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平成30年11月17日（土）発行

第266号

協力：e-factory

むさし府中商工会議所

パソコン教室のご案内

平成 3 0 年度

初心者の方からスキルアップを目指す方まで、充実の40講座からお選びいただける
パソコン教室です。画面を見て学ぶeラーニングに加えて、常駐講師が学習をサポー
トいたしますので、ぜひご活用ください。
★★★★★５つの安心で通いやすく！★★★★★
①入会金・教材費無料！安心の月謝制で一度に多額の出費は不要です。

②便利な自由予約制！曜日や時間は固定しなくても大丈夫！
お仕事やご予定に合わせて予約ができます。

③授業の振替可能！

予約当日でも１時間前までならキャンセル・変更が可能です。

④講師が常駐！

解らないことはすぐに質問してください。わかりやすく丁寧にお答えいたします。

⑤わかりやすい教材をご用意！

初心者にもわかりやすいオリジナル教材です。

★★★★★講座の一部をご紹介★★★★★

Word（文書作成）

初級（書式設定や表の作成等）、中級（はがき
作成やオリジナル便箋作成等）、上級（名刺や
ペーパークラフト作成等）ご自身のレベルに
合わせて選択できます。

パソコンをはじめよう講座

マウスの操作や、電源の入れ方、終了方法な
ど、まだパソコンを触ったことのない方や基
礎からもう一度学びたいと思っている方に最
適な講座です。
（対象Windows7／8.1／10）

Excel（表計算）

初級（計算式の作り方、簡易グラフ作成等）、
中級
（名簿の効率の良い作り方、データ比較・
分析等）、関数講座などビジネスに役立つ内
容でスキルアップを目指しましょう。

その他、短期スキルアップコースを活用すれば１ヶ月通い放題で

特別料金４３，０００円でのご提供も！（先着５名様限定/2ヶ月コースもあります）

無料説明会随時開催しています。お電話にてご予約ください。
ご予約・
お問合せ

平成30年度府中市商工振興表彰式典が、11月21日(水)午後２時より、本商工会議
所会館大ホールにて開催されます。これは永年にわたり府中市商工業の振興発展に
尽くされた方々や、本商工会議所の運営・事業に協力されるなど、様々な分野で功
績のあった方に対して表彰を行うものです。当日は、お一人ずつ賞状と記念品が手
渡されます。
表彰区分・今年度授賞者数

1回50分あたり1,200円＋機器使用料200円（1回）、教室維持費1,000円（1ヵ
月）。これ以外一切費用は掛かりません！

小学生から始めよう！プログラミング講座
世界で一番利用されている教育用ビジュアル
プログラミング言語「Scratch」を使って学習
します。
「自分で考える力」を大きく伸ばしま
しょう！

経営者表彰
１０名

最優秀従業員
表彰
１６名

優秀従業員
表彰
５０名

企業功労者
表彰
２０名

優秀技能者
表彰
１０名

寄付行為
表彰
３件

商工まつり
事業功労
感謝状
１件

寄付行為
感謝状
１９件

都内に勤務する技能者のうち、極めて優れた技能を持ち、
他の技能者の模範と認められる方々に贈られる東京マイスター知事賞を、
くろさわ かずよし

東芝インフラシステムズ株式会社の黒 澤 和 芳さんが受賞されました。
おめでとうございます。
くろさわかずよし

黒 澤和芳さん

（圧力計組立工）

大中小の会議室

最大１２０名収容可能

リーズナブル

一般料金1,440円～
会員の方は約３割引！

むさし府中商工会議所会館では、会議や講習会・研修・懇親会など幅広いニーズに対応した大小
様々な会議室を９部屋ご用意しております。プロジェクター・パソコン・ピアノ（大ホールのみ）の
貸し出しも可能です。利用時間は午前（９時～１２時）、午後（１３時～１７時）、夜間（１８時～２２時）
の区分に分かれており、駐車場（約４０台）も無料でお使い頂けます。お電話や窓口で６ヶ月先まで
ご予約ができます。詳細はお気軽にお問い合わせください。

▲第１特別会議室(定員28名)

▲第2特別会議室(定員14名)

