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e-factory

お電話でご希望の日時をご予約ください
０４２－３０６－９９７９

１セット7,000円分を5,000円で販売！

取扱店　1,000件以上！ 続々と増加中！

引換方法

お問合せ
●「ふちゅチケ」コールセンター（午前10時～午後６時　土日祝日含む／年末年始休業）TEL　050-3173-8292
●「ふちゅチケ」サポートセンター（午前10時～午後６時　土日祝日含む／年末年始休業）　場所：ル・シーニュ2階

プレミアム率
４０％！

使用期間 令和４年１０月５日(水)～令和５年２月６日(月)

今年も地元応援商品券「ふちゅチケ」事業が始まります。事前に申し込みされた方を対象に販売される「ふちゅチケ」は、今年は
デジタル商品券（スマホ型）と紙商品券の２種類。１セット5,000円で販売し、全ての取扱店で使用できるA券3,000円分と、
大型店以外の取扱店で使用できるB券4,000円分の総額７,000円分をご使用頂けます。
お得にお買物をして、地元のお店を応援しましょう！

申込は既に終了しております。これからのお申込みは出来ません。
追加販売がある場合は、ふちゅチケホームページ上でお知らせいたします。

デジタル商品券（スマホ型）お申込みの方
①　当選者の方へ９月下旬にご登録のメールアドレス宛にお知らせいたします。

※お一人１セットは必ず購入できます。

②　販売期間内（10月５日(水)～１７日(月)） にお持ちのスマートフォンに
専用アプリをダウンロードし、初期セットアップを完了後、セブン銀行
ATMにて購入金額分をチャージし、購入完了してください。

紙商品券お申込みの方
①　当選者の方へ９月下旬に返信ハガキ（購入引換券）にてお知らせいたします｡

※お一人１セットは必ず購入できます。

②　販売期間内（１０月５日(水)～１７日(月)）に指定の販売窓口で【購入引
換券】と現金をご持参の上、商品券を購入してください。

• 10月5日(水)～10日(月)　フォーリス1階 光と風の広場
• 10月11日(火)～17日(月)　ル・シーニュ2階 サポートセンター

専用サイトはこちら▶
参加店もご確認

いただけます

むさし府中商工会議所 パソコン教室
●自由予約制
●選べるeラーニング40講座
●インストラクター常駐
●東府中駅徒歩1分

無料説明会＆無料体験講座実施中！
毎週月～土曜日（祝日除く）10：00～17：00 
※所要時間は約1時間　※火金は20：30まで実施

安心の月謝制
授業料１回（50分）1,200円！
別途　機器使用料　1回     200円
　　　教室維持費　1か月1,000円
これ以外一切費用は掛かりません！
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◆府中市福祉保健部健康推進課より◆

～乳がんの自己検診をしてみよう～
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第一位となっています。
乳がんは他のがんに比べ、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・治療をすれば 90％が治る病
気です。しかし、普段の乳房の状態を知らなければ、変化があった時に
すぐに気づくことができません。日頃から自分の乳房の状態を知ってお
くことが大切です。
乳がんを早期発見するために大切な生活習慣「ブレスト・ウェアネス｣
①普段から乳房をチェックし、自分の乳房の状態や生理周期による

変化を知っておきましょう。
②乳房の変化に気を付けましょう。
③気になる変化に気づいたときには、すぐに医療機関（乳腺外来）を受

診しましょう。
④自覚症状がなくても、40歳から2年に1回、定期的に検診を受け

ましょう。
\ 自分でできる自己検診の方法を教えます /

月経のある方は、毎月１回、月経が終わった頃に自己検診を行いましょう。
閉経後の方は、毎月１回、覚えやすい日にちを決めて行いましょう。

府中市では、40歳以上の女性市民を対象に、乳がん検診などの申し込み
を受け付けております。（10/21(金)〆切。）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) 

１.見る
①両腕を高く上げる
②両腕をまっすぐに下す
③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

去る６月 24日（金）、「第１回通常議員総会」が開催され、令和３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 3年度、本商工会議所ではウィズコロナに対応した支援を行って
参りました。まず、新型コロナウイルスのワクチン職域接種をいち早く実
施した他、リモート会議等に利用できるテレワーク室を設置する等の業務
態勢の支援。そして、経済の活性化を目的としたプレミアム付地元応援商
品券「ふちゅチケ」を初めてデジタル版として実施し、また商店街向けに
リピーター商品券「フーちゃんお買物券」を昨年より規模を拡大して実
施。さらに、個別事業者支援として府中市独自の市内飲食店の「テイクア
ウト・デリバリー応援補助金」や「府中市販路開拓補助金」、マル経融資
に対する利子補助等の支援を行いました。

