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●今月のTOPICS

秩父商工会議所 役員・議員改選のお知らせ

令和３年度 事業報告概要・収支決算報告

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／龍勢」です。

今月の表紙　「感動の瞬間（とき）inちちぶ」第５回写真コンテスト　入選「水面に映る」馬場 勝美さん（横瀬町 棚田）
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（1）交通網インフラ（鉄道・道路）の整備促進

　国道140号・299号の整備は秩父地域の重要課題であ

り、本年度は国道140号大滝トンネル本体工事が着手

された。地域振興委員会では、11月に県土整備事務所

の担当者から道路整備の進捗状況について説明を受け

た。懸案の関越自動車道と皆野寄居バイパスの接続は

解決の目処がたっていないものの、その他市街地の都

市計画道路の整備は少しずつ進んでいる。

（2）働き方改革への対応と雇用マッチングの推進

　働き方改革により、ワーク・ライフ・バランスの実

現が求められているが、昨年にもまして地域の求人数

は増加、求職者数は減少し人材不足が深刻さを増した。

テレワーク対応等の課題も多いなか、秩父地域雇用対

策協議会やちちぶ雇用活性化協議会と連携して、地元

高校生や大学生の地元就職の促進のため、合同企業説

明会や面接会を開催し地域企業の求人活動を支援した。

（3）観光危機管理体制整備促進

　昨年同様に新型コロナウイルス感染症の影響により、

観光関連業者や飲食店は大きな打撃を受けた。10月に

は感染者数も減少し緊急事態宣言が解除され中止して

いた「Ｇｏ　Ｔｏ　イート　プレミアム付き食事券」販売を埼

玉県では再開した。観光客も徐々に増加していた矢先、

オミクロン変異株が発生し、１月には埼玉県をはじめ

各都道府県でまん延防止特別措置が発令された。当所

では、コロナ禍における会員事業所事業継続のための

各種支援事業を実施した。

（4）創業支援と経営革新・事業承継の支援

　ちちぶ創業塾を全５回コースで開講し、参加者19名

の創業を支援した。近隣商工会議所・商工会と連携し

「小規模事業者経営支援事業」や「県北ビジネスパワー

アッププロジェクト」にも参画し、創業支援・経営革新

支援に努めた。

　令和３度は経営革新支援承認件数29件、小規模事業

者持続化補助金41件（一般型26件、コロナ特別対応型

15件）、ものづくり補助金５件、起業支援金８件の申請

を支援した。

（5）関係団体との連携による工業振興の推進

　工業部会では、７月、９月、３月に行政との懇談会を

実施し情報交換を行った。ポストコロナにおける工業

の振興策を検討した。また、秩父機械電気工業会、秩

父地域雇用対策協議会と連携し、「アフターコロナと

労働法」オンラインによる講演を開催した。金融機関

との情報交換会も開催し情報共有を図った。

（6）中心市街地活性化と少子高齢化にむけた街づくり

　中心市街地の「秩父市中央通り線中町本町通り」の

拡幅整備が進み、歩道整備や電線の地中化など歩行者

が安心して周遊できる道路整備が進んでいる。

令和３年度 重点事業

秩父商工会議所

令和３年度 事業報告 概要

行政との懇談会

合同企業説明会
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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

小規模事業者
経営改善資金

秩父商工会議所 TEL 22ー4411 FAX 24ー8956

・融資利率…1.21％（令和４年６月１日現在）

・保証料……不要
・融資金額…2,000万円以内
・融資期間…設備資金10年以内：運転資金７年以内

※従業員規模や業種など、申込みには要件がありますので
　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはお問い合わせ下さい。

