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e-factory

お近くのJTBにお任せください！！
多摩エリアのJTBは法人向け支店（１支店）とお近くの個人向け店舗（４店舗）。
東京多摩支店では、団体旅行はもちろんお客様の課題解決のために様々なソリューションを提案いたします。
個人向け店舗では、来店でのご相談の他、お電話やオンラインでのご相談も承っております。

事前に申込みされた方を対象に、デジタル版ふちゅチケの販売・利用が、10月１日(金)から開始されます。今年度は府
中市で初めての非接触型デジタル商品券。スマートフォン型またはQRコード付きカード型の商品券で、１セット5,000
円で販売し、全登録店で利用できるA券3,000円と、大型店以外の登録店で利用できるB券4,000円の総額7,000円
が利用できるものです。お買物をして、地元のお店を応援しよう！
利用期間　令和3年１０月１日（金）～令和4年３月６日（日）
取 扱 店　831件　(9/14現在）

詳細な店舗一覧は専用サイトからご確認ください。
利用方法　当選通知または購入引換券受領後、記載されている方法で商品券を購入してください。購入し

た商品券は、ポスターが掲示されている取扱店で利用できます。なお、カード型は一部利用で
きない店舗がございます。店頭のポスターの表示をご確認の上ご利用ください。

お問合せ　デジタル版ふちゅチケ コールセンター　０４２－５２１－５６１３
(10・11月は平日9:00～17:00/土日祝日10:30～17:30)

デジタル版

申込は既に終了しています。追加販売がある場合、
ふちゅチケホームページ上でお知らせいたします。

地元応援商品券 ふちゅチケ 利用始まります！

プレミアム率40%

団体旅行のことなら｢ＪＴＢ東京多摩支店｣ 
～お客様の課題解決のために、団体旅行はもちろん様々な
ソリューションをご提案いたします～
・旅行事業（職場旅行・報奨旅行・視察旅行・オンラインツアー等）
・教育旅行（修学旅行・語学研修・校外学習等）
・ミーティング＆イベント（周年行事・社内イベント・オンラインイベント・他MICE関連）
・地域交流事業（地域活性化・誘客促進・観光開発・ふるさと納税等）
・その他（スポーツ関連ビジネス・福利厚生プログラム、出張業務、ギフト券）

電話：042－521－5550　
営業時間：9:30～17:30（定休日: 土, 日, 祝日・ 12/30・31・1/2・3）
住所：東京都立川市柴崎町2－12－24　MK立川南ビル3階　

お近くの個人のお客様向け４店舗
～店舗情報はＱＲコードより各店舗ＨＰを確認ください～

トラベルゲート立川 府中ル・シーニュ店 ミーツ国分寺店 武蔵小金井北口店

リゾートウエディングの
ご相談、オンライン相
談はこちらへ！

JTBでは旅行はもちろん、全国各地の旅館やホテルなどから厳選され
た『おせち』『お取り寄せグルメ』も販売しております。
旅行のご相談はホームページより事前のご予約をおすすめしております。
JTBスタッフによるオンライン相談も実施中！！来店不要！安心＆安全！

専用サイトは
こちら

撮影協力：
(有)髙野米店
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むさし府中商工会議所へご入会ください
新型コロナウイルスによる不安の多い中ではございますが、補助金の最新情報や職域
接種の案内など、時代に即した最新情報等もお届けしています。ぜひご活用ください。

など
入会資格や会費等、お気軽にお問い合わせください。

むさし府中商工会議所　総務課　TEL 042-362-6421

むさし府中商工会議所　令和２年度事業報告および決算が可決されました
６月25日(金)、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「第１回通常議員総会」

