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秩父商工会議所 第29期 議員選挙
７月１日開催の常議員会において、
役員・議員改選の手続き及び日程等が
審議され、
「１号議員（定数36名、立候補
制）」選任のための選挙委員11名が決
定いたしました。
その後７月22日に開催された第１回
選挙委員会において、各委員に委嘱書
が交付され、選挙委員長には髙山敏克
氏が就任されました。

選挙委員決まる

第29期議員選挙委員会 選挙委員（氏名・ 事業所名）
（敬称略）
◎髙 山 敏 克
浦島 裕史
武藤 芳行
森田 富夫
川幸太郎
武井 朗央
山田 栄作

嶋 村 佳 織 司法書士

髙山園

嶋村佳織事務所

（有）浦島商店
（有）秩父写真館
森仙（有）
武甲証券（株）

井 上 豊 （有）井上成美堂
内 田 靖 秩父大野原郵便局
浦 島 則 之 浦島設計事務所
◎＝【委員長】

武井商店
山田サイクル

●議員の選挙・選任に関する日程
７月15日（金）
選挙人名簿縦覧期間の告示
（規約第11条２項）

７月31日（日）
選挙人名簿作成基準日
（規約第９号）

８月８日（月）～12日（金）
選挙人名簿縦覧期間

◆１号議員選挙日程（立候補制：会員のうちから地区別に選出）
選挙告示

９月15日（木）

１号議員立候補受付

９月20日（火）～９月30日（金）
（土日及び祭日は除く）

１号議員 選挙日

10月11日（火）

役員選任臨時議員総会

11月１日（火）

◆２号議員選任日程（部会選出制：業種別に組織されている部会の代表として選出）
９時30分 工業部会
９月20日（火） 11時00分 建設部会

（規約第11条１項）
※選挙人は「秩父商工会議所議員
の選挙及び選任に関する規約」
に基づいて、８月17日に決定い
たします。

10時～16時（会場未定）

15時00分 商業部会

２号議員選任日
９月21日（水）

13時30分 サービス業部会
15時00分 観光部会

◆３号議員選任日程（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選出）
３号議員選任日

10月13日（木）

埼玉県知事に緊急要望 原油・原材料価格高騰および円安の影響に関する緊急要望
新型コロナウイルス感染症は長期化し未だ収束に至らず、
加えて、ウクライナ情勢や円安などに起因した原油・原材料価
格の高騰は、我が国の経済社会に大きな影響を及ぼし、多くの
事業者にコスト負担の増大をもたらし、さらに厳しい経営環
境を強いています。事業者が事業活動の建て直しを進められ
るよう対策を緊急に講じていただくよう強く要望しました。
１
２
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サプライチェーンの維持・確保及び価格転嫁への支援
原油・原材料価格高騰の影響が大きい事業者への対応
資金繰りに対する支援の継続実施
県内企業のための景気刺激事業の拡充
県補助制度の柔軟な運用

小規模事業者
経営改善資金

●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
・融資利率…1.21％（令和４年８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。

秩父商工会議所 TEL 22ー4411 FAX 24ー8956

平成の名水百選「武甲山伏流水」仕込み
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

武甲酒造株式会社

秩父路の銘酒

マル経資金
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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。

７月例会報告
令和４年７月７日、秩父地場産業振興センター３階
301会議室にて、七月例会を行いました。株式会社よ
こぜカンパニーの代表取締役であり、秩父経済新聞の
編集長である星野邦敏氏を講師にお迎えし、
「商売に
つなげる情報発信能力を磨く」と題して、主流になり
つつある「ネットニュース」に取り上げられる秘策を
伝授いただきました。

