自分の気持ちほど、つかみ

とはいえ感情の赴くままに腹が立つ相手を罵倒し

にくいものはありません。その原因の一つは、
「他者

てしまっては社会的な立場が危うくなります。しか

優先」の考え方です。おそらく多くの人が小さい頃

し、心の中で「むかつく、むかつく」と思っているだ

から「人に迷惑を掛けてはいけない」という言葉を

けなら、誰にも迷惑を掛けません。嫌な記憶はなく

何度となく言われ続けてきたのではと思います。
「自

なりませんが、本来の気持ちと向き合うことで「ま、

分さえ我慢すれば」という場面が多ければ多いほど、

いいかな」と、気持ちを受け入れられる回復状態へ

自分の気持ちにふたをする機会も増えます。自分の

の早道にもなります。大切なのは、恐れずに自分の

抱いた感情を相手に伝えずに我慢したり、自分でそ

気持ちと対峙（たいじ）することです。

の感情を抑えようと繰り返したりするうちに、自分

日常生活で実践できる簡単なトレーニングとして

の欲求や気持ちがだんだんとつかみづらくなってい

は、うれしいことがあれば「あ、今自分は、うれしい

くのです。

気持ちになっている」、悲しいことがあれば「自分は、

例えば、友達と「何か食べに行こう」となったとき

悲しい気持ちにどう対処していいか分からない」と

に「なんでもいいよ。決めて」が通例になってしまっ

いうように、自分で自分の気持ちを意識して把握す

ているような人は自分の気持ちを見ない癖が付いて

ることです。この繰り返しによって自分の心の動き

しまっているかもしれません。

が徐々につかめるようになってきます。

では、見失っている自分の気持ちを取り戻すため

隙間時間には、スマートフォンの画面ばかり見ず

にどうすればいいのでしょうか。まずは、湧き上が

に、自分の心を見る時間もつくっていただけたらと

ってきた気持ちを否定しないことです。
「嫌なら嫌」

思います。

「好きなら好き」と感じた気持ちをそのまま受け止め

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

（日本メンタルアップ支援機構 代表理事 大野 萌子）

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…５月25日（水）・６月８日（水）・６月22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、活動回復が進み２か月連続の改善。
先行きは、コスト増への警戒感強く厳しい見方
●全産業合計の業況ＤＩは、▲25.7（前月比＋7.0ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲28.0（今月比▲2.3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331商工会議所が2,588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

●埼玉県制度融資（括弧内は信用保証料）

○経営改善貸付（マル経）…… 1.21％

○小規模事業資金………1.10～1.30%（0.50～1.76%）

○担保不要制度……………… 2.01～2.80％（基準）

○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%

○有担保制度………………… 1.06～2.45％（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

○経営安定資金
※大臣指定貸付………0.80～1.10％
（0.80％ 特定業種関連 0.68％）

○基準金利…………………… 1.06～1.55％
（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…………… 1.80％

※知事指定貸付………0.60～1.10％
（0.45～1.59％ 金融円滑化関連 0.68％）

●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％）

○経営あんしん資金……1.10～1.30％（0.45～1.64%）
５月２日現在

主要経済指標

４月
秩父市
横瀬町

人

口

世

帯

（ －950） 26,354
（
59,879
（ －114）
7,937

（
3,354

数

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 ）

－62）

（
15

－22）

＋10）

（
0

－6）

（ ）内は前年同月との比較

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。

1

資格・経歴等
１級建築板金技能士
ガス溶接、アーク溶接 など

希望職種

工場労務作業員
自動車整備士

3 大型１種自動車免許

機械部品組立工

5

保育士
幼稚園教諭（専修、１種、２種）

6

フォークリフト運転技能者
医療事務資格

希望賃金

マシニングセンター 25万円
オペレーター（製造） 以上

３級自動車整備士
2 フォークリフト運転技能者
大型１種自動車免許

4 栄養士

軽自動車

156
74

※住宅・求人・新車は３月

問い合わせ先…ハローワーク秩父
No

新車登録台数
（（一社）自販連 埼玉県支部）

1.25
（ ＋0.05）
＊

一般求職者

接客

一般事務
保育士

大型2種、大型特殊、けん引自動車免許
事務系
7 フォークリフト運転技能者
バス（送迎）運転手
危険物取扱者（乙種）

116
＊ 81
＊ 秩父郡の数字

パート求職者
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

資格・経歴等

看護12年 接客２年
1
准看護師 普免
配膳３年

希望職種

希望労働時間等

希望時給

看護

9：00～16：00
5H、週5日、平日

1,300円

保育補助

10：00～15：00
4H、週5日、平日

1,000円

2

保育補助７年
保育士 普免

3

事務30年
普免

事務

9：00～17：00
7H、週5日、不問

1,000円

4

事務15年
普免

調理補助
製造

8：30～16：00
6H、週5日、平日

956円

5

調理25年
普免

調理

9：00～15：00
5H、週4日、平日

956円

6

接客10年
普免

接客

9：00～18：00
5H、週4日、不問

956円

7

看護12年
看護師 普免

接客

8：30～17：30
8H、週3日、平日

1,500円

8

配達13年
普免

配達
製造

9：00～15：00
5H、週4日、平日

956円

9

製造２年 販売２年
製造
美容師12年 美容師 普免 接客

8：00～18：00
956円
5H、週5日、日曜日以外

10

調理24年
調理師 普免

8：00～17：00
4H、週5日、平日

20万円
以上

20万円
以上

20万円
以上

15万円
以上

15万円
医療事務員

融資利率は年利

以上

28万円
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

私事から。長男が孫の誕生と共に家業を継ぐと
帰ってきて半年が経った。会社の引き継ぎを見据
えて計画を立てていかなくてはならなくなった。
それには、環境や技術の目まぐるしい進歩に対応
できるものを必要とされる。あまり、ロートルが
口出しすることではなしにして、任せていくしか
ないかと思う。
となると、引退した後に生活をしていくのに我
が秩父は暮らしやすい環境が整っているのだろう
かと、目を向けてみる。休みの日に、秩父を探しに

軽作業

1,000円

（５月６日現在）

ぶらぶらしてみるが、観光的にはずいぶんと整備
されてきたところもある。しかし、地元の人が仕
事を離れたときに集える場所が、公的にも私的に
も少ないような気がする。今まで接点のなかった
人との交流の場が作れれば、観光だけでなくて秩
父を好きになった人がリピートして、永住したり、
終の棲家の場所として選ぶ人が増えたりして、人
口減少の歯止めと商業の活性にまたひとつ方向が
見えるかもしれないと思うこの頃である。
（Y）

８

2022（Ｒ4）
・５

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

●会費納入のお願い

振替日は

5月31日（火）です

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（火）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、口座振替以外（振込等）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。
（TEL 0494ー22ー4411）

「足場の組立て等特別教育」講習開催について

（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。

「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22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）

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８日（水）９時～18時
６月９日（木）９時～18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）

前回の
答え

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ー3020

クールビズ対応のお知らせ… 当所では、省エネルギー対策の一環として、５月～10月末までクールビズで対応させていただきます。
皆様のご理解をお願いいたします。