ご予約・お問合せ：むさし府中商工会議所

原子力発電所や上・下水道等に使用され高い信頼性が要求される圧力検
出器、液位検出器の製造に携わり、ソルダリングや各種溶接等の技能を
有している。全東芝技能競技大会にて優秀賞を獲得した後、社内マイク
ロソルダリング教育指導員や中央技能検定委員、認定訓練校指導員など
を務め、後進の育成に尽力している。

むさし府中商工会議所

貸会議室 あります！
アクセス抜群！

▲昨年の表彰式典の様子

平成30年度東京都優秀技能者(東京マイスター)知事賞
受賞おめでとうございます！

むさし府中商工会議所パソコン教室 042-306-9979
府中市緑町3-5-2 むさし府中商工会議所2階

京王線東府中駅徒歩１分

府中市 商工 振 興 表 彰式 典 開 催

ご加入のおすすめ

本商工会議所は、活力ある府中を築くため、長年府中市経済の持続的な発展や地域中小企業の
活力強化に取り組んでいます。府中市内で営業している事業所・工場・店舗をはじめ、各種団体や
法人（支店・営業所含む）・医療機関・個人事業など、ほぼ全ての業種・業態を営んでいる方
であればご加入頂けます。経営についてのご相談や、各種セミナー、福利厚生や地域交流まで、
事業に関することなら何でもご相談に応じますので、ぜひご加入の上ご活用ください！

ーーーーー会員の方の声ーーーーー
利率の低い「マル
経融 資 制度 」を利用
しました。お金を借り
るだけでなく、
その後
も経営の相談等でア
ドバイスや専 門 家の
方を紹介してもらって
います。

自社のホームペー
ジもありますが、会員
になったことで「たま
ごネット」にページを
作成しブログ を投 稿
し始めたところ、
ブロ
グページが 検索で上
位に表示されるように
なりました。

労働保険の加入や
納付手続き等が委託
できて負担が減りま
した。代 表 者 や家 族
従 業 員も加入できる
ので助かっています。

▲大ホール(定員120名)

総務部 ０４２－３６２－６４２１

2018

(

生 命共 済に８００
円で加入していたお
陰で、業 務 外 のケガ
でもお見舞 金をもら
うことが出来ました。
年に１回 配 当 金もあ
り、割安な掛金だと思
います。

(

)

)

サポート
無料

760
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(
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「森 昌子 コンサート」に4,000名様ご招待

府中けやき並木イルミネーション2018

第35回府中大商業祭

点灯中

今 年も、イルミネーションが 府中駅南口のペデス
トリアンデッキと府中けやき並木で行われていま
す。様々な形のイルミネーションが あたり一面を彩
り、光り輝く世界となります。
※電 飾はLEDを使 用しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆期 間 12 月25日(火)まで
各日午 後４時3 0 分～ 午前 0 時まで
◆主催 府中けやき並 木イルミネーション
実 行 委員 会
ＴＥＬ：042-335 - 4095

府中市商店街連合会では、今年度
も｢第35回府中大商業祭｣を実施
いたします。

このイベントは、市内の商店街が
日頃のご愛顧への謝恩事業とし
て実施するものです。

12月10日(月)から府中市商店街

連合会加盟店でのお買上げによ

り、来年2月2日(土)府中の森芸術
劇場どりーむホールで行う｢森 昌

本所では本年度、飲食業の振興策の一つと
して、府中市の農産物を使用した飲食店（登
録37店）の販売促進を行っております。
ぜひご注目ください。

子 コンサート｣招待券などが抽選
で当たります。

※売出し方法など詳細はポスター

●第29回府中市農業祭り＝＝＝＝＝＝＝

掲出のあるお店や商店会まで。

都立農業高校（府中市）食物科の有志生徒
15名が考案した府中野菜を使用するピザメ
ニューの中から、
「里芋とキノコのゴルゴン
ゾーラ」と「椎茸とおもちのピザ和風ソース」
の２種類を当日キッチンカーで販売いたしま
す。
【期日】平成30年11月17日(土)・18日(日)
(両日9：00～15：00)
【場所】府中市郷土の森博物館
(府中市南町6-32)

