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去る５月19日
「コール田無 多目的ホール」にて開催
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組織強化にご協力下さい
商工会では会員拡大による組織基盤強化を重点事業に
あげております。
ご紹介いただいた事業者の方にご入会いただくと、お
礼として粗品を差し上げております。
お知り合いの方で、まだご入会がお済みでない事業者
の方がいらっしゃいましたら、事務局まで是非ご紹介くだ
さい。

空調運転の抑制にともなう、軽装での執務

「節電対策のライフスタイル」実践中
実施期間：平成29年5月1日 〜 10月31日

ご 来 会 のみなさまへ
ųᙱிʮՠ˟ưƸŴǨȍȫǮȸ̅ဇƴƓƚǔᬛƷᨊ
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で審議がおこなわれ、平成 28 年度事業報告・決算、監査
報告、平成 29 年度事業計画、予算、借入金限度額及び指
定金融機関承認に関する件、役員退任に伴う後任役員の選
任に関する件、西東京商工会定款一部改正の承認に関する
件など、原案どおり可決承認されました。

平成２８年度事業経過報告に関する件
平成２８年度決算報告に関する件監査報告
平成２９年度事業計画 (案) 承認に関する件
平成２９年度収支予算 (案) 承認に関する件
借入金限度額及び指定金融機関承認に関
する件
第６号議案 役員退任に伴う後任役員の選任に関する件
第７号議案 西東京商工会定款一部改正の承認に関す
る件
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

14
第 14 回
（平成 29 年度）
通常総代会が、
去る５月19 日
（金）
午後３時より、コール田無にて総代７６名（委任状出席３７
名含む）出席のもと開催されました。
司会松川紀代美氏（女性部長）、議長に今井良充氏（工
業部会幹事）が選出されて、第１号議案から第７号議案ま
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① トライプラス西武柳沢校

ご入会の方に
ビスケッタ＆百豆の商品詰め合わせをプレゼント！

② 介護トラベル㈱

ケアサポート料金 20％OFF( 日帰り観光・宿泊旅行 )

「商業振興事業」
①幹事会等の開催
②商店街活動の助成
③視察研修会の実施
④講習会・講演会の開催
⑤懇談会の開催
⑥商店会ＰＲ事業の実施
⑦商業に関する情報の収集・提供・協議
⑧会員増強の推進
⑨その他商業振興のために必要な事業

「飲食業振興事業」
①幹事会等の開催
②視察研修会の実施
③講習会／講演会の開催
④飲食業に関する情報の収集・提供・協議
⑤会員増強の推進
⑥その他飲食業振興のために必要な事業

平成２9 年度 重点事業

「工業振興事業」
①幹事会の開催
②講演会／交流会の開催
③展示会等の参加
④ものづくり工友会の運営
⑤工業に関する情報の収集・提供・協議
⑥会員増強の推進
⑦その他工業振興のために必要な事業

１
２
３
４
５
６
７
８

「建設業振興事業」
①幹事会の開催
②視察研修会の実施
③講習会／勉強会の開催
④建設業部会 PR 事業の実施
⑤建設業に関する情報の収集・提供・協議
⑥会員増強の推進
⑦その他建設業振興のために必要な事業

〔重点事業〕
地域商工業活性化の推進
地域産業資源活用の推進
巡回・窓口経営支援の強化
西東京市内創業者の推進
西東京市産業振興マスタープラン中期計画の推進
商工会事務所の統合
組織基盤の強化
財政基盤の強化

ࢥٛমྩਫ਼͈ൡࣣ̞̾̀ͅ
事務所の統合については平成 14 年の合併時からの
懸案事項であり、過去事務所統合検討委員会にて会合
を行いましたが一本化の結論は出ませんでした。
２つの事務所を維持することが人的にも経済的にも
困難な状況であると思われることから、平成 25 年か
ら２年間に亘り議論を重ね平成 26 年の理事会におい
て、賛成多数により田無事務所に統合する決議がなさ
れ現在の体制となっています。

③ もとい

でんき

東芝アルカリ乾電池（単 1 〜単 4）定価の 50%OFF!!