マル経資金
●商工会議所会頭の推薦でお申込みできる、
　日本政策金融公庫（旧 国民生活金融公庫）の融資制度です。

●担保不要・保証人不要・保証料不要

支出

会費
29,121
（30.1）

管理費
64,272
（66.4）

交付金
15,717
（16.2）

事業収入
31,507
（32.6）

次期繰越
13,280
（13.7）

事業費
14,448
（14.9）

収入

秩父商工会議所

一般会計
単位：千円

（構成比：％）

令和３年度

 収支決算
一般会計：

相談所会計：

計：

96,751千円

56,780千円

153,531千円

予備費 0（0）

繰入金
5,643（5.8）

繰入金
4,751（4.9）繰越金

12,613
（13.0）

雑収入
2,150（2.2）

96,751千円96,751千円

　ポータルサイト「どこいくべぇドットコム」で秩父

のお店情報を発信、同サイトのＱＲコード付きポスト

カードを作成配布し誘客促進を行った。商業活性化の

ために秩父市商店連盟連合会の実施した秩父まるごと

大売り出しや、ジョイントフェスティバル等の事業に

協力した。

（7）セメント工場跡地周辺などの整備促進

　「旧秩父セメント第１プラント跡地」には、（株）オプ

ナス秩父工場が稼働しており、同地周辺の一部市道整

備工事が完了した。また、ウニクス秩父内に「複合映

画館」の建設工事が進められ、令和４年夏頃には開業

が予定されている。今後、周辺にホテルの建設が予定

されている。

（8）コロナ禍における会員事業所事業継続のため

　　の支援

　埼玉県と当所で希望飲食店を巡回して「彩の国安心

宣言飲食店プラス」437店舗を認証した。また、埼玉県

「飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度」

の制度普及に協力した。

　事業復活支援金や埼玉県の感染防止対策協力金など

の相談には地場産センターの別室を年間を通じて借り、

感染防止対策を万全にして実施した。また、事業復活

支援金等は、認定支援機関である当所の事前確認が必

要とされ、多数の相談・確認依頼の対応をおこなった。

飲食店巡回

誘客促進チラシ
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　秩父商工会議所の第28期役

員・議員は令和４年10月31日

で任期満了となるため、９月

から10月にかけて改選手続き

を行い、令和４年11月１日か

ら第29期がスタートします。

　秩父商工会議所の議員は秩

父市（旧秩父市と旧大滝村）

及び横瀬町の商工業者を代表

して商工会議所の事業運営に

関与し、その事業の推進役と

なって地域の商工業振興と地

域社会振興にご尽力いただく

重要な役割をもっています。

●議員の選挙・選任の方法

　商工会議所の運営については、昭和28年に施行された「商

工会議所法」により、会員総会が廃止され、会員に代わって

議決を行う「議員総会」が重要な機関と位置づけられ、当所

の議員定数は定款で70名と定められています。また、議員

任期は３年で選出方法によって次のように分かれますが、

議員資格について差別はありません。

１号議員（定数36名、立候補制）

　会員及び特定商工業者によって会員のうちから地区別に

　選出された議員

２号議員（定数24名、部会選出制）

　業種別に組織されている５部会（商業・工業・建設・サー

　ビス業・観光）より代表として選出された議員

３号議員（定数10名、推薦制）

　１号議員、２号議員により構成された議員協議会により

　会員のうちから選出された議員

今年は 役員今年は 役員・議員改選の年です議員改選の年です今年は 役員今年は 役員・議員改選の年です議員改選の年です今年は 役員・議員改選の年です
－秩父商工会議所－

