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e-factory

クリスマスに！ 年末年始に！
デジタル版

地元応援商品券 ふちゅチケをご利用ください！
１０月より始まりましたデジタル版地元応援商品券
「ふちゅチケ」
は、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内経済の回復・活
性化を目的とした、
市内登録店でのお買物に利用できるお得な商
品券です。
使用期間が限られていますので、
お持ちの方はどうぞお早めに
ご使用ください。

QRコード付カード型（プリペイドカード）商品券を
ご購入の皆様へ
QRコード付カード型（プリペイドカード）商品券をスマートフォ
ンなどに登録し、スマホ型としてご使用いただけるようになり
ました。詳細は特設ホームページをご覧いただくか、コールセン
ターにお問合せください。
デジタル版地元応援商品券 ふちゅチケ
スマホ型商品券の再販売について
当初の販売で当せん後、購入されなかった余剰分について下記
期間で再販売の申込受付を行っています。
申込受付期間

令和３年１１月１日
（月） ～ ２１日
（日）
対象:府中市民

ふちゅチケの利用可能店舗は８７０店舗
（11月12日現在）
に上り
ます。取扱店は引き続き募集しておりますので、府中市内に店舗
を有する事業主の方はぜひご検討ください。
申請詳細はふちゅチケホームページへ。

価格:１セット5,000円（1セット7,000円分利用可）

申込:１１月２１日
（日）
までに、特設ホームページにてお申込みく
ださい。
１人３セットまで可能で、申込多数の場合は当初販売で
申し込んでいない方を優先して抽せんします。
◀お申込はこちらから
申込みページ詳細を必ずご確認頂き、同意された方のみお申込
ください。

働く方のユニフォーム・作業服・白衣など
まとめてクリーニングいたします
飲食店・食品工場・医療関係・運送業・コンビニ・
オフィス・警備会社 etc
まとめ洗いで最大３０％以上off
まずはお見積りを！！
使えます！

あなたの町の

ファッションクリーニング日光

取扱店を募集しています

TEL
MAIL
住 所

042-361-5530 （シマザキまで）
Nikkohcleanning@gmail.com
府中市白糸台１－７０－７

お問合せ

地元応援商品券
「ふちゅチケ」
コールセンター

０４２－５２１－５６１３
平日

午前９
：
００～午後５
：
００
：
３０～午後５
：
３０
土日祝（１１月・12月開設） 午前１０

令和３年１１月２０日（土）発行

2

第279号

令和３年度 府中市商工振興表彰
受彰者が決定しました
例年開催しております「府中市商工振興表彰」では、多年にわたり
府中市商工業や業界の振興発展に尽くされた方、部門別に企業の発
展に尽くされた方など、様々な分野で功績のあった方に対して表彰を
行っております。本年度につきましても新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、式典は中止となりましたが、受彰される皆様には賞
状と記念品をお渡しいたします。おめでとうございます。
表彰区分・今年度受彰者数
経営者功労表彰・・・・
企業功労者表彰
製 造・技術部門・・・
優秀技能者表彰・・・
寄付行為表彰・・・・・・

10名 最優秀従業員表彰・・ 17名

優秀従業員表彰・・・ 40名

５名 総務・管理部門・・・・ ２名 販売・サービス部・・・ ３名
12名
１名 寄 付 行為 感 謝 状・・・ ３名 職員功労 ・・・・・・・・ １名

伊達名誉会頭 逝く

だ

て かず お

むさし府中商工会議所の名誉会頭である伊達和男氏が、９月９日に逝
去されました。87歳でした。
昭和８年府中市生まれ。昭和56年９月より、むさし府中商工会議所の
議員、常議員、副会頭を歴任し、平成10年10月から平成22年10月までの
４期12年に渡り会頭を務め、府中市経済界振興発展のリーダーとして、
その運営にあたられました。平成19年５月には、
「旭日小綬章」を受章さ
れ、その後は名誉会頭として貢献されました。
また、公職においては、府中市都市計画審議
会会長、府中市特別職報酬等審議会会長、府
中国際友好交流会理事長をはじめ、リニア中央
エクスプレス建設促進経済団体連合会理事、東
京都中小企業振興公社理事、府中文化振興財
団副理事長、府中市中小企業勤労者サービス
公社理事などを歴任されました。
ここに謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げ
ます。

◇府中市福祉保健部健康推進課より◇

令和3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！
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、東芝ディーエムエ

ス株式会社の木原 秀真さんが受賞されました。おめでとうございます。

鉄道車両向けプリント基板の組立てに携わっ
ている。はんだ付けや電気機器組立の技能に
き は ら ひでまさ
優れ、IPCはんだ付けコンテスト日本大会で
木原 秀真さん
優勝し、世界大会で準優勝の成績を収めた。
(一級電子機器組立て技能士)
社内で治工具の選定・作成や作業工数の削
減などに努めるほか、品質監査や作業員への
技能指導を実施している。