秩父市からのお知らせ

星野さんはご自身の経歴紹介を交えながら、私たちと
同じ経営者の立場からどのように地域社会を見つめ、秩
父経済新聞というメディアを立ち上げたかをお話し下
さいました。具体的な掲載例をあげ、記事に取り上げら
れることのメリットや波及効果等も紹介され、参加した
メンバーは、ネットニュースへの掲載を目的とした情
報発信を身近に感じられたのではないでしょうか。
また、当日は副編集長の伊藤美裕紀さんにも同席い
ただき、実際どのような事柄がニュースとして取り上
げられるのかをクイズ形式で教えていただいたり、伊
藤さんが例会の様子をその場で記事にして、翌日の秩
父経済新聞に掲載していただいたりするなど、ネットニ
ュースならではのスピード感を目の当たりにしました。
秩父経済新聞は前向きでハッピーなニュースを伝え
ることをモットーとされており、これからも秩父地域
のハッピーニュースがインターネットを通じて全国に
広まり、より多くの人が秩父に興味を持ち、訪れる契
機となることが期待できそうです。
（colorful～広く届け！
！情報発信委員会 副委員長 嶋村佳織）

計量器（はかり）の定期検査（集合検査）の実施について

計量法の規定により、取引・証明に使用している
「はかり」は２年に１回の定期検査を受けることに
なっています。
事前調査にご回答いただいた方で対象となるはか
りをお持ちの方へは、９月上旬に埼玉県計量検定所
から定期検査（集合検査）の通知が届きますので、
その内容に従って検査を受けてください。通知記載
の日に都合が悪い場合は別の会場でも受けられます。
※事前調査を受けていない方で、取引・証明に使用
しているはかりをお持ちの方は、秩父市産業支援
課までご連絡ください。

定期検査（集合検査）の対象となるはかり
ひょう量（はかることができる最大能力）が250kg
以下の機械式はかり
※家庭用のはかりは対象外。電気式はかり、ひょう量
250kgを超える機械式はかりは、巡回検査の対象。
（別途巡回検査の通知が届きます。）

令和４年度 計量器定期検査（集合検査）日程表
※検査時間は各日とも午前10時～正午、午後１時～午後３時

検査日
９月12日（月）
９月13日（火）
９月14日（水）
９月15日（木）
９月16日（金）
９月20日（火）
９月21日（水）
９月22日（木）

午前
午後

検査会場
吉田総合支所
秩父市役所
荒川総合支所
原谷公民館
秩父市役所
大田公民館
尾田蒔公民館
大滝振興会館
影森公民館

問合せ 産業支援課（TEL：25ー5208）
吉田総合支所地域振興課（TEL：72ー6083）
大滝総合支所地域振興課（TEL：55ー0861）
荒川総合支所地域振興課（TEL：54ー2114）
埼玉県計量検定所（TEL：048ー652ー2171）

秩父郡市医師会からのお願い
現在、新型コロナ感染第７波で感染者激増のため、各医療機関とも発熱者の検査で精一杯の状況です。
陰性証明のための検査（無症状者の検査）についてはお断りしている医療機関がほとんどですので、
ご理解の程よろしくお願い致します。
秩父郡市医師会会長 井上 靖（令和４年７月26日）

４

2022（Ｒ4）
・８

経営かわら版
創業事業者に聞く
2021年12月創業

あなたの『夢』がカタチになるとき
もてぎ

たか あき

Chill 3lute（チルサルーテ）代表 茂木 孝明さん
■創業に至った経緯について教えてください。
いつか自分で事業をやりたいという想いがあり、友人の引間と二人
で健康料理をテーマにしたレストランをオープンしました。きっかけ
は、近年の秩父地域のフィットネスブームおよび新型コロナの流行に
よって健康について考える機会が増えたこと、県の起業支援金の採択
を受けたことです。秩父市内で「健康料理」をメインに提供している飲食店がなかったことや、立地の良さや周
りのサポートにも恵まれ、無事開店することが出来ました。

■お店について教えてください。
そもそも健康料理というと、古くからある精進料理のような質素で物足りないようなモノをイメージする方も
多いと思いますが、当店はそのイメージを変えたいと思っています。
“グルテンフリー”や“白砂糖不使用”など、
健康面にこだわりながら、ただヘルシーなだけではない、栄養バランスを配慮しながら見てオシャレ・食べて美
味しい・量も満足できる料理を提供しています。
料理はイタリアンがベースの創作料理です。シェフの引間は都内のイタリアンで修行し、私と同じく健康的な
食事に関心を持っていました。二人で健康食をテーマにしている飲食店をめぐり、自分たちのオリジナルメニュ
ーを完成させてきました。