お問合せは事務局：042-362-6421まで

市 内 の イ ベ ン ト 情 報

紅葉丘商店会・多磨駅商店会・
紅葉商栄会 歳末大売出し

15

▽場所：新町商店街
▽主催：新町商店会

16

府中の魅力あふれるスポットを巡ります。
当日でもどなたも気軽に参加できます。

タマロード商店会餅つき大会

12
12

（※ガイド・ポールウォーキングコースは除く）

25

▽問合せ：歩いて知ろうわがまち府中！
実行委員会事務局
電話０４２ ３-３５ ４-４７７

12
12
10
25

12

▽時期： 月８日 土( ～) 日 土( )
※抽選日： 月 日 日( )
▽場所：抽選場所…つくし幼稚園内
▽主催：紅葉丘商店会・多磨駅商店会・
紅葉商栄会

12

23

●インスタキャンペーン実施中！＝＝＝＝

登録店のPRにつながるようなステキな写真
を投稿した方に商品券等をプレゼントいたし
ます。
【期日】平成30年11月17日(土)～
平成31年1月15日(火)
【投稿方法】
①APP STORE、Google Playから
Instagramをインストール
②公式アカウントInstagram
@musashi_fuchuをフォロー
③府中野菜を使った料理や
「美味しい瞬間」を撮影
④ハッシュタグ『＃府中Vegefull』を
つけて投稿

HP

▽時期： 月２日 日( )
▽場所：旧ニューヤマザキデイリーストア
府中鎌田店前
▽主催：タマロード商店会

▽時期： 月 日 月( ～) 日 火( )
※抽選日： 月 日 火( )
▽場所：清水が丘東公園
▽主催：タマロード商店会

15

12

タマロード商店会歳末大売出し

▽時期： 月２日 日( ～)８日 土( )
▽場所：分倍河原共栄会内
▽主催：分倍河原共栄会

歳末無料抽選会

分倍河原共栄会
歳末謝恩福引セール

ギンギン祭り・歳末福引大売出し

12
12

主 催 者の都 合により開 催 時 期 や開 催 場 所
の変更がある場合がございます。
市 内 商 店 街 情 報 は 会 議 所 た ま ご ネット
ト(ップページから商店街情報 か)らも検索
できます。

10

武蔵台商店会 餅つき大会

▽時期： 月 日 日( )
▽場所：武蔵台３丁目崎山小児医院駐車場
▽主催：武蔵台商店会

31

25

日

31

30

11

▽時期： 月 日 日( )
▽場所：多磨霊園駅南口東郷寺坂下商店
街内「今城三郎材木店」
▽主催：是文通り商店会

27

in

11

▽時期： 月３日 月( ～) 日 土( )
※抽選日： 月 日 土( )
▽場所：抽選場所…珈琲トップ駐車場
▽主催：府中本町プラザ商店会

25

12

12 6

12

25

15

12

本町商店会イルミネーション

12

歳末感謝祭

31

イルミネーション 並木

▽時期：平成 年１月７日 月( ま)で
クリスマス装飾… 月 日 火( ま)で
提灯の飾付 大(國魂神社 …) 月 日 木( ～)
平成 年１月７日 月( )
▽場所：府中駅南口・並木通り商店街内
▽主催：並木通り商店会
31

22

▽ 時期：抽選会… 月 日 木( ～)８日 土( ) ▽時期： 月中旬～平成 年１月上旬
真っ昼間市… 月８日 土( )
▽場所：府中本町駅北・本町商店会内
▽場所：大東京綜合卸売センター内特設会場
▽主催：本町商店会
▽主催：大東京綜合卸売センター事業 協( )

歳末ふれあい感謝デー

▽時期： 月８日 土( )
▽場所：晴見町商店街通り
▽主催：晴見町商店街 振( )
12

23

24

学園通り商興会
スノーイルミネーション

25

2212

11

▽時期： 月 日 金( ～)平成 年２月
日( ま)で
▽場所：晴見町３丁目地先
▽主催：学園通り商興会

12

12

歳末大売出し抽選会

12

10

第４回府中市民協働まつり

10

▽時期： 月 日 土( ・) 日 日( )
午(前 時～午後４時）
▽場所：府中市市民活動センタープラッツ
（ル・シーニュ５・６階）
▽内容：市民活動団体・企業・行政など
約１１０の団体 が参加し、ワークショッ
プや活動展示、相談、パフォーマンスな
どを通して活動を紹介します。
▽問合せ：第 ４ 回 府 中 市 民 協 働 ま つ り
実行委員会 電話０４２ ３-１９ ９-７０３