令和３年度

～インフルエンザにかからないために～

秋から冬にかけて、インフルエンザが流行する季節です。人によっては重症化する
恐れもあります。新型コロナウイルスと同じく、流行を防ぐために、一人一人「かから
ない」
「うつさない」ようにしましょう。もし、かかったかな？と思ったら、早めに医
療機関を受診しましょう。

インフルエンザ予防のポイント
①こまめな手洗い
・ウイルスは石けんに弱いため、石けんを使い正しい方法でこまめに手洗いする
・手をふく時は、タオルは共有しない(できればペーパータオルで）
・アルコール製剤での手指消毒
②ふだんの健康管理
・免疫力が弱っていると感染しやすいため、食事や睡眠をしっかりとる
③適切な湿度を保つ
・加湿器などを使い50～60％の湿度を保つ
④咳エチケット
・マスクを着用する
・マスクがない場合は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、顔をほかの人に向けない
・使用したティッシュはすぐにゴミ箱に捨てる
・手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗う
⑤流行前に予防接種を受ける
・予防接種（ワクチン）はある程度の発病を阻止し、発症しても重症化を防ぐ効果がある
・ワクチンの効果が期待できるのは接種後２週後から5か月程度と言われている

会議室 ご利用できます！
当商工会議所では、９部屋の貸会議室をご用意しております。
会議や研修、講習会、地域の集まり等にご活用ください！
貸出区分
午前： ９時 ～ 正午
午後：１３時 ～ １７時
夜間：１８時 ～ ２２時

３つの密（密閉・密集・密接）を避けるためにも予防接種するときは
事前に受診予約をする、空いている時間帯に受診することを心掛けましょう
発熱等の症状がある方は？
新型コロナウイルスの感染 拡大もあり、発熱時にインフルエンザな
のか判断しづらい場合があります。発熱がありましたら、直接病院へ
相談・受診をしましょう。かかりつけ医のいない場合、土日や夜間等
かかりつけ医が休診の場合は東京都発熱相談センター（03-53204592）に電話連絡をし、ご相談ください。

【問合せ】〒183-0055 府中市府中町2－25
府中市福祉保健部健康推進課成人保健係

※状況により、開館時間等が変更になる場合があります。

●会員事業所の方も、それ以外の一般の方もご利用できます。
（料金は異なります）
●駐車場20台 / 無料Wi-Fi / プロジェクター等の備品貸出
などご用意しております。
お申込み・お問合せ
むさし府中商工会議所
TEL 042-362-6421

総務課
詳細はこちら

府中けやき並木

イルミネーション2021

点灯中

今年も府中駅前のけやき並木通りでイルミネーションが
実施されています。
さまざまな形のイルミネーションが
あたり一面を彩り、
光り輝く世界となっておりますので、
（電飾はLEDを使用しています）
ぜひお立ち寄りください。
期 間： １２月２６日（日）まで 各日午後４時３０分～午前０時
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

府中市テイクアウト・デリバリー応援補助金を利用した店舗で

お店自慢の一品がお得に味わえます！
たとえば、
テイクアウトのお弁当に
１品無料でコロッケがついたり、
お店独自のお弁当が、数量限定で
お得な価格で買える等、
お店によってサービスは様々！

新しくお気に入りのお店を見つけるチャンス！
補助金活用店舗はホームページをご確認ください。
お問合せ
むさし府中商工会議所

TEL

042-362-6421
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おいしいものが山盛りになっているお皿は、驚きと幸せに満ちています。
今回は会員事業所のうち、３店をご紹介。
大盛り以外もオススメがたくさん！ ぜひ一度足を運んでみてください。
DATA

居心地良き

とんかつとんきち

とんかつとんきち

府中市本宿町2-17-26
営業時間： 11：30～14：00／17：30～22：00
定休日： 月
駐車場： 有（3台）
TEL： 042-368-4864
★テイクアウトは事前にご連絡ください。

とんきちは昭和53年1月に創業し、
今年で44年目を迎えた地元で愛されているお店です。前店主である長内氏
はフランス料理の修行を経て、26歳で独立し、
今のとんきちをオープンされました。現在は奥様が引き継ぎ、変わら
ない味を提供し続けています。
初めて来店するお客様の8割が頼む、お店の一番人気は『ジャンボ！カツカレー』。これは創業当初、東芝やNEC
などの独身寮が近くにあり、若いサラリーマンが多かったため、お腹いっぱい食べてもらおうと思ったのがきっかけ
で生まれました。修行時代に培った技術を活かし、牛肉・野菜・スパイスをじっくり煮込み、時間と手間をかけたこだ
わりの欧風カレーです。
さらに、お店で一番大きい『ジャンボ大盛り！カツカレー』は総重量にして、なんと3.4㎏。奥様から「ご飯の量が4
合あるけど食べきれる？」と事前に確認されるほどの量ですが、強靭な胃袋をお持ちの方はきっと挑戦してみたくな
る、お得さ満点の一皿です。
とんかつや特製オムライスも人気の「とんきち」は、変わらない味と質・価格で、常連客はもちろん、ファミリー層
にもファンが増え続けています。親しみのある地元の名店の味を、ぜひご堪能ください。