を書面にて開催し、令和２年度の事業報告及び収支決算に関する審議について全会一致で
可決承認されました。
 総括（まとめ） 

令和２年度、本商工会議所では新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態に対応
するため、様々な支援を行いました。市内事業者の利便性を考慮し、本所貸会議室を国の持
続化給付金事業の申請会場として提供したことをはじめ、経済の活性化を目的に府中市プ
レミアム付地元応援商品券「ふちゅチケ」の発行や、府中市商店街連合会と共に商店会向け
リピーター商品券「フーちゃん券」を発行する等、事業者の経営支援に尽力しました。また、
個別事業者支援に目を向けますと、府中市独自のものとして「府中市中小企業等経営支援
事業給付金」、「府中市販路開拓補助金」やマル経融資に対する利子補助等を実施した他、
創業支援や各種補助金獲得に向けて伴走型の支援を行いました。その他、コロナ時代に合
わせた形で商工振興表彰や定期健康診断、検定試験等を開催いたしました。

今後も、信頼され、役に立つ商工会議所として、企業・地域・組織の活性化を目指して邁進
して参ります。

コンセプトは「自分で考えられる力の習得、自分らしいビジネスモデルの実現」。
創業・経営相談、知識、体験、交流など体系的な支援メニューでしっかりサポートします。
年間を通じて、みなさんの「想い」をビジネスに反映させる「しくみ」を提供します。

府中で創業！
あなたの「創業したい！」を体系的に応援します

創業に興味のある方、起業を目指している方、創業間もない方

会 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１分

申 込：参加申込書（裏面）に必要事項を記載しＦＡＸ、メール、電話にて
お申込みください。

【 である 参加メリット】
１.会社（株式会社・合名会社・合資会社又は合同会社）を設立する際の登録免許税が軽減されます。株式会社又は合同
会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。（株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、
合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減）合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円
に軽減されます。 ※府中市内で開業する場合に限る

2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
（既に創業している方についても保証枠が拡充します）

3. 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
※但し、対象は府中市内での創業希望者・創業5年未満の者

4. 日本政策金融公庫の新創業融資制度において、自己資金要件を満たすものとしてご利用いただけます。
※審査の結果、ご希望に沿えないことがございます。

5. 日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、特別利率の対象者となります。※別途審査を受ける必要がございます。

むさし府中商工会議所

特定創業支援事業

※開催期間未定
決まり次第
お知らせしま
す

主催：むさし府中商工会議所 共催：府中市

TEL 042-362-6421 FAX 042-369-9889 Mail info@tama5cci.or.jp
HP http://www.tama5cci.or.jp/chamber/sogyo/

主催：むさし府中商工会議所 共催：府中市

実践創業塾

商工会議所にテレワークスペースがOPENします！
今、新しい働き方として、在宅ワークなど勤務スタイルが変わって

きています。本商工会議所におきましても、集中できる環境が欲しい
方に向けて、２階の会議室一室をテレワークスペースとして新たに貸
し出しを開始いたします。遮音・換気に優れたボックスタイプには、
Web会議に利用できるモニター付き！ぜひご活用ください。
◇ 利用開始日 2021年９月27日(月)
◇ 利用可能時間 午前９時～午後10時 ※緊急事態宣言中は午後8時まで

(会館の貸出規定に準ずる）
◇ 設備 Wi-Fi完備

◇ 金額 ボックス席 １時間300円
テーブル席 １時間150円

◇ 利用方法 ・専用ホームページより事前予約制です。
・１時間ごとの予約で、連続してお取り頂くことも

可能です。
・ボックス席以外を貸切にすることで、ミーティ

ング等にご利用いただけます。
・支払いはクレジットカード決済、コンビニ決済、

振込のいずれかをご利用いただけます。
◇ お問合せ むさし府中商工会議所　総務課

TEL　042－362－6421

職域接種を実施しました
むさし府中商工会議所では、7月下旬～

9月上旬の23日間、会員である中小企業
の従業者を対象とした「職域接種」を実施
しました。

職域接種にあたり、まず希望される事業所の内、お客様と接触の
多い飲食業・サービス業190社1,650名に連携先である府中市医師
会ご協力の下、先行接種を行いました。