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。

令和3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 162,254,681 円 88.15 ％
経営改善普及事業特別会計 817,789,093 円 90.52 ％
商工福祉事業特別会計 845,538,514 円 90.90 ％
商工会議所会館特別会計 63,144,122 円 95.53 ％
商工まつり事業特別会計 93,757 円 0.24 ％
退職給与積立金 9,122,000 円 99.85 ％

合計 1,897,942,167 円 88.99 ％

野口酒造店と東京農工大学大学院農学研究院が
基本協定を締結 ▶▶武蔵日本酒テロワールで地域貢献～◀◀

国立大学法人東京農工大学大学院農学研究院は、江戸時代よりお神酒造りを
行っている合名会社野口酒造店と、教育研究・社会貢献・地域連携と産学連携の活
性化、研究成果の事業化を目的に基本協定を締結しました。

フランスのワインと同様に、「土壌、気候、人などその土地ならではのもの」を意味
する「テロワール」を日本酒にも取り入れ、減少する多摩川沿いの水田での新酒米品
種の開発・生産を農学研究院が行
い、日本酒醸造に関して野口酒造店
と産学連携されます。

今後、この「武蔵日本酒テロワール
プロジェクト」を推進することで、地
域農業・産業の発展、人材育成等に
おける社会貢献とともに、酒米の品
種改良等に関する研究成果や海外展
開など、幅広い活動が期待されます。

【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

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。

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
その役目を終えた包丁をお祓いして納めるものです。

この度、第 4回包丁感謝祭を10月24日(月)午後 3時に
催行します。皆様から事前にお預かりした包丁を包丁感謝
祭にてお祓い致します。尚、感謝祭参列ご希望の方は包丁
を預ける際にお申し出ください。
＊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

むさし府中商工会議所 令和３年度事業報告および決算が可決されました

キリトリ

フーちゃんお買物券

￥300
発行者 ：府中市商店街連合会

有効期間 令和
３年 （金）12 24 令和

４年 （日）３6～

府中市商店街連合会
「フーちゃん」

府中で創業！
あなたの「創業したい！」を体系的に応援します

むさし府中商工会議所会館・一部オンライン講座
府中市緑町３-５-２ 京王線 東府中駅 北口１分

むさし府中商工会議所
Tel  042-362-6421  Fax 042-369-9889
Mail  info@tama5cci.or.jp http://www.tama5cci.or.jp/chamber/sogyo/

主催：むさし府中商工会議所 共催：府中市

2021
前期

■会 場■

府中創業サイトからの申込、参加申込書（裏面）を記載
の上 FAX、メール、電話のいずれかでお申込みください。

■申込方法■

起業に興味のある方
創業して間もない方

「想い」を
自分らしく、競争力のある

ビジネスモデルへ

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。

※後期（10月～）の講座の
お知らせは8月頃を予定しています。

府中創業サイト

※コロナ感染症拡大の影響により開催方法・日時が変更になる可能性があります。

【 参加メリット】特定創業支援事業
メリット１．府中市内で会社を設立する際の登録免許税が軽減。
メリット２．無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6ヶ月前からご利用可能。※別途審査有
メリット３．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可能。※別途審査有
メリット４．日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げ。※別途審査有

※詳細はサイトをご覧ください。

２．触る
①3～4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。（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。） ※特に乳房の外側上部に注意し、
脇の下もチェック

②乳首を軽くつまみ、血液などの異常な分泌物
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

出典：認定NPO法人J.POSH  HPより一部抜粋

▲野口英一郎社長（左）と船田良農学研究院長

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(火)～20日(木)
土日除く　午前10時～午後4時

お 納 め 料 ： 1本200円
問い合わせ先 ： 090－3438－7079

東京都府中食品衛生協会
会長　石川 明男

▲大國魂神社境内「包丁塚」

▲包丁感謝祭 清め祓い

新鮮な魚貝類を豊富に取り揃えて毎日超特価！

府中市宮町１－５０ くるる１階
電話　０４２－３６１－７８３５

ふちゅチケ 使えます

▲府中食協HP

サイバーセキュリティ対策かるた
あなたの会社は大丈夫？
身近な業務に潜むサイバーリスクを、46枚のコミカルな
｢かるた」になぞらえて、わかりやすく啓発します。

アプリに最新の注意
古い状態のままのアプリの使用に注意。最新のもの
にして細心の対策ができないと、ウイルス感染のき
っかけになってしまうことも。アプリとともにセキュ
リティ意識もアップデートしましょう。