確かな味の洋食が並ぶ

DATA

レストラン ハッスル

国府ぶた丼X
エックス

うまくて生姜ねぇ!!本舗

▲ジャンボ大盛り！カツカレー ( チキン ) 1,300 円
ジャンボ大盛り！カツカレー ( ロース ) 1,500 円

▲居心地良き店内

レストラン ハッスル

府中市片町２丁目２０－１３鶴田ビル２Ｆ
営業時間： 11：30～14：00／17：30～22：00
★営業時間については変わる場合があります。
定休日： 日・祝
TEL： 042-368-4555

分倍河原駅を出てすぐの道を入った先、看板を目印にした２階に「レストラン ハッスル」があります。
今回紹介する大盛メニューは総重量1.1㎏の「ハッスル丼」。400ｇのケチャップライスの上に、父直伝のソースが
掛かった手捏ねハンバーグ・とんかつ・オムレツの3種がのる豪華な一品です。
黄が眩しいオムレツはまさに理想のふわふわ系。やわくとろりとした食感にお客様からの嬉しい言葉も多いそう
です。
「洋食ではオムレツに始まりオムレツに終わるといっていいほどの基本。今でも作るときは緊張します。」と話
すのは店主の桐生さん。学校を卒業し父の経営するレストランで学んだ後、丸の内にある西洋料理店で11年修行、
この地で店を出して30年になります。コミュニケーションを大切にされており、
「ハッスル丼」も来店したスポーツ記
者との会話がきっかけで誕生しました。
「お客様とのやりとりや、子供だった方が大人になった顔を見られるのも店
を続けて嬉しいことの一つ。」とにこやかに語ります。
お店にはラガー丼やピカタ丼など1㎏越えの大盛メニューの他、魅力的な懐かしい洋食が数多くあり、何度でも
訪れたくなる名店です。

善材善理（良い食材で良いお食事を）

▲地元老舗の外観

DATA

▲店主の桐生さん。
元ラガーマン！

▲ハッスル丼 (1,300 円 税込 )

▲一目で発見！
店内はカントリー調です

国府ぶた丼X

府中市宮西町2-9-1 宮西ビル1階
営業時間： 11：30～15：00／17：00～24：00
HP： http://butadon-x.com/
TEL： 042-352-1921
★定休日・営業時間については変わる場合がありますので、HPをご覧ください。

宮西町に「国府ぶた丼X」とインパクトのある看板を掲げているお店があります。店主の四井氏は通信事業を10
年以上続けていましたが、東日本大震災のボランティアとして参加した際に炊き出しを経験し、
「やるからには美味
しいものを作ろう。福島県の食材を使って復興支援をしたい！」という思いから、独学で学んできた料理人です。
福島県にある㈲吾妻食品の万能調味料「うまくて生姜ねぇ」をベースに作られている看板メニューの「ぶた丼」
は、甘辛く味付けされた豚肉とごはんの相性がバッチリ。お米は福島県猪苗代町で作られている「いなわしろ 天
のつぶ」を使っており、一粒一粒がしっかりとした、冷めても美味しいご飯です。
他にも、店主おすすめの「ソースカツカレー」は、お店で13種類のスパイスを使って１から作っているこだわりの一
品です。ご飯は福島県の磐梯山の形に盛られ、復興支援への強い思いが伺えます。
お腹一杯食べて貰いたいという思いから始めた「2倍盛り（「豪商盛り」通常盛りの2倍以上1Kｇ超え、ソースかつ
カレー2倍盛りは１．
５Ｋｇ超え）」は、大満足の大盛メニュー。店主こだわりの料理は、大盛りでも最後まで美味しく
食べられますので、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

▲ソースカツカレー2倍盛り
（1,800円税込）

▲左側：ぶた丼2倍盛り（1,400円税込）
右側：ぶた丼通常盛り（800円税込）

▲店主の四井さん
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創業支援事業 2021年後期も実施します！

東京都最低賃金改正のお知らせ
東京都最低賃金は、
令和３年１０月１日から時間額1,041円に改正されました。
東京都内で働く全ての労働者に適用されます。
お問合せ
●最低賃金について
東京労働局労働基準部賃金課（TEL 03-3512-1614（直通））
●最低賃金及び業務改善助成金について
東京働き方改革推進支援センター（TEL 0120-232-865）
●業務改善助成金について
業務改善助成金コールセンター（TEL 03-6388-6155）