■オススメのメニューは何ですか
ランチメニューでは、
「上質なランプ肉のローストビーフ 和風ソース」が好評です。丁寧に下処理した後、低温
調理で柔らかく仕上げたローストビーフは、鉄分が豊富で貧血予防やコラーゲン生成が期待できます。ビタミン
B群や亜鉛も豊富なためタンパク質の合成や脂肪燃焼にも効果的。うまみと肉汁を閉じ込め柔らかく仕上げた自
慢の一品ですので、とろける味わいを是非お試しください。
また、健康料理でスイーツというと意外に思われると思いますが、ガト
ーショコラが絶品です。当店のガトーショコラは、チョコレートを使用せ
ずに作っています。チョコレートの原料であるカカオマスを使用し、カカ
オパウダーと合わせチョコレートを使用せずに濃厚なガトーショコラに仕
上げました。お客様から非常に好評です。
その他、ディナータイムはコース料理の要望も多くいただくようになっ
ていますので、ご提供が出来るように今準備しています。試行錯誤しなが
ら、外食でも健康的な食事をとれて楽しんでいただけるように工夫してい
きたいと考えています。

■ズバリ、創業で苦労したことは？

ガトーショコラ

起業支援金の申請ですかね（笑）。ただ、採択を受けられるような事業計画を作るためには、地域にあるニー
ズや置かれている状況を調べること、自分たちが出来ること、やるべき事などをしっかり分析しなければならな
いので良い経験になりました。事業計画書づくりに取り組んだおかげで、融資の申込等もスムーズに出来たり、
ターゲット層となるお客様のニーズに合ったメニュー開発が出来るようになりました。

■最後に読者の皆様にお伝えしたいことはありますか。
個室の座席もこだわっており、掘りごたつで友人や家族などリラックスできる空間で食事をしていただきたい
と考えています。健康には気を遣っているので外食は控えがちだけどたまには楽しみたい、フィットネスジムの
運動とあわせて食事面でも身体に良いものを食べたいとお考えでしたら当店へ是非ご来店ください。健康料理の
概念を覆します。
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【 Chill 3lute （チル サルーテ） 】

秩父駅

秩父
まつり会館
●

【 所 在 地 】〒368－0046 秩父市宮側町７－３
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0494－53－9111

５

Chill 3lute

【営業時間】ランチ 11：00～15：00 ディナー 18：00～23：00

秩父神社

【 定 休 日 】水曜日（全日）・日曜（ランチのみ営業）
【 駐 車 場 】有（共有駐車場）12台
ホームページ

インスタグラム

武甲酒造●

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 1,679（７月26日現在）

事業所名

営業内容

所在地

Tel

北堀造園
Chill 3 lute（チルサルーテ）

造園・庭木手入れ・草刈り等
カフェ・レストラン

秩父市山田2697ー3
秩父市宮側町7-3

090ー7706ー4122
0494ー53ー9111

会議所の動き
7月
1日・常議員会
4日・工業部会行政との懇談会
・青年部役員会・ヤングリーダ
ー研修会実行委員会
5日・源泉所得税説明会（～７日）
・県連総務委員会
6日・県連商業委員会
・秩父機械電気工業会総会

行事予定
9月
3日・県青連研修と交流の集い蕨大
会（・10日）
5日・青年部役員会・ヤングリーダ
ー研修会実行委員会
14日・日本政策金融公庫定例相談
15日・日商通常会員総会

7日・マル経審査
・県連工業委員会
・青年部７月例会
12日・商品券換金
13日・日本政策金融公庫定例相談
15日・雇対協合同就職面接会
20日・県連地域別事務局長会議
21日・商品券換金
・日商委員会（ＷＥＢ）
・県職員研修（ＷＥＢ）
22日・正副会頭会議

22日・マル経審査
・選挙委員会
・広報委員会
26日・秩父機械電気工業会分科会・
運営委員会
27日・日本政策金融公庫定例相談
・中堅社員ビジネススキル向上
研修
・小規模事業者連携機関会議
29日・「企画提案型事業」打ち合わせ
会議