25

第２回キテキテマルシェ

11

▽時期：売出… 月１日 土( ～) 日 土( )
※抽選日： 月 日 土( ・) 日 日( )
▽場所：抽選場所…マインズ農 協 白 糸 台
支店前駐車場
▽主催：むさしの台商栄会

31

回って得するスタンプラリー

31

▽時期： 月 日 日( 午
)(前 時～午後７時
※荒天中止 )
▽場所：けやき並木通り
▽内容：府中の隠れた名店の屋台めしや、
採れたて新鮮野菜、素敵な工芸品や雑貨
が並びます。
▽問合せ：キテキテ府中マルシェ事務局
電話０４２ ３-１９ ９-６８２

12

▽時期： 月１日 土( ～) 月 日 火( )
▽場所：中河原駅前南大通り商店会内
▽主催：中河原駅前南大通り商店会

25

第５回ウォーキング大会
歩いて知ろうわがまち府中！

▽時期： 月 日 日( 荒
)(天中止 )
▽場所：フォーリス前 ス(タート・ゴール ) 年末年始イルミネーションまつり
▽内容：体力にあわせてコースを選び、
▽時期： 月１日 土( ～)平成 年１月 日 木( )
11

※詳細は本会議所HP「たまごネット」をご確認ください。

口腔ケアで健康長寿になりましょう！
高齢になり心と体の働きが弱くなる軽度の虚弱、つまり健康と要介護の中間の
状態を
『フレイル』といいます。これは、単に
「身体」の虚弱だけではなく、
「 社会性
（閉
じこもり）」や「こころ（うつ）」の虚弱という３つの要素がお互いに影響し合ってい
る状態です。
最近、高齢者の健康や介護予防の話題でよく耳にする『オーラルフレイル』は、
滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品が増えるなどの口腔機能の衰
えのことですが、これらの衰えは身体の衰えと大きく関わっています。
歯や口腔機能を保つことが、フレイルの状態を改善させることが明らかになって
きました。健康長寿のために、些細な口腔機能の低下に早めに気づくよう心がけま
しょう。
▼▼▼飲込み機能チェックリスト▼▼▼
①お茶や食事でむせる
②よくせきをする
③薬が飲みにくい
④声が変わった（がらがら声や、思った声が
出せない）
⑤舌に白いコケのようなものがついている
⑥体重が減った
⑦唾液が口の中にたまる（よだれが垂れる）

⑧食べられないものが多くなった
⑨飲みこむのに苦労する
⑩固いものが噛みにくくなった
⑪発熱を繰り返す

このような症状が気になる方は、まずは主治医やかかりつけ歯科医に相談しましょう。
健口体操や正しい口腔ケアを身につけることも有効です。

【食べる・飲み込む機能相談窓口】
府中市福祉保健部健康推進課成人保健係

電話：042-368- 6511

痛んだお家、私たちにおまかせください
－貴方の街で安心と信頼の－

総合リフォーム専門店

リフォームで耐震補強 !!

○屋根の軽量化 ○耐力壁による補強
○基礎の補強
○継手金物の補強など…

バリアフリー工事で安全生活 !!

○各所手すり取付け ○段差解消
○トイレの洋式化 ○引き戸への扉の取替え
など…

詳しくは、お問い合わせください。
その他、住宅に関する事は何でも
ご相談ください。見積り無料です。
当社は、むさし府中商工会議所

（有）くに工務店

建設振興会会員です

今すぐ「会議所ニュースを見た」とお電話を！

0120-868-923

TEL:
本社 府中市日新町 2-30-28
TEL/042-363-6611 FAX/042-363-6587 mail/868-923@zaq.home.ne.jp
お電話での申し込みは平日 7：30 ～ 19：00 まで

FAX

mail での申し込みは 24 時間受付中！
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府中市内のパン屋さん