商工会議所議員 Ｑ＆Ａ

※その他、議員の選挙・選任に関する方法、日程など詳しくは決定次第順次会員の皆様にお知らせいたします。

Ｑ1

Ｑ2

Ｑ3

Ｑ4

Ｑ5

Ａ1

Ａ2

Ａ3

Ａ4

Ａ5

当所の会員の中から選ばれた代表で、当所の最高意思決定機関である議員総会

の構成メンバーとして組織・事業などに関する重要事項を審議決定する権利・

権限や役割を持ちます。秩父商工会議所は、秩父市（旧荒川村・吉田町地区を除

く）と横瀬町の全ての商工業者を対象とする地域総合経済団体ですので、当所

の議員は広い意味で秩父市と横瀬町の経済界の代表的立場にあるといえます。

議員総会に出席して意見を述べることができます。議員総会の表決権を有し、

重要案件を審議、表決します。業種別に設けている部会の幹事となり部会運営

の中心的役割を担います。また、商工会議所が設置する６つの委員会（総務・

労務対策・広報・観光文化・街づくり・地域振興）のいずれかに所属し、活動を

おこないます。

市会議員などの議員は、給与をもらいますが、商工会議所の議員は無報酬です。

逆に商工会議所の会議や各種事業協賛などのご協力を頂く等、時間や金銭的に

ご負担を頂いている名誉職です。なお、議員になると会費は15口（年額４万５

千円）以上の負担を頂いています。さらに常議員・監事・正副会頭はそれぞれ

の立場に応じてそれ以上の高額な会費を負担頂きます。

議員に立候補できるのは、選挙告示日１年以上前より引き続き会員の権利を有

し、かつ、選挙人名簿確定日（７月31日）までに納期の到来している会費を完

納した会員（特別会員を除く）です。

立候補者が定数を超えなければ無投票当選となり、投票選挙は行われませんが、

立候補・推薦の辞退期間を過ぎた時点で立候補者が定数を超えている場合は投

票選挙となります。

商工会議所の

議員とは

何でしょうか？

議員の役割は

何ですか？

報酬は

もらえるの？

１号議員に

立候補するには？

１号議員の

選挙は？
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Tel〒営業内容 所在地

（株）よこぜカンパニー

はり療治 プリキュワ21

（株）はなふえ

Nail Room TIGRE（ネイルルーム ティグレ）

地域メディアの運営等

ハリ治療

障がい者作業所

ネイル施術

横瀬町横瀬7477ー11

秩父市下影森1106ー1プリキュワ21

秩父市伊古田751ー5

　　　　　ー

050ー6875ー4413

0494ー25ー0212

0494ー62ー4341

070ー2169ー0928

368ー0072

369ー1871

368ー0063

　ー

事業所名

秩父商工会議所 新入会員紹介 会員数 1,678（６月１日現在）

会議所の動き

秩父市商店連盟監査会

青年部役員会

商品券換金

日本政策金融公庫定例相談

県連専務理事会議

正副会頭会議

県連相談所長会議

監査会

事業承継ネットワーク全体会議（WEB）

秩父経済懇話会５月例会

日商全国専務理事会議（WEB）～20日

商品券換金

第１回工業部会幹事会

秩父商業青年経営者研究会監査会

青年部５月例会

ＹＥＧ関東ブロック総会・会長会議

秩父青年会議所創立60周年式典

常議員会

広報委員会

秩父機械電気工業会監査会

県連通常総会

5月

9日・

・

10日・

11日・

・

12日・

13日・

18日・

・

18日・

19日・

・

・

・

20日・

21日・

・

23日・

・

24日・

・

日本政策金融公庫定例相談

「企画提案型事業」打ち合わせ会議

秩父商業青年経営者研究会総会

秩父市商連・商協総会

青年部Ｒ４年.１月例会

小規模事業者連携機関会議

税務指導連絡協議会・秩父青

色申告会監査会・役員会

25日・

・

・

26日・