16日・最新プレスリリースオープン

26日・正副会頭会議
27日・ちちぶ創業塾②
28日・大学校研修（～30日）

セミナー
20日・県青連第３回役員会
・ちちぶ創業塾①
・２号議員選任日（～21日）
21日・日本政策金融公庫定例相談
・創業フォローアップ個別相談
（・28日）

※日商……日本商工会議所
※県連……埼玉県商工会議所連合会
※県青連…埼玉県商工会議所青年部連合会
※雇対協…秩父地域雇用対策協議会

６
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商工会議所からの
お知らせ

知っていますか？インボイス制度

適格請求書（インボイス）発行事業者の登録申請はもう始まっています
令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイスを発行するためには、登録申請が必要です。登録を受けると、税務署から登録
年月日や登録番号がお通知されます。

１．適格請求書（以下、インボイス）とは
売り手が買い手に対して、適用税率や消費税等と伝え
るもので、現行の請求書に「登録番号」「適用税率」「税
率ごとに区分した消費税額等」を追記したものです
必要記載事項は以下のとおり
①発行事業者の氏名・登録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率対象品目はその旨）
④税率ごとの合計の対価の額と適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥交付を受ける事業者名

２．インボイス制度が始まるとどうなるのか
ポイント① 自社がインボイスを発行しないと、販売先が取引を見直す！？
自社がインボイスを発行しないと、
販売先は仕入税額控除が出来ないので、取引先が取引を見直す可能性があります。
ポイント② 仕入れ先がインボイスを発行しないと、自社の税負担が増加！？
仕入れ先からインボイスを入手できないと、
自社は仕入税額控除が出来ないので、自社の税負担の増加につながる可能性があります。
①のような状況にならないよう、インボイス
の発行を希望する場合は、インボイス発行事業
者の登録申請をご検討ください。免税事業者
の場合も登録が必要になる場合もあります。
申請方法等、インボイス制度の概要は国税庁
の特設サイトをご確認ください。

インボイス制度
特別サイト

消費税軽減税率・インボイス制度
電話相談センター
インボイス制度に関する一般的なご相談は
国税庁コールセンターへ
【専用ダイヤル】0120ー205ー553（無料）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）

３．インボイス発行事業者の登録申請を検討するためのフローチャート
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［参考］仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を引いた金額を納税する仕組みのことです。
予定通り2023年10月からインボイス制度が始まった場合で、仕入れ先がインボイスを発行しない場合、販売先
の消費税の納税額が増加します。

インボイス制度に適切に対応するためには、消費税の仕組み（簡易課税制度や仕入税額控除に対
する経過措置等）について正しく理解する必要があります。詳しくは所轄税務署・顧問税理士等
にお問い合わせください。
秩父商工会議所では、インボイス制度および電子帳簿保存法に対応する、課税事業者向けおよび免
税事業者向けそれぞれの講習会の開催を企画しています。
開催については、今月号に折り込みのチラシ“ここだけは押さえておきたい「インボイス制度電子帳
簿保存法対策セミナー」”をご確認ください。

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点

企業の成長を担う「即戦力人材」の採用をサポートをします！

拠点への相談は無料です
※人材会社への成約手数料は必要

まずはご相談ください！
［問合せ先］

projinzai@saitama-j.or.jp

埼玉県 プロ人材

８
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それだけでなく、不安定に陥りやすいのは、人と
の接触が極端に減っているときです。人は「話すこ
と」によって自分の気持ちをある程度整理できます。