特集

ふんわり漂う焼き立てパンのいい香り。
忙しい日々の中でも、そんな香りに出会ったらぜひお店に寄ってみてください。ちょっとだけ、豊かでしあわせなきもちになれますよ。

モルゲンベカライ

プチ・アンジュ昭盛堂

じっくり発酵で香り高いパン作り

イベントも豊富な人気店

京王線武蔵野台駅を北口から出て、品川街道沿い
にある「モルゲンベカライ」。温かみのある店内には
次々とお客様が入っていきます。現在の店主である富
山さんは、３年 半前にそれまでの店主から味を引き
継いだ２代目。元々はご自身でお店を開いていました
が、パン研究で食べ歩くうちに出会った前店主に弟子
入りし、一緒に働いたご縁で現在に至ったそうです。
お店の一番人気はゆっくり低温で発酵させ焼き上げ
た食パン「プルマンソフト」。生クリーム入りの生地は
トーストしても中がもっちりふわふわで、遠方から予
約して買いに来られるファンも多いとのこと。一度食
べたら忘れられないおいしさです。また、本場の辛さ
に近づけたスパイスの香り豊かな「グリーンカレーパ
ン」や「インドカレーパン」もおすすめです。
いつも新 作
のアイディアを
練っているとい
白糸台
うご 主 人 。「身
モルゲン
中央公園
ベカライ
体を大事に、長
くお店を続けて
品川街道
いきたい」とい
武蔵野台駅北
セブンイレブン
う思いは、通い
続 ける お 客 様
の願いでもあり
武蔵野
ます。
台駅

晴見町商店街の中にある「プチ・アンジュ昭盛堂」
は、１９６２年に先代が創業し、今年で５６年目を迎え
ました。他店で修行を積まれたご子息が家業を継いで
早１３年。独自のイベントが豊富で、国立市に立ち上げ
た支店もますます盛り上がりを見せています。当店の
イチオシは今年「カレーパングランプリ」で２年連続金
賞を受賞した「味わいカレーパン」。ブイヨンから自家
製で作り、じっくり煮込まれたカレールーからは野菜の
甘みが感じられます。また、もっちり食感の揚げベーグ
ル「もちもちべー」、玉子やポテトサラダ等をサンドし
た「三角サンド」、手軽で食べきりサイズの食パン各種
も人気です。
「プチ・アンジュ」という店名には「小さな
天使が食卓に小さい幸せをもたらしてくれたら…」とい
う願いが込められているそう。従業員同士も和気あい
あいと活気があ
刑務所東角
北府中駅
り、お客様はも
美術館通り
ちろん従業員も
大切にされてい
晴見町公会堂
るお店だからこ
府中医王
北府中
病院
そ、
「みんなが幸
公園
プチ・
せになる老舗」
アンジュ
という夢が 叶
う日も近そうで
富士見通り
す。

▲店構えは木のぬくもりが感じられます

▲人気のプルマンソフト（一斤302円）

白
糸
台
駅

駅
北府中

▲種類豊富な店内

府中街

道

府中市白糸台2-66-1
（京王線武蔵野台駅 徒歩約2分）
営業時間：9：15～18：30
定休日：日曜、第2･第4木曜
電話：042-351-0511

府中団地角

地域を見守るあたたかいお店

おいしい酵母でごはんのようなパン

南町のかえで通り沿いにある青い扉が可愛らしい
「木村屋製パン」は、家族4人でパン作りから販売ま
で行うアットホームなお店です。1965年、先代が30歳
の頃に東小金井で創業し、その後1979年に現在地へ
移って来られました。80歳を過ぎた今も現役で、幼い
頃から買い物に来てくれていた地元のお客様が大人に
なり、自分の子どもと一緒に買い物に来る様子を見守
ることにやりがいを感じるといいます。お店は、パン屋
さんには珍しくショーケースに入ったパンを選ぶ対面
方式で、ケーキ等の洋菓子も販売されています。人気
の調理パンが種類も多く並ぶ中、一番人気は懐かしい
味わいの「焼きそばパン」です。
「焼きカレーパン」も、
昨年の「カレーパングランプリ」で金賞を受賞した自信
作。また、市内の多くの幼稚園へパンを納めており、地
域 の人々 の「思
分倍河原駅
府中第三
い出の味 」でも
小学校
MINANO
ありま す。お 店
税務署角
鎌倉 街道
には対面販売だ
からこそ生まれ
る会話があり、
本町西
中央自動
可愛い飾り付け
車道
の店 内に、素 朴
セブンイレブン
なおいしさのパ
ンが並びます。
コープ