④ 田中葬祭株式会社

その際、保谷事務所については早期に閉鎖をするの
ではなく、当面の間は維持を
して会員サービスの低下を招
かないよう配慮することとな
りました。今後理事会でも最
善の方法を検討していく予定
です。何卒ご理解を賜ります
ようお願い申し上げます。

葬儀安心サポート会員にご入会の方
ティッシュ５箱プレゼント！

⑤ 目の悩みの駆け込み寺 漢方 上田薬店

緑内障・飛蚊症・かすみ目・目の乾きに
お悩みの方相談・検査料無料

ڰ
ల ˏ ٝୌ   ٳ ͤ̾͘ ࢥ  ނट
5 月13日（土）
・14 日（日）の２日間にわたり『第 3
回西東京商工まつり』が開催され、西東京市長丸山浩
一様・副市長池澤隆史様をはじめ多くのご来賓の方々
にご来場いただいた中、出店した 30 事業所・機関が
お店自慢の商品販売や事業所 PR 等を行いました。
初日は雨天でしたが二日目は回復し、出店した一店
逸品事業者とともに商品 PR を行いました。また本部
では一店逸品商品の抽選会が行われ、ミニ電車・警察

官の制服を着た写真撮影・放水的あてゲーム・野菜つ
め放題などにも順番を待つ長い列ができ、賑わいまし
た。ステージでは、ミュージックライブ、ダンスパフ
ォーマンス、キャラクターショーなど多彩なプログラ
ムで、大いに盛り上がりました。第 3 回西東京商工
まつり開催にあたり、無事に開催できたことを関係各
位、近隣住民の方など、ご協力いただいた多くの方々
に、この場をお借りして御礼申し上げます。

ୌ໌ဥ߄ࡩအͤ͢౷֖ॲު؊׳߄ͬ
̧̞̹̺̱̹͘ȃ
平成 29 年 4 月 18 日、西武信用金庫 安保保谷支店長および比留間田
無支店長にお越しいただき標記応援資金を拝受させていただきました。
地域の産業振興として大いに活用させていただきますので、よろしくお願
いいたします。

̜̹͈̈́ز̮ͬͥ͂ͥ͘Ȋ
ှͦͥ༞ੲ͈ࢥ͈ٛ
࣭ࢥ֥ٛٛছވफ

掛け金：1,000円から4,000円
共済金：死亡共済金・後遺障害 100万円〜2,000
万円(事由により)
入院共済金2,000円から16,000円・手術共済
金1.25万円〜40万円 通院共済金750円〜
6,000円（3日目〜100日目）等があります。

全国商工会連合会が運営する自家共済制度です。
仕事中はもちろん、交通事故や家庭内でのけがをは
じめ、病気、がんなどに幅広く対応しており、商工
会会員はもちろん、家族と従業員(の家族)の皆様に
もご加入いただける低廉な掛け金で、会員の皆様や
家族の暮らしを守る共済です。是非この機会にご加
入下さい。

〜「けが」「病気」の補償【おすすめポイント】・特長〜
掛け金・共済金はプラン毎に
年齢・性別・職種に関わりなく一律！
交通事故・不慮の事故以外に天災でも「けが」の補償！
仕事以外でも 国内外２４時間補償！
けがも病気も 日帰り入院から補償！
けがの補償80歳まで補償！ 病気の補償74歳まで補償！

Ｊリーグ ディビジョン１ ＦＣ東京応援席 ホームゲーム招待のご案内
〜観戦引換券の申込について〜
観戦引換券は、１事業所につき原則４枚までとし、
お申込み締切りは開催日の約２週間前までといたし
ます。なお、観戦引換券の枚数には限りがあるため、
お申込み多数の場合は事務局において抽選とさせて
いただき、当選者への連絡をもって発表とさせてい
ただきます。
（観戦引換券の枚数は、試合ごとに異なります。）

⑥ ㈲アカギ印刷

印刷物 10％OFF

⑦ ㈲オーロラ印刷

音と映像が流れる「動画連動チラシ」
1,000 枚 49,800 円⇒39,800 円 ( 動画は１分 )