続いて、その他の業種の接種にあたり、府中市医師会をはじめ、東
京府中ロータリークラブ、日本政策金融公庫の各関係機関に受付等
のご協力をいただき、410社2,250
名に接種を行いました。全体で600
社3,900名が接種され、地域を支え
る従業者の皆様の感染対策の一助
となりましたら幸いです。

【府中食品衛生協会より】
使い終え 役目を終えた包丁 お預かりして感謝をこめて納めます
包丁塚とは、私たちが日々頂く鳥獣魚菜のいのちに感

謝し、又調理する包丁に対しても感謝の念を忘れない意味
で、役目を終えた包丁をお祓いして納めるものです。

府中食品衛生協会は、創立７０周年記念として２０１９年
１２月に大國魂神社境内に「包丁塚」を建立しました。

以後年に１回、包丁感謝祭を行っており、この度第三回包
丁感謝祭を１０月２６日（火）に催行します。

今回はコロナ禍のため、一般の皆様の感謝祭参列はか
ないませんが、事前に包丁をお預かりして包丁感謝祭にて
お祓いいたします。

問い合わせ先：090－3438ー7076
東京都府中食品衛生協会 会長　石川　明男

 令和２年度決算書(支出のみ抜粋) 

会計名 支出額 予算に対す
る執行率

一般会計 100,623,410円 83.10％
経営改善普及事業特別会計 2,656,729,992円 98.21％
商工福祉事業特別会計 870,481,416円 94.10％
商工会議所会館特別会計 65,384,408円 90.60％
商工まつり事業特別会計 267,094円 0.67％
退職給与積立金 12,764,100円 99.88％
合計 3,706,250,420円 95.61％

室内に設置されたボックス席で、集中とリラッ
クスを両立。Web会議なども可能です。
ソファー席 / 遮音 / コンセント・モニター付 / 
ボックス内換気有

ボックス席(２席)

室内に設置されたテーブル席です。
イス席 / コンセント付　

テーブル席(３席)

大國魂神社境内「包丁塚」

令和2年包丁感謝祭

府中食協HP

預かり場所：府中観光情報センター(大國魂神社大鳥居隣）
受 付 期 間：10月11日（月）～20日(水)・土日除く

午前10時～午後４時
預 か り 料：１本200円
＊包丁は危険物ですのできちんと包んで気を付けてお持ち下さい。

会員のメリット
①　経営相談でお悩み解決！

補助金や融資など経営全般に関するお悩みを、指導員や専門家と無料でご相談頂けます。
②　共済や保険を団体割引価格で！
「リスクに備えたいが、コストは抑えたい」という方にも、会員数のスケールメリットを活かし
た割安な掛金でご利用頂けます。

③　定期健康診断を会員料金で！
労働安全衛生法で従業員に定められている定期健康診断を会員料金で受診できます。

④　従業員を表彰！
毎年11月に表彰式典を開き、会員事業所従業員の永年勤続・技能・功労を讃えます。
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ミシンの販売＆修理と刺繍とソーイング

E
イー

ソーイング
Eソーイングは今年15年目を迎える、ミシ

ンの販売・修理を主に扱っているお店です。
代表の野田氏はミシンメーカーに20年以上
勤め、独立する際に様々なメーカーのミシン
の構造や取扱い方法を学んだ腕利き。修理
の依頼があれば、なるべく早く駆け付けるよ
うに心掛けているそうです。「ミシンが使えな
くて困っているということは、制作途中という
こと。簡単なことでも使えない状態が続くと
ミシンを使うことが嫌になってしまう。作り上
げた時の達成感や楽しさをもっと感じてほし
い」。そんな誠実な対応が、地元の方を中心
に信頼を集めています。