【協力】独立行政法人情報処理推進機構　詳細はこちら→

あ
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ものづくり産業の活性化を支援するため、中小企業等の優れた技術や製品を広くPRする技術展を開
催いたします。市内外の企業、教育・保証機関、団体が出展し、普段あまり目にすることのない各企業
等の最新技術が並びますので、ぜひご来場ください！

10月14日(金)・15日(土)　午前10時～午後５時
府中市市民活動センタープラッツ（府中市宮町１－100）

◆企業向けセミナー　
午前10時30分～11時30分
SDGｓってやったほうがいいの？
企業が取り組むメリットをご紹介
講師　リコージャパン（株）西東京支社 

ＳＤＧｓキーパーソン 池田 美紀子 氏

午前11時40分～12時25分
ザ・ビジネスモールによる販路開拓セミナー

講師　大阪商工会議所　経営情報センター　登坂 文香 氏
(ザ・ビジネスモール事務局）

◆講演会
午後１時30分～３時30分
デザイン経営基調講演 モノづくりとデザイン
講師　福永紙工（株）代表取締役　山田 明良 氏

◆ロボットプログラミング体験 要事前予約・参加無料
世界最大規模のロボティクス競技大会のロボットプロ
グラミング教材「VEX GO」を組み立てて、iPadでプ
ログラミングと操作を体験します。
時　間
①午前10時30分～11時10分　④午後２時～２時40分
②午前11時30分～12時10分　⑤午後３時～３時40分
③午後１時～１時40分　　　　※各回先着４名
対　象　小学１年生～６年生

◆製造業コマ大戦in府中場所 観戦のみ

全国の中小製造業が自社の誇りを賭けて作成したコ
マを持ち寄り、土俵の上で一対一で戦います。熱い戦
いをお見逃しなく！
時　間　午前11時～

◆ミニ四駆工作＆走行会 要事前予約・参加費1,000円

ミニ四駆をその場で作成し、体験走行・ミニレ
ースに参加できます！また、作成したミニ四駆は
お持ち帰りいただけます。
時　間　
①午前10時30分～正午　
②午後１時～２時30分
③午後3時～４時30分
※各回先着１５名
対　象　小学１年生以上

各イベントのお申込み
参加希望者は、事前に電話またはメールで下記宛先までお申込み
ください。
むさし府中商工会議所　中小企業相談所テクノフェア事務局
TEL　042-362-6421（平日のみ　午前８時30分～午後５時）
メール　info@tama5cci.or.jp

府中駅直結
ルシーニュ5・6Fで
開催します！

会 期

会 場

府中の
技術を
未来へ府 中 市 工 業 技 術 展31 回第

会 員 向 け

1962年愛知県生まれ。アパレル商社勤務を経て、
1993年福永紙工㈱へ入社。2008年同社代表取締役に就任。
2006年、デザイナーとの協働プロジェクト「かみの工作所」「テラダモケ
イ」「空気の器」を発足させ、それまでの製造のノウハウをベースに自由
で斬新なデザイナーの発想を融合させ工場発の主体的な紙製品の開発、
製造、販売を行う。
2022年４月より立川の複合施設GREEN SPRINGSにて直営新店舗
｢SUPER PAPER MARKET」をオープン。

製造業者や学生が作った
コマで戦います！▶

作ったミニ四駆を走らせよう！▶

15日
土

14日
金

入場無料

感染予防のお願い　
・体調がすぐれない場合はご来場をお控えください。
・感染症対策のため、消毒・入場方法などスタッフの指示

に従ってください。
・感染拡大状況により、主催者がイベント中止を判断す

る場合がございます。予めご了承ください。

付き添いは
1名以内に制限させて

いただきます。

ふちゅチケ
A券・B券使えます

今人気のロックミシン 無料体験中！
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◆若手社員と人材育成担当者のためのフォローアップ研修
若手社員対象

社会人としての基礎や振り返りとして、ビジネスマナー・顧客対応・プレゼン
技術・ストレス管理などについて学びます。
日　程　 ①　10月４日(火) 午後１時～４時
　　　　②　10月５日(水) 午後１時～４時

※①・②どちらか選択いただけます（同一内容です）
定　員　　各回20名

人材育成担当・管理者対象
社員が自ら育つための教え方の基本や、ハラスメントにならない指導方法に
ついてロールプレイングを交えながら学びます。
日　程　①　10月４日(火) 午前９時～正午