⑧ 居酒屋 GOCHA-GOCHA

クーポンをお持ちの方ランチドリンクを無料にします。

商工貯蓄共済に
加入しませんか？

3つの魅力がワンパック
貯蓄 融資 保障

1 貯蓄（自己資金の充実）

2 融資（企業の資金繰り）

●貯蓄積立金および利息
毎月の掛金から年１回、生命保険料・経費
が差し引かれ、掛金の大部分が貯蓄積立
金となります。
この貯蓄積立金に対して、１年経過後から
市中銀行の１年定期預金と同等の金利で利
息がつき、毎年貯蓄積立金に繰り入れられ
満期まで複利計算します。
●貯蓄積立金の返戻
・満期（１０年間）
貯蓄積立金に満期配当金を加算して返戻します。
・中途解約
途中で共済を解約される場合、それまでの
貯蓄積立金を返戻します。

プラス 医療保障特約型

加入できる方
（加入者＝掛金払込者）
：商工会の会員、その家族および従業員
保障の対象となる方
（被保険者）
：６歳〜６５歳までの健康な方
加入期間：１０年間
加入口数
（掛金は１口につき２，
０００円）
：被保険者１人につき１０口まで

3 保障（大きな安心）

共済加入後３ヶ月以上、遅滞なく掛金の払
込みを継続されますと、融資のあっせんを
受けることができます。（事業資金）
●資金使途
●融資限度額
・運転資金
・設備資金

運転資金・設備資金
１口あたり２００万円以内
１,５００万円以内
３,０００万円以内

＊ただし運転・設備合計限度額 3,０００万円

●返済期間

・運転資金 ６年以内
・設備資金 ８年以内
●取扱金融機関
・りそな銀行・多摩信金・西武信金・七島信組
※詳細については、別途「融資のご案内」
●金
利
0.775％〜 1.425％
をご覧ください。

希望により付加することができます。
（中途加入も可能） 基本

万一の場合は保険金とともに、それまで貯蓄さ
れた積立金を合わせてお支払いします。この保
険は商工会員等を対象とした死亡保障のみの
掛け捨て保険のため割安な保険料で高額な保
障が受けられます。
●死亡保険金・高度障害給付金
被保険者が亡くなられたとき、傷害または疾病に
よって、所定の高度の身体障害の状態になったとき。
●保険金額
加入時の契約年齢により（６歳〜６５歳）
１００万円〜２５万円（１口あたり）
●保険契約の審査基準
生命保険部分の加入については、すべて告知
書扱い

入院給付日額 10,000円 プラン

5,000円 プラン

お問い合わせは、
お近くの商工会または東京都商工会連合会まで。
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西東 京商工会
﹁ 年 間 カ レンダ ー ﹂

⑪ 丸芳商店

包丁 10％OFF

各役員会︵随時会議︶
正副会長会・総務委員会・理事会
部会役員会︵商業・工業・建設業・飲食業︶・
青年部・女性部常任委員会
委員会︵組織強化・広報情報化・まちづくり・
その他 各事業等委員会︶

日︶

⑩ 都宮鍼灸整骨院

熱くないもぐさのお灸 30 分 3,000 円 ⇒1,000 円

21 20

日 ︶ 工 業 部 会ものづくり工 友 会・
日 ︶ 定 例 会︵ 毎 月 第 ２ 金 曜 ︶

日〜

14

・青年部総会︵

日︶

13

４月 ・ 女 性 部 総 会 ︵

・通常総代会︵

14

19

５月 ・ 第 ３ 回 西 東 京 商 工 ま つ り︵

17

６月 ・ 会 報 発 行

13

７月 ・ 源 泉 個 別 指 導 会
・ 福 利 厚 生 健 康 診 断︵ ７ 日 〜 日 ︶
・女性部 商店会盆踊りに参加
・青年部 献血事業

日・ 日︶
従業員表彰︵ 日︶
12

８月

・福利厚生

９月 ・ 会 報 発 行

10

月

11

月 ・市民まつり︵

⑨ 株式会社ローグトレード 英会話教室ザ・スクール

平成 29 年７月末までにご入会の方、入会金無料 !!