３年前に催事出店と卸売りを主として天 然酵母パ
ンを始めた「ベルズ」。現在従業員も増え、工場に直
売所をオープンし、催事での販売価格よりも20％オフ
でいつでもお買い求めいただけるようになりました。
米を主原料とした「あこ天然酵母」を使って作られた
パンは、生地に合成化学物質等を入れる必要がない
程、豊かな旨みが感じられます。お店の人気は、天然
酵母のロールパンが味も様々に５つ入った「ミックス
ロール」と、口の中で溶けるような柔らかさの「生シ
フォン」。この「生シフォン」は小麦粉の量を極限まで
減らし、代わりにメレンゲがたっぷりと入ったしっと
りやわらかな食感で、通常のシフォンケーキとは一味
違ったしゅわっととろけるような美味しさです。催事
は府中を中心に、立川・国立・小金井・調布・国分寺
などの商 業 施
甲州街
道
設で日々出店し
本宿交番前
ベルズ
て い ま す。「地
元を大切にし、
サイクル
府中のパンとい
オリンピック
西府駅
入口
えばコレ！と言
われることが目
標」と店主の内
オーケー
田 由 美 子さん
ストア
は明るい 笑 顔
で語ります。
西府

バス停 南町一丁目

木村屋製パン

▲思わず入りたくなる可愛いお店です

▲温和な人柄のおふたり（先代と２代目）

▲人気の焼きそばパン（170円）

府中市南町1-6-56

（京王線分倍河原駅よりバスで約3分 南町一丁目下車）

営業時間：7：00～19：00
定休日：火曜（月1回不定期水曜）
電話：042-364-5400

ミシンのお店 Ｅソーイング

ミシンの修理・販売
ジャノメ JUKI ブラザー シンガー
ベビーロック ハスクバーナー その他
いろんなミシンを自由に試 せます。ぶきっちょさんもＯＫ！
ＡＭ10：30～ＰＭ1：00
フリーソーイング教室 ＰＭ
2：00～ＰＭ4：30

府中店
月・金／
水・木・土

国立店
火・水／木・金
月・土はミシン相談日

２時間３０分
￥２，
３００
会員￥１，
６００
30分延長￥300

お電話にてご予約下さいませ。

TEL（042）316-5007
府中本店/府中市天神町3-12-9
国 立 店/国立市富士見台1-26-16
TEL：042-574-7222

新府中街道

ベルズ（コボコボドライブ・イン）

かえで通り

木村屋製パン

駅

▲店内には優しげな天使のイラストも

▲毎日70種類ものパンが並びます

▲金賞受賞「味わいカレーパン」
（186円）

府中市晴見町1-25-2
（JR武蔵野線北府中駅 徒歩約7分）
営業時間：9：00～19：00
定休日：日曜・祝日
電話：042-361-9046

▲直売所は建物の奥に販売窓口があります

▲イベントにも数多くのパンが並びます

▲天使のくちどけ「生シフォン」
（280円）

府中市本宿町2-20-8（本社・直売所）
（JR南武線西府駅 徒歩約6分）
営業時間：10：00～14：00
定休日：なし（年末年始除く）
電話：042-306-5230
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建設業のための消費税軽減税率対策セミナー

会員親睦交流会が開催されました！

健全経営のための正しい納税知識

本セミナーでは「うちなんか小規模だから」
「税務調査なんて関係ない」と思っている建設業
の皆様を対象に、消費税の増税に伴う正しい知識と税務申告のポイントのほか、税務調査の
調査手法や問題となるポイントについて、事例を交えながら国税ＯＢが分かりやすく説明いた
します。
【日
【会
【講

むさし府中商工会議所の会員事業所は、業種ごとに分類された
「部会」
に所属しています。
その所属部会等では、様々なセミナーや懇親会が企画されています。
今回はその事業の一部をご紹介！

時】平成３０年１１月２７日(火) 午後６時～８時
場】むさし府中商工会議所会館
（府中市緑町3-5-2 京王線東府中駅 北口徒歩1分）
師】合同会社ビズアクティブ 代表社員 野川 悟志 氏