『一人でも雇ったら、入ろう。労働保険』
事業主の皆さん、
１１月は｢労働保険未手続事業一掃強化期間｣です。
従業員を１人でも雇用している事業主は、労働保険（労災・雇用）の
加入が義務付けられています。従業員が安心して働けるように、労働保
険の加入手続きがお済みでない事業主のみなさまは、加入の手続きを
お願いします。
お問合せ
ハローワーク府中・雇用保険適用課（TEL 042-336-8617）
または
立川労働基準監督署・労災課
（TEL 042-523-4474）

無料

年末調整

参加費無料

起業するにあたって必要な知識や手続き・事業計画書の作り方・資金調達
について等、これから起業する方必聴のセミナーです。同じくこれからスタ
ートする仲間とも出会えます！
日 時 ： 12月４日（土） 午前10時～正午
定 員 ： 20名
会 場 ： むさし府中商工会議所会館（府中市緑町3-5-2）

◇実践創業塾（全４回)

参加費2,000円

創業に必要な知識を学びながら、事業計画書の作成をサポートします。
日時・テーマ ：
第１回 １月15日（土） 午前９時～午後１時

創業の心構え、事業計画策定のポイント、
マーケティング戦略①

第２回 １月22日（土） 午前９時～午後１時

マーケティング戦略②、収支計画の立て方・考え方

Let's
START!!

第３回 ２月５日（土） 午前９時～午後１時
資金繰り、財務会計の基礎知識、
個人事業主と法人の始め方、金融機関の視点

第４回 ２月19日（土） 午前９時～正午

個別相談会

労務管理の基本、事業計画発表会・意見交換会

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、専門相談員（税理士・本所相談員）がご相談に応じます。
日 時 ： 令和３年１２月２日（木）
・３日（金） 午前１０時～午後４時
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 北口徒歩１分）
その他 ： ・事前予約制です。
・定員は時間区分ごとに２名（２日間合計２０名）まで。
・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。
お申込み： むさし府中商工会議所 中小企業相談所

◇はじめての創業セミナー

TEL ０４２－３６２－６４２１

定
会

員 ： 20名
場 ： むさし府中商工会議所会館（府中市緑町3-5-2）

お申込み・問合せ
ホームページまたはお電話にてお申込みください。
本商工会議所 中小企業相談所
TEL 042-362-6421

府中市内飲食店テイクアウト・デリバリー応援補助金 実施中です！
新型コロナウイルス感染症の影響により、近年テイクアウト・デリバリー商
品のニーズが高まっています。そのテイクアウト・デリバリー商品において、消
費者還元策を行う飲食店を補助することで、市内飲食店事業者の活性化を
目指します。
◇補助額 １店舗あたり上限１０万円 （※１店舗１回のみ）
◇補助対象
①府中市内で飲食店を営む法人または個人事業主で、
令和３年９月末日ま
でに事業を開始していること。
②中小企業・小規模事業者であること。
★その他詳細について要項を必ずご確認ください。
◇受付期間 令和４年１月３１日（月）まで ※予算に達し次第終了いたします。
◇補助対象経費
テイクアウト・デリバリーで提供する商品の消費者還元策に係る費用。
※消費者のテイクアウト・デリバリー利用を促進するようなお得な商品の
販売であること。
会員
限定!

自動車保険が約５％割引されます！

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
◆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㈱
東京海上日動火災保険㈱ / 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 事業課 TEL ０４２－３６２－６４２１

① 特別価格での商品の提供 ・・・ 通常価格との差額を補助
≪例≫
通常、店内700円で提供しているメニューを、キャンペーン期間中テイク
アウト・デリバリーを利用した方は500円で提供。
② サービス品の提供 ・・・ サービス品の価格を補助
≪例≫
キャンペーン期間中、テイクアウト・デリバリー商品を注文した方に、通
常200円で提供しているコロッケを1個サービス。
◇申請方法
詳細をホームページ・要項でご確認の上、必要書類を提出してください。
◇お問合せ
むさし府中商工会議所 事業課
TEL 042-362-6421

９月より当商工会議所２階に新しくオープンしたテレワーク
スペース。観葉植物が置かれ、明るい日の光が差しこむ居心地
の良い空間となっています。席は個室となるボックス席と、広い
机のテーブル席の２種類。お仕事や作業に集中したい時は、ぜ
ひご利用ください。

料金：テーブル席（全３席） １時間150円 / ボックス席（全２席） １時間300円
※別途システム手数料が発生します。詳細は予約ページでご確認ください。

予約：ホームページよりご予約ください。
お問合せ：むさし府中商工会議所 総務課まで