　　　②　10月５日(水) 午前９時～正午
※①・②どちらか選択いただけます
（同一内容です）

定　員　各回５名

◆インボイス制度と2023年10月に備えた経営力強化セミナー
｢まだ１年以上先だから大丈夫」「免税事業者だから関係ない」と思っていま
せんか？インボイス制度の概要から売り手側と買い手側の留意点、事業者が
気を付けるべきポイント、そしてインボイス制度の導入による事業環境変化
に対応する経営力強化ポイントについて、わかりやすく解説します。
日　程　10月７日(金)午後２時～４時
講　師　ステップビズ合同会社 代表/中小企業診断士　千本　隆司 氏
定　員　100名

◆はじめてでも実装できる！オンラインショップ体験型セミナー（全4回)
商品写真の撮影ポイントから、オンラインショップの設定・分析まで、その場で
学びながら完成を目指しましょう！

日　程　※全4回すべてご参加ください。
第１回　10月15日(土)  午前10時～正午
第２回　11月19日(土)  午前10時～正午
第３回　11月26日(土)  午前10時～正午
第４回　12月  ３日(土)  午前10時～正午

参加費　2,000円
定　員　20名

◆課題解決セミナー ゼロからの補助金チャレンジ！
補助金を獲得するための基礎知識と採択のポイントをお教えします。

日　程　10月18日(火)　午後６時30分～８時30分
定　員　20名

◆アフターコロナの中小企業の「勝ち組」戦略セミナー
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、昨年の好評を受け再び登場いたします。

日　程　10月24日(月)　午後２時～４時
定　員　20名

会員事業所 従業員表彰の推薦を募集しています
表彰区分 主な表彰資格

優秀従業員表彰 現在の勤務先で10年以上継続勤務されている方
最優秀従業員表彰 優秀従業員表彰を受賞後、同一企業で10年以上継続勤務されている方
優秀技能者表彰 同一職種に10年以上従事されている方
企業功労者表彰
総務・管理部門/販売・サービス部門
製造・技術部門

「事務及び生産合理化」「技術考案及び工夫」「売上・収益の増加」等を
通じて事業所の発展に特に功労・功績があり、他の模範となる方

◎その他、詳細な要件等はホームページをご確認ください。
 申請締切　令和４年９月30日(金)

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９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。

空き店舗等対策家賃補助事業

事業に係る店舗・事業所の家賃を補助します！
市内産業の活性化を目的に、府中市内の空き店舗又は事務所を借りて、新しく開業
や支店の出店をする場合に限り、家賃の一部を補助いたします。

補助率　　事業主負担の月額賃料の2/3以内（月額上限25万円）を、最大6か月間補助
※令和5年3月末までの家賃支払い分
※交付期間内に支払いが発生する賃料が対象（駐車場代、共益費は対象外)

空き店舗の要件　3か月以上店舗・事務所として貸し出されていないもの

申請期間　令和５年１月３１日（火）まで
※既に店舗を開業している場合や、開業に伴う工事を開始している場合

は申請できません。
※予算が無くなり次第受付終了となります。

交付決定　申請受付から２～３週間程度
※内容に不備がない場合、決定通知を発送し3か月毎に前払いで指定口座

に振込みます。
（後日、支払いをした確認書類をご提出いただきます）

その他詳細な要件や必要書類等について、ホームページで
ご確認ください。

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　
メール　info@tama5cci.or.jp

むさし府中商工会議所会員だけが加入できます！

生命傷害共済制度　新規加入・増口キャンペーン実施中!
期間中、新規加入・増口をすると、特典として１口につき粗品をプレゼントい
たします。この機会に是非、ご検討ください。

独自の給付制度
病気入院見舞金　/　事故通院見舞金　/　簿記合格祝金　/　満期祝金
※ご加入にあたっては、パンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）
を必ずご覧ください。

お問合せ　むさし府中商工会議所　TEL　042-362-6421

セミナーのご案内

各種セミナー会場はむさし府中商工会議所会館となります。
〒183-0006　府中市緑町３－５－２ 京王線東府中駅北口徒歩1分
お申込み・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 ▲ホームページ

制度の特長	
●掛金は１口月額800円から、５口4,000円までご加入いただけます。
●病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時
間保障されます。

●１年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返し
いたします。

●医師による審査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます）
●商工会議所独自の給付制度の支払いがあります。
●法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算
入できます。【法人税基本通達9-3-5】

●個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経
費に算入できます。【昭和47年2月14日付直審3-8】

無 料

無 料

無 料

無 料

予
告

▲ホームページ