●物品販売業部会員 限定

国税庁課税総括課調査係長、同法人課税課実務指導専門官等を歴任し、中小企業の税務調査
などに多く携わる。著書に『建設業の経理』ほか。

●建設業部会員 限定

飲食店の常識を覆す新しいビジネスモデルで人材を確保！
ひゃくしょくや

「佰 食屋」の働き方改革セミナー

「１日１００食限定」で無駄な残業や食品ロスは一切なし！新たな売り方で、人手不足と言わ
れる飲食業界において多様な人材確保を実現している株式会社minittsの中村社長をお招き
して、その手法をお聞きします。
【日
【会
【講

時】平成３０年１２月３日(月) 午後２時～４時
場】むさし府中商工会議所会館
（府中市緑町3-5-2 京王線東府中駅 北口徒歩1分）
師】株式会社minitts 代表取締役 中村 朱美 氏

ＢＢＱパーティー

10月27日(土)、建設業部会主催による部会員企業の代表
者、従業員とその家族を対象に「BBQパーティー」が開催
されました。当日は63名にご参加いただき、A4ランクの
国産牛が振舞われJAZZの生演奏もありました。お子様も
多く、みなさんお腹いっぱい召し上がっていました。

●むさし府中商工会議所会員 限定

主催/府中市・むさし府中商工会議所

協力/ハローワーク府中

楽しく学べるＰＣスキルの基礎講座
（２回コース）

就職活動中の女性や、会社で使うパソコンの基礎を学びたい女性を対象に、仕事で求められ
るWord・Excelの基礎を体験、または振り返りができる講座です。
【日

時】１回目 平成３０年１２月３日（月）午後１時３０分～３時３０分
２回目 平成３０年１２月５日（水）午後１時３０分～３時３０分
【会 場】スクエア２１・女性センター（府中市住吉町１－８４ステーザ府中中河原４階）
【講 師】岡 美志 氏（お仕事サクッと『サク子』代表）
【その他】託児可（満１歳～就学前まで。有料（１００円））
【お申込み】電話・ＦＡＸ・メールにて①氏名②年齢③電話番号④託児の有無をお伝えください。

年末調整

個別相談会

年末調整の計算の仕方についてや、中途就職者の年末調整、年末調整の過不足額精算の計
算方法、
マイナンバーの取り扱いなど不安な点はございませんか？専門相談員（税理士・本所
相談員）がご相談に応じます。記帳や確定申告についてのご質問でも構いません。この機会
にぜひご参加ください。
【日
【会

時】平成３０年１２月６日(木)・７日(金) 午前１０時～午後４時
場】むさし府中商工会議所会館
（府中市緑町3-5-2 京王線東府中駅 北口徒歩1分）
【その他】・予約制となっておりますので、お申込みの際にご希望の日時をご指定ください。
・定員は時間区分ごとに2名（2日間合計20名）となっております。
・ご参加の際は、帳簿類・前年度分の源泉徴収簿・扶養控除等申告書・
保険料控除申告書（証明書添付）・認印をお持ちください。

◆セミナーのお申込み◆

むさし府中商工会議所 TEL：042-362- 6421／FAX：042-369-9889
メール：info@tama5cci.or.jp

会員限定！集団扱い自動車保険のご案内
本商工会議所の会員事業所およびその役員・従業員・家族の方が加入されている自動
車保険の保険料が今より約５％割引されます。現在ご利用の自動車保険の更新(または
新規加入時)にぜひご検討ください。
【対象車輌】会議所会員企業の業務車輌、役員・従業員および同居ご家族の個人車輌
【手続方法】今ご加入の保険が下記取扱保険会社のものか、ご確認ください。
該当するものであれば、保険更新時（または新規加入時）に
「集団扱い自動車保険」への切り替えをしたい旨を下記保険会社の
取扱代理店にご連絡ください。
★取扱保険会社（順不同）
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ / 三井住友海上火災保険㈱
東京海上日動火災保険㈱ / AIG損害保険㈱ / 損害保険ジャパン日本興亜㈱
【お問合せ】むさし府中商工会議所 中小企業相談所
TEL：０４２－３６２－６４２１

海釣りツアー

11月1日(木)、むさし府中商工会議所すべての会員企業の
代表者、従業員とその家族を対象に金沢八景沖にて「海釣
りツアー」が開催されました。当日は早朝から27名にご参
加いただき、イシモチやアジ、キス等の魚を数多く釣り上げ
ました。