また、販売・修理と共に行っているのがソ
ーイング教室です。１回２時間半（一般料金
2,800円）の教室で、自分の作りたいものを持
って行き、教えてもらいながら作ることが出
来ます。通常の習い事のように1回休むことで
置いて行かれてしまうことがないよう、その都
度自分で申し込める仕組みになっています。

加えて、教室ではお店にある様々なミシン
が利用できるところもポイントです。購入を
考えている方は、作りたいものなど、ミシンの
使い方によってオススメを相談することがで
きます。

誰もが学生時代に一度は触れたことがあ
るであろうミシン。その頃苦労した記憶のあ
る方も、もう一度、ミシンと出会ってみません
か。温かみのある店内では、初心者から上級
者まで、ものづくりに楽しく没頭できます。

サンドブラスト彫刻

リベルテ
2007年に創業したリベルテは、サンドブラ

スト彫刻作品の制作・販売と、教室の運営を
しています。

サンドブラスト彫刻は、硝子の表面に砂な
どの研磨剤をコンプレッサーという器具を使
って吹き付け、すり硝子状に模様やイラスト
などを表現していく加工方法です。

講師を務める鳥山氏は、師の工房で学んだ
のち独立されました。花のモチーフを得意と
し、大輪のダリアやバラが描かれた息を呑むよ
うな美しいグラスを制作する一方、小鳥のシマ
エナガが描かれた可愛らしいグラスなど、多岐
にわたる作品が工房に飾られています。

教室では、初級・中級・上級とレベルに応じ
て技術を学ぶコースに加えて、初心者でも参
加できる1回2時間程度の体験（3,000円＋
素材費）があります。体験ではプレゼント用に
制作する方も多く、既存の簡単な図案から、
オリジナルイラストや持ち込んだワインボト
ルに縁取りとメッセージを入れるなど、出来
ることも様々。難しい要望では、打合せをし
ながら鳥山氏自ら試作をするそうで、「生徒
さんと切磋琢磨することで、良い刺激を受け
ています」と明るく話す頼もしい先生です。

贈り物として、手作りの作品として、サンド
ブラスト彫刻はひとつひとつが記憶に残るも
のです。素敵なグラスがあるだけで、いつも
の食卓にも特別感が溢れます。ぜひ一度、そ
の美しさを感じてみてください。

▲かわいいミントグリーンのお店

▲簡単なものから洋服やカバンま
で作れます

▲種類豊富なミシンと糸

Data
(株）Eソーイング
府中市天神町3－12－9
 ★国立店もあります。電話・メールにてお問合せください。
TEL　　042－316－5007
メール　info@esewing-n.com

▲先生の作る繊細な作品たち

▲ワインボトルに彫り込むと特別
感があります

▲季節のイベントに合わせた作品も

Data
リベルテ
府中市是政2－16－6　ライゼボックス6号室
★電話・メールにてお問合せください。
TEL　　090－6796－3901
メール　liberte200708@gmail.com
教室までは「ちゅうバス」で「是政循環：中央道府中バス停下」下車です。 インスタグラム

大人も楽しめるハンドメイド
なにかを作るために集中する時間は、好きなものを作る自由さと完成した時の達成感が味わえ、長引くステイホームに

一陣の風が吹くようです。府中市内にも、ご家族やお一人で体験できるお店があります。今回はその中から２つ、ご紹介いたします。

◆府中市福祉保健部健康推進課より◆　　

乳がんは、30歳代から増え、50歳代までの働き盛りの世代に多く、この年代の女性のがん死
亡原因のトップとなっています。

乳がんは他のがんと比較して、体の表面に近いところにできます。そのため、自分で気が付き
やすく早期に発見すれば治りやすいのが特徴です。

また乳がんは早期に発見し、治療をすれば90％が治る病気です。早期発見のため、定期的な
検診受診と自己検診がとても重要です。
月１回の自己検診で早期発見
※月経前の一週間は避ける。閉経後などの月経のない方は、日にちを決めて行いましょう。