27日・

・

31日・

※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

　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。

１月例会報告１月例会報告１月例会報告

５月例会報告５月例会報告５月例会報告

　がんばろうちちぶ委員会・新様式まちづくり委員会

では、コロナ禍によって延期されていた合同１月例会

を５月27日（金）に開催致しました。「三峯神社の歴史と

商店との繋がりを知り、一粒万倍日に奥宮参拝をしよ

う。」をテーマに、まずは境内にて三峯神社権禰宜の

松本隆様にご講演をいただき、その後、奥宮（妙法ヶ嶽

標高1332m）を

参拝しました。

　ご講演では、

秩父市内の商店

街や町会との現

在の繋がりと、

その繋がりに至

るまでの歴史を

お話し頂き、明治11年（1878年）３月の大宮郷大火を受

けての火難除けや、戦後の流行となった団体参拝等が

現在に至る信仰のきっかけとなっている旨を伺いまし

た。また、市内の商人が関東圏の講社創立者有志の

方々を道案内し、講社創立の契機となったというお話

しもありました。今までは、なぜ石灯籠等に市内商店

の名前があるのだろう？と疑問に思っていたこともこ

の機会に伺うことができ、とても有意義でした。

　奥宮へは駐車場から入山し約２時間半で往復して帰

ってくることができましたが、前日から心配されてい

た天候も、神社に到着する頃には雨が止み、登頂参拝

時には少し霧が晴れるくらいに恵まれ、道中はとても

楽しい軽登山となりました。機会がありましたら、皆

様も奥宮へ参拝されてはいかがでしょうか。

（委員長　浦島章紘）

　令和４年５月20日（金）にナチュラルファームシティ

農園ホテルにおいて、５月例会「令和４年度秩父商工

会議所青年部キックオフミーティング」を開催させて

いただきました。例年であれば、総会後の懇親会にお

いて、卒業生の皆様からご挨拶をいただき、記念品等

をお渡しするのですが、新型コロナウィルス感染防止

のため、昨年に続き通常総会後の懇親会は中止とさせ

ていただきました。そのため、令和４年度の卒業生に

ご挨拶等をいただく機会がございませんでしたので、

本例会において令和４年度の卒業生のご挨拶いただく

機会を設けさせていただきました。

　また、本年度は令和５年２月に令和４年度埼玉県商

工会議所青年部連合会「ヤングリーダー研修会」秩父

大会が開催予定でございます。この大会を成功するた

めには、会員

一同が、島田

会長、長谷川

実行委員長の

もと一致団結

して、活動し

ていくことが

必要でござい

ます。

　本年度の最初の例会として、まずは会員間のコミュ

ニケーションを深めることを目的とし、日々の活動や

ヤングリーダー研修会の成功という目標を皆で共有で

きた例会だと感じました。

（みんなで学ぼう委員会　委員長　北川誠八）
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●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…６月22日（水）・７月13日（水）・７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）

業況ＤＩは、活動回復で個人消費が持ち直し、改善。

先行きは、価格転嫁が追いつかず、厳しい見方

●全産業合計の業況ＤＩは、▲20.4（前月比＋5.3ポイント）

●先行き見通しＤＩは、▲23.6（今月比▲3.2ポイント）

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331商工会議所が2,583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