孤立・孤独を防ぐ会話のススメ

しかし、マスクやソーシャルディスタンスが求めら
れる今は、会話は最小限で終わらせる、なるべく人

人との関わりが変化して久しい生活の中で、孤立

には話しかけないようにするという雰囲気があって、

感、孤独感から心身の不調に陥る人が増えています。

気持ちを人と共有するゆとりがありません。職場で

不安感、恐怖感、焦燥感、やる気の喪失、集中力の

のちょっとした集まりもほとんどなく、異動や転職

欠如、気分の落ち込みなどを訴える人が多く、また、

後、相手がどんな人かまるで分からず、雑談もでき

疲れやすさや体のだるさ、睡眠障害などが顕在して

ないといいます。オンラインで画面越しにしか会わ

います。

ない場合は、年齢すら推定でしかなく、共通の話題

少しずつ以前の生活に戻る兆しも見えますが、コ

を探る糸口さえ見つけられないのです。こうした状

ロナ禍で強いられた制限のある生活様式は習慣化さ

況が続けば、気持ちはどんどんネガティブな方向に

れつつあり、元に戻すことも難しいのが現実です。

傾いていきます。

この状況下では誰しもが少なからず負担を強いら

まずは、どんな形でもよいので、人と話す機会を

れていますが、同じ状況下にあっても、その感じ方

増やすことです。
“話すこと”で、自分の気持ちや自

はさまざまです。例えば、コップに水が半分入って

分に起きた出来事をアウトプットすることが大事で

いるのを見て、
「まだ半分ある」
（から大丈夫）と感じ

す。家族や友人だけでなく、会社の同僚や仕事関係

る人と、
「もう半分しかない」
（から大変だ）と感じる

者、また緩くつながれるコミュニティーなどでの会

人がいます。言うまでもなく、前者にはゆとりがあ

話ができると効果的です。

りますが、後者は焦りと不安が増してきます。こう

これに加えて、気分の落ち込みが激しい人の場合

した感じ方の違いは、日々の生活の状況や置かれた

は、情報をシャットアウトすることも心掛けましょ

環境に影響されますが、根本的には個人的な価値観

う。往々にして人は不安になればなるほど情報を欲

が大きく左右します。後者の不安になりやすい傾向

するものですが、ネガティブ情報に触れ過ぎないこ

にある人は、責任感が強くて几帳面、真面目な人に

とも大切です。

多く見られます。

（日本メンタルアップ支援機構 代表理事 大野 萌子）

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

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…８月24日（水）・９月14日（水）・９月28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、改善もコスト増により力強さを欠く。
先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる
●全産業合計の業況ＤＩは、▲17.8（前月比＋2.5ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲23.0（今月比▲5.2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331商工会議所が2,576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%）
８月１日現在