月経終了後や閉経された方はお誕生日や記念日など、覚えやすい日にするとよいでしょう。

現在市では、10月から1月に実施する乳がんなどのがん検診を受付しております。
ぜひご活用ください。詳細は「府中市健康応援ガイド」や市のホームページをご覧ください。

問合せ先：042－368－6511(府中市福祉保健部健康推進課成人保健係) 

～乳がんの自己検診をしてみよう～ 目でチェック
●両腕を高く上げる　
●両腕をまっすぐに下ろす
●両腕を腰にあてる
こんな症状ありませんか？

□ひきつれ　□くぼみ
□ただれ

触ってチェック
●3～4本の指をそろえ10円玉大の「の」の字を書くようにして、

乳房全体をゆっくり触る。
●特に乳房の外側上部に注意
●脇の下もチェック（仰向けに寝た姿勢や、お風呂に入った時に

石けんのついた手で触るとしこりがわかりやすくなります。）
●乳首を軽くつまんで、血液などの異常分泌物がないかチェック
こんな症状ありませんか？

□乳房のしこり　□脇の下のしこり　□乳首からの分泌物

出典：
認定NPO法人 
J.POSH 公式HP
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刺繍 承ります
会社名・ロゴ・個人名など

特 集
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補助金・融資・創業など
経営に関するお困りごとは何でもご相談ください

start up デザイン経営

日 時 １０月７日（木）　午後２時～４時１５分
対 象 経営者、従業員
内 容

・
講 師

午後２時～２時３０分
特許庁　デザイン経営って何？/中小事業者の心構え

（特許庁デザイン経営プロジェクトチーム）　
午後２時３０分～４時
基調講演「猿田彦珈琲のブランディングとは」

（猿田彦珈琲株式会社　代表取締役　大塚 朝之 氏）
午後４時～４時１５分
次回予告　（デザイン経営支援チーム）

定 員 会場参加５０名（Google Meet同時開催）
会 場 むさし府中商工会議所会館

若手社員フォローアップ研修

講 師 大村　美樹子 氏 （㈱アイビー・リレーションズ　代表取締役 / キャリアコンサルタント）
日 時 １０月８日（金）　午前９時３０分～午後５時
対 象 新入社員～入社３年目の方
内 容 社会人としての基礎知識：基本のビジネスマナー、顧客対応、プレゼン技術など

ビジネス知識の基礎と応用：職場コミュニケーション、PDCA、ストレス管理など
定 員 ２０名
会 場 むさし府中商工会議所会館

いまからはじめるクラウドファンディング～経営への効果的な活用ポイント～

講 師 加藤　雄紀 氏（㈱せたがや経営コンサルティング 代表取締役 / 中小企業診断士）
日 時 １０月２８日（木）　午後２時～４時
定 員 オンライン参加　１００名、会場参加　２０名
会 場 Google Meet　または　むさし府中商工会議所会館
その他 オンライン参加はメールにてお申込みください。会場参加はTEL・FAX可

今までと同じ考えでは「負け組」直行！
アフターコロナの中小企業の「勝ち組」戦略

講 師 松本　光輝 氏 （㈱事業パートナー　代表取締役）
日 時 １１月１１日（木）　午後２時～４時
定 員 ２０名
会 場 むさし府中商工会議所会館

店舗改装やECサイト構築、感染防止対策費などに！

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が経営計画を策定し、その計画に沿って行う販路開拓等の取り組み
を支援する補助金です。

詳細は各ホームページをご確認ください。

国家公務員の再就職等規制にご協力を
■再就職の依頼・情報提供等の規制

現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢの再就職を依頼することや、
再就職させる目的で国家公務員・ＯＢの情報提供等を行うことは禁止されています。

■利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業
等に対し、再就職の約束などの求職活動を行うことは禁止されています。

■元の職場への働きかけ規制
再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場に
働きかけを行うことは禁止されています。（原則として退職後２年間）