　同じような状況や環境に置かれても、それをスト

レスと感じてしまう人と、感じない人がいます。

日々の細かなことにイライラ、クヨクヨせず「スト

レスに強い人」になることができれば、心も体も健康

でいられます。違いを知ることで、ストレスコント

ロールを可能にする方法をお伝えしたいと思います。

　まず、対人ストレスに弱い人の特徴を三つあげます。

（１）常に人の顔色をうかがってしまう

　相手に遠慮して、自分の思いや考えをのみ込んで

しまうことの多い人は、「悪いかな」という気持ちが

先に立ち、結果的に人の意見に振り回されがちにな

ります。

（２）「～べき」で頑張りすぎる

　人から頼られたとき、相談を受けた際などに、自

分が何とかしようと人一倍頑張ってしまうなど、自

分に余裕がなくても断れず、自分で自分を追い詰め

やすい傾向があります。

（３）相手の負のパワーに敏感

　人の気持ちや状況を繊細に感じ取ってしまう敏感

さを持っています。故に他人のマイナスな感情やパワ

ーも自分のことのように受け止めてしまいがちです。

　次に、対人ストレスに強い人の特徴を三つご紹介

したいと思います。

（１）「私は私、あなたはあなた」

　「I’m OK, You’re OK（私は私、あなたはあなた）」

ということを、感覚的に実践しています。余計なス

トレスを感じないためには、「自分の問題と相手の問

題は別」と、割り切って考えられることが大切です。

（２）プロセスを楽しめる

　例えば、山登りをして登頂できなかったとしても、

道中の景色や仲間との時間を楽しんだことを、有意

義な経験ができたとポジティブに受け止めることが

できます。結果だけにこだわらず、そのプロセスを

楽しむようにすることで、物事を前向きに考えられ

るようになり、ストレスにも強くなります。

（３）一人の時間を大切にできる

　他の人と過ごす時間は楽しい反面、何かと気を使

うもの。誰ともつながらない自分だけの時間を意識

的に持つことは心身のリフレッシュにつながり、心

の疲れもリセットできます。一人の時間を大切にす

ることは、自分自身としっかり向き合うことにもな

ります。自分の心を心地よい状態に保つことが、ス

トレスコントロールには最適です。

　ストレスに強くなるには、自分軸をしっかりと持

ち、人との適度な距離感を保つことが重要です。

（日本メンタルアップ支援機構　代表理事　大野　萌子）

対人ストレスに強い人・弱い人の違い
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コ
ラ
ム

コ
ラ
ム

主
要
経
済
指
標

秩父市

横瀬町
（ ）

57

44

95

70＊ ＊

59,799

7,902

26,375

3,339

23

1

（　）内は前年同月との比較 ※住宅・求人・新車は４月　　＊ 秩父郡の数字

５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%

0.80～1.10％

0.60～1.10％

1.10～1.30％（0.45～1.64%）

６月１日現在　融資利率は年利

1.21％

2.01～2.70％（基準）

1.06～2.35％（基準）

1.06～1.55％

1.80％

1.25％

求
職
者
の
情
報

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

－146

－929

（ ）－10

－41 （ ）

－3

＋3

　先月のＧＷ中は秩父にも大勢の観光客が戻って

きて久々に、活気ある光景を見た気がする。さて、

そんな賑わっていたＧＷも明け、幾分落ち着きを

取り戻してきた５月の休日に、家族３人で近くの

マス釣り場に行ってきた。釣り竿を持つこと自体

子供の頃以来で数十年ぶりだが、妻や娘に少しは

いいところを見せようと思い、いざ開始。餌には

すぐに食いつくのだが、釣り上げようとすると針

から外れ逃げられてしまう。何度かそんなことを

しているうちに、傍らで妻と娘が早速１匹目を釣

り上げ、ものの数分で二人とも２匹目をゲット。

後は、私の釣果待ちになってしまったので、仕方

なく娘に引くタイミングを指導してもらうことに

した。開始から20分近く格闘した後、なんとか要

領をつかんだら釣れ始め、勢いで予定より１匹多

く３匹釣ってしまった。釣ったマスは捌いてもら

って持ち帰り、塩焼きにしておいしく頂いた。な

んとも平凡だが、ほのぼのとした楽しい休日を過

ごすことができた。

（Ｋ）

1.10 －0.09

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

資格・経歴等

9：00～16：00
5H、週5日、不問

9：00～16：00
6H、週5日、平日

9：00～15：00
5H、週4日、平日

9：00～17：00
6H、週4日、平日

9：00～16：00
6H、週5日、平日

不問
6H、週4日、不問

9：00～18：00
6H、週4日、平日

8：30～16：00
6H、週5日、不問

8：30～17：30
7H、週5日、不問

8：00～17：00
8H、週4日、平日

調理補助・接客４年
普免

製造17年
普免

接客６年
普免

倉庫作業２年　販売３年
普免

営業12年
普免

事務18年
普免

介護７年
普免

配達11年　製造２年
フォークリフト　普免

製造３年
普免

清掃５年
簿記３級　普免

配達

軽作業

事務

接客
販売

事務
介護

営業
事務

清掃
製造

製造

製造
接客

清掃
調理補助

希望職種 希望時給希望労働時間等

1,000円

980円

1,000円

1,000円

956円

1,000円

956円

1,000円

980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

※ 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。　（６月６日現在）

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

No 資格・経歴等 希望職種 希望賃金

1

2

3

4

5

6

7

8

看護師、介護福祉士

美容師

歯科衛生士

保育士
幼稚園教諭

調理師

社会福祉主事

大型１種自動車免許
フォークリフト運転技能者
車両系建設機械運転技能者

（整地・運搬・積込・掘削用）

アーク溶接、ガス溶接
大型１種、大型特殊自動車免許
フォークリフト運転技能者

看護系

障害者支援

土木作業員

運転手、送迎、
フォークリフト

調理人

保育士
医療事務員

歯科衛生士

美容師

35万円
以上

20万円
以上

30万円
以上

20万円
以上

18万円
以上

20万円
以上

20万円
以上

20万円
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

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。

「秩父商工会議所生命共済制度」加入事業所の皆様へ　令和３年度利益配当金が決まりました。

　支払方法：６月23日（木）（予定）に掛金振替口座へ振込いたします。詳しくは、配当金明細書を郵送しますのでご覧下さい。

自由研削といし取替等業務の特別教育
開催のご案内

　自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の

業務は、省令で「危険又は有害な業務」として定め

られています。

日　時　７月13日（水）９時～16時50分

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　10,000円（税込み､テキスト代を含む）

内　容　自由研削といし、取り付け具等に関する知識、

　　　　取り付け方法および試運転に関する知識、

　　　　関連法令、実技

お問い合わせは（一社）秩父地区労働基準協会まで

TEL：22ー3020