2012年、京都府において飲食や不動産事業を行う株式会社minitts（ミニッツ）を設立。現在、
1日100食限定をコンセプトにした飲食店を3店舗運営している。テレビや雑誌などのメディア
で多数紹介され、数々の受賞歴がある。
女性のための就職支援セミナー

マグロの解体ショー

10月21日(日)、物品販売業部会主催による部会員企業の
代表者、従業員とその家族を対象に「マグロの解体ショー」
が開催されました。当日は107名にご参加いただき、
マグロのブツや大トロの握りなどを食べながら交流致しま
した。また、余興のお囃子も盛り上がりを見せました。

今後も仕事に役立つセミナーや、従業員のご家族までお楽しみいただける企画など
開催して参ります。ぜひご活用ください。

がんばる経営応援します！

融資のご相談など、経営に関することは何でもお気軽にご相談ください。
むさし府中商工会議所の経営指導員が問題解決に向けてアドバイスいたします。
【お問合せ】むさし府中商工会議所 中小企業相談所 TEL：042-362-6421

創業支援事業

あなたの「創業したい！」を実現しよう
これから創業する方も、創業したばかりの方も、中小企業診断士の講師陣と共にサポートいたしま
す！ひとりでは見えなかった問題点や、お悩み解決の糸口が見つかるかもしれません。同じく創業
を目指す仲間たちと切磋琢磨して、夢を実現しましょう！

●創業フォローアップセミナー／各日午後６時～８時

・１１月２８日(水)…はじめての確定申告の準備をしよう！スマホやクラウドの会計で楽々！
・１月２３日(水)…魅力の伝わるキャッチコピーと商品の並べ方
・２月２０日(水)…はじめてのホームページを作ろう！自分で作ってお客さまを集めるには

●はじめての創業セミナー／午後７時～９時

・１月９日(水)…将来創業したい！でも何からはじめたらいいの？という方に
おススメのセミナーです。

★その他、中小企業診断士との個別相談会も毎月２回開催しています。詳しくはお問合せください。

【会場】むさし府中商工会議所会館（京王線東府中駅北口下車 徒歩１分）
府中市緑町３－５－２
【申込】電話またはメールにてお申込みください。
TEL：０４２－３６２－６４２１／メール：info@tama5cci.or.jp

平成３０年度

創業チャレンジ家賃補助のお知らせ

当商工会議所では、市内産業の活性化を目的に新規開業事業所の支援を行っています。市
内商店街で小売・飲食・サービス業として店舗等を借りて、新しく開業する方の賃料の一
部を補助いたします。
公募期間：３月８日（金）まで ※ただし、枠（金額)が上限に達し次第受付を終了いたします。
詳しくはホームページにてご確認ください。
むさし府中商工会議所 中小企業相談所 TEL：０４２－３６２－６４２１

▶▶▶住宅建築相談のご案内

省エネ住宅やバリアフリー、水まわりから内外装・リフォーム工事まで、ご相談されたい
ことがありましたら、ぜひこの機会をご利用ください。ご相談は、商工会議所会員で結成
する「建設業振興会」が担当いたします。

【市民住宅建築相談】
◎日時：１２月２０日 ( 木 ) 午後２時～４時
◎場所：府中市役所１階 市民相談室
◎申込：当日、午前８時30分から電話 (366-1711) または窓口にて受付(定員５名 )。

「地域の身近な法律顧問」
悩んでいるよりすぐ相談！
一緒に解決の道を探しましょう！
●会社の経営に関する相談 ●債権の回収・債務の相談
●遺言や相続の相談 ●従業員のトラブルに関する相談
●事業の承継に関する相談 ●その他のご相談も受付ております。

☎042-316-6562

受付時間 10：30～19：30
（祝祭日を除く月～金）

※土日の相談をご希望の場合、ご予約時にご
連絡下さい。可能な限り対応致します。

債務の問題については相談無料。
その他のご相談も依頼を前提とするも
のについては初回相談無料（ご相談の
みを目的とする内容のものにつきまし
ては30分当たり5,400円頂いており
ます。）顧問契約も随時受付中。

鈴木徳太郎法律事務所 東京都府中市府中町1-17-4

鈴木ビル2階

詳しくは、ホームページをご覧下さい。http://www.fuchu-lawoﬃce.jp/