★皆様へのお願い　　
皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・ＯＢにこうした行為を求
めないようご協力をお願いします。また、規制違反が疑われる行為を見聞き
した場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いします。秘密を厳守します。

◇連絡先　内閣府再就職等監視委員会事務局
電　話：０３－６２６８－７６６０～７６６８、７６８１
ＵＲＬ：https://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

セミナーのご案内

特許庁デザイン経営プロジェクトチームによるデザイン経営の概要解説に加えて、
「ブランド価値を高めるためにどのようにブランディングに取り組んでいるか？企業
文化をどのように作っているか？」などをテーマに、猿田彦珈琲（株）の大塚氏をお招き
し講演いただきます。

｢顧客への言葉遣いやビジネスマナーが不安」「仕事へのやる気や向上心が感じられ
ない」「指示待ちではなく主体的に動いてほしい」など、若手社員にお悩みをお持ちの
事業主様はぜひご活用ください。

クラウドファンディングは資金調達の手法だけでなく、マーケティングやPRなど様々
な側面を併せ持っています。本セミナーではその仕組みや事例を交えた活用方法に
ついて解説いたします。

新型コロナウイルスの影響で激変した経営環境の中、中小企業がどのように生き残っ
ていくか。会社を10年、100年と存続するために、これからの中小企業の社長はどう
あるべきなのか。多くの倒産しそうな中小企業を目の当たりにしてきた事業再生請負
人が伝授いたします。

各種セミナーのお申込み・お問合せ
むさし府中商工会議所

電　話　042－362－6421　メール　info@tama5cci.or.jp

むさし府中商工会議所会員限定！海釣りツアー
金沢八景沖にて、11月10日(水)開催予定！

会員事業所様には改めてご案内いたしますので、
ぜひご参加ください。
※状況によって、開催中止となる場合がございます。

マル経融資
小規模事業者の方々の経営をバックアップするため、商工会議所の推薦により国
（㈱日本政策金融公庫）から無担保・無保証人で融資を受けられる公的融資制度です。
限 度 額 2,000万円 ※1,500万円超の融資を受ける際は一定の要件有。
返 済 期間 運転資金 ７年以内(据置１年以内)

　 設備資金 10年以内(据置２年以内)
金 利 １．２１％ ⇒ ０％

(※令和4年3月31日までの利子支払い分については、府中市より利子補給が適用され
るため、金利０％)

手続き方法など、詳細お問合せください。

会員
限定

専門家相談
経営課題・税務・労務問題などの相談の中で、
高度で専門的な問題については、指導員が事
前に内容を把握した上で、本所が委嘱した弁
護士や税理士、社会保険労務士などの各専門
家と相談できます。

会員
限定

個別相談会
12月まで、中小企業診
断 士による経営個別相
談を実施しています。ど
んな補助金があるの？販
路を広げるには？等なん
でもご相談ください。

創業塾・創業相談
起業に興味のある方や創業して
間もない方向けに体系的な支援
メニューでしっかりサポートしま
す。
◆はじめての創業セミナー 12月
◆実践創業塾（全4回） 1月
◆課題解決セミナー　　　 2月
◆オンライン創業交流会　 3月

事前にご予約ください。

むさし府中商工会議所　相談所
TEL　042－362－6421

一般型
チラシの作成、ポスティング、店舗の改
装、管理システムの導入など、販路開拓や
業務効率化のための取り組み。

◇補助上限　50万円
◇補助率　　2/3

低感染リスク型ビジネス枠
ECサイト構築、オンライン化のためのシ
ステム等の導入、消毒用アルコール購入
など、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
のための取り組み。
◇補助上限　100万円
◇補助率　　3/4

※感染防止対策費は
補助金総額の1/4以内

（最大25万円）

10/7
(木)

10/8
(金)

10/28
(木)

11/11
(木)
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