主要経済指標

７月

人

口

世

帯

数

（ －960） 26,383
（
59,671

秩父市

（ －127）
7,896

横瀬町

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 ）

－54）

（
16

－4）

＋4）

（
1

－2）

（
3,346

（ ）内は前年同月との比較

求職者の情報

問い合わせ先…ハローワーク秩父

TEL.22-3215

トラック運転手
製造系（組立）

20万円

看護師10年
1
看護師 普免

2 一級建築士

建築工事監督
建築設計

45万円

2

事務５年
普免

3 日商簿記２級

総合事務員

3

事務１年
簿記３級

全経簿記１級
医療事務

医療事務員
総合事務員

4

歯科助手・受付36年
普免

4

希望職種

以上

以上

19万円
以上

18万円

資格・経歴等

製造１年

普免

6

フォークリフト運転技能者、玉掛技能者
足場の組立等作業主任者、
クレーン運転士 他

7 歯科衛生士

8

介護福祉士
秘書検定３級、簿記実務検定２級

9 看護師

看護師
施設運転、保全
ビル管理
製造

歯科衛生士
介護職
製造
看護職

＊ 45
＊ 秩父郡の数字

希望職種

希望労働時間等

希望時給

看護

8：30～16：00
7H、週5日、平日

1,500円

事務

9：00～15：00
5H、週3日、平日

956円

事務

9：00～17：00
6H、週4日、平日

956円

製造
事務

9：00～15：00
1,000円
5H、週5日、水日祝以外

製造

10：00～15：00
4H、週4日、不問

956円

以上

5 製造14年
5 看護師

74

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

二級ガソリン自動車整備士、
二級ディーゼル自動車整備士
大型１種自動車免許

65

パート求職者

希望賃金

1

資格・経歴等

軽自動車

78

※住宅・求人・新車は６月

※ 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

新車登録台数
（（一社）自販連 埼玉県支部）

1.21
（ ＋0.11）
＊

一般求職者

融資利率は年利

25万円
以上

6

栄養士５年
栄養士 普免

調理
栄養士

8：00～17：00
6H、週5日、不問

1,000円

7

販売２年 接客・事務10年
普免

販売
接客

9：00～17：00
7H、週4日、不問

1,000円

8

製造4年 調理2年 事務2年 軽作業
普免
調理

7：00～15：00
5H、週3日、平日

956円

9

製造13年
普免

軽作業

9：00～16：00
6H、週5日、不問

956円

清掃

9：00～15：00
960円
5H、週4日、日曜日以外

25万円
以上

20万円
以上

20万円
以上

25万円
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

（８月１日現在）

染者数の発表より、重症化された患者数と割合を
発表し経済活動を平常化することを期待します。
祭りカメラマン

画像
「令和4年 秩父川瀬祭り 上町笠鉾」

コロナ禍のため中止されていた秩父川瀬祭りが
２年ぶりに開催されました。失われた２年間に囃
子手として参加出来なかった６年生がいた事、輝
く機会を逸した事をとても残念に思います。人口
減・生活の多様性を考えると伝統文化の継承は
年々難しくなっていると思われます。そこで打開
策を考えた時、小さなうちから祭りに参加しても
らい、祭りファンの子供たちと親御さんを増やし
ていく事が案外と継承の近道なのかも知れません。
ここに来て第七波が拡大していますが、ウイル
スは必ず変異するものです。個人的にはコロナ感

10 清掃８年

10
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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

玄そばを入念な精選処理を施し、石臼で挽き篩にかける。
出来上がったそばは 香り、味わい、風味は絶品です。
ぜひ御賞味下さい。

秩父商工会議所 優良従業員表彰
秩父商工会議所では優良従業員表彰を実施致します。
貴事業所で該当がありましたらご推薦下さい。
※昨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きます。

負担金

被表彰者１人につき、一律1,100円（税込）

●優良表彰
令和４年８月１日現在会員事業所に勤務している従業
員で、勤続10年以上、20年以上、30年以上に達し、勤
務成績が優良なもの
●特別功労表彰
会員事業所の従業員で、発明・考案・改良・その他技術
向上など、事業所の業績向上に著しく貢献したもの
※詳細については、今月号の折り込みチラシをご覧ください。

おめでとうございます（敬称略）
●第225回
第135回

珠算検定試験
珠算段位認定試験

令和４年６月26日（日）
会場：埼玉県立熊谷高等技術専門校秩父分校

段位珠算

準初段
１級

嶋 﨑 美 心（つくし珠算会）
清 水 捷 翔（八幡珠算塾）
磯田真紀乃（チーム浅見）

生活習慣病（成人病）健診のご案内

手打ち麺

正庵

横瀬町横瀬655 〔 営 業 日 〕土・日・祝日・火・水は要連絡
090-1546-9037 〔営業時間〕11時～18時
FAX.24-5178 〔 定 休 日 〕月・木・金曜日
当店は３卓11座席です。混雑防止の為、ご連絡頂ければ幸いです。

日

程 10月26日（水）・10月27日（木）
両日共に午前８時30分から
（女性の方は午前10時30分から）

会

場 秩父神社 参集殿２F 榊の間

内

容 身体計測・腹囲の計測・胸部レントゲン検査・
心電図検査・尿検査・胃部レントゲン検査・
便潜血検査・視力検査・聴力検査・血圧測定・
血液検査・医師の問診 等

検査料 16,250円（共済制度非加入事業所 19,200円）
〔オプション〕子宮ガン検査 3,350円
腹部超音波検査 5,270円
（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。

※当検査内容は、労働安全衛生法の定期健康診断項目
及び特定健康診査項目が含まれております。
※秩父市・横瀬町国民健康保険（国保）の被保険者の方、
後期高齢者医療保険の被保険者の方、全国健康保険
協会（協会けんぽ）の被保険者の方（いずれも一定
条件あり）は、検査料の助成を受けられる場合があ
ります。
健診機関 （医）慶繁会 青山セントラルクリニック
TEL：03-5378-8123
お問い合わせ 秩父商工会議所 TEL：22ー4411

前回の
答え

※詳細・申込については、来月号のチラシをご覧下さい。
秩父商工会議所は８月15日（月）および16日（火）は夏季休業となりますのでご了承ください。