月 ・商工会カレンダー配布

１月 ・ 年 末 調 整 ・ 源 泉 徴 収 事 務 個 別 指 導 会
・会報発行
・女性部 初詣
・新年賀詞交歓会

〜各種講習会やそのほかの事業
日程等決まり次第ご案内します︒
〜定期開催
▽金融相談会︵毎月 ２回︶

２月 ・ 確 定 申 告 相 談 会 ︵ 2 月 〜 3 月 ︶

12
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き、今後の青年部活動の参考にしていきたいと思いま
〇献血事業活動報告
した。
ؙ２月５日
（日）
野村
證券田無支店駐車
〇青年部総会報告
場にて、今年度２
４月21日（金）末広に
回目となる献血事
て17名（委任状出席４
業を実施しました。
名含む）の部員が出席
この場所での実施
し、商工会大河内会
が７回目となり、
長・秋山副会長・清水
田無駅北口に隣接していることもあって、献血受付者
45名、献血者38名の実績をあげることが出来ました。 副会長等、来賓の方々の出席のもと、通常総会が開催
されました。第１号議案から第４号議案まで、全て原
当日ご協力いただいた方々、本当にありがとうござ
案通り承認されました。特に第４号議案にて青年部員
いました。
資格緩和に関する件が上程され、青年部員の年齢制限
今年度も７月に野村證券田無支店駐車場で実施を予
を満45歳以下の者とする に変更されました。また役
定しています。
員改選により、山本青年部長が選任されました。
今後も、山本部長のもと、積極的に事業を行ってい
〇視察研修会報告
きます。出席をいただいた来賓の方々、ありがとうご
２月27日
（月）
28日
ざいました。
（火）に 岐 阜 県 下 呂 市
「志むら」を訪問し、
研修を行いました。
当日は、青年部主張大会全国大会に中部ブロック代
商工会加入企業で 45 歳以下の経営者・後継者・従業員な
表として出場した下呂温泉「志むら」の後継者佐々木
さち氏より、青年部活動や街おこしについて話しを聴
ら男女問わず、どなたでも入部できます。年会費は５千円です。

新 しくビジネス総合保険制度が出来ました !
商工会員の皆さま、事業経営を取り巻く様々なリスクに備えていますか？
「商工会のビジネス総合保険」は、スケー
ルメリットを生かした割安な保険料水準により、既存
制度で補償していたＰＬ、リコールによる賠償責任に
加え、施設、業務遂行、管理財物に対する賠償責任も
ラインナップし、会員事業者を取り巻く事業活動リス
クを包括して総合的に補償します。
(1)「損害賠償責任に関する補償」「休業損害に関する
補償※」「財物の損害に関する補償」など、事業活
動を行う中で発生する様々な賠償リスクに対して
包括的に対応します。
(2) 業種に応じた細やかな補償に加え、リコール特約、
情報漏えい補償など様々な特約が用意されていま
す。
(3) 商工会のスケールメリットを生かした割安な保険
料による制度設計になっています。

⑫ パブグレイ

鹿児島生まれのママのお店です。
焼酎ボトル１本サービスします。

⑮ 中華そば

一丸

めん類ご注文の方にトッピング一品サービス
1 グループ様 1 枚で OK ！
ご注文時にご提示ください

⑬ 補聴器専門店

※事業活動が、休止または阻害されることによって生
じるリスクを補償するもので病気やけがによる就業
不能時に、月々の所得を補償する「休業補償制度」
とは内容が異なります。

● 保険料をスリム化！（最大約３５％割引）
● 補償の重複を防ぐことができる！
● 煩雑な契約手続きを一本化！
＊施設所有 ( 管理 ) 者賠償責任保険、請負業者賠償責
任保険、生産物賠償責任保険等２０種類の基本契約
の他データ損壊、受託物損壊、工事遅延損害等含む
ワイドプランやオプションにより食中毒・特定感染
症利益補償特約、リコール費用等も補償をカバーで
きます。
＊商工会までお問合せ下さい。

きりん堂

シーメンス補聴器全品カタログ価格より 10%OFF!!

⑯ 磯料理

巽

お食事の方に生ビール（小）
またはサワー・ウ−ロン酎ハイ１杯無料

⑭ 中国家庭料理

墨花居

田無店

ご飲食代 10%OFF
（他サービスとの併用・イベント開催時の使用不可）

⑰ カフェ ラナンドゥ ハッピー

カフェタイム 14 時〜ご飲食代 10％OFF

〇女性部総会報告
平成29年度女性部総会が去る４月20日（木）午後
６時30分より、コール田無イベントルームにて部員
56名（委任状出席21名を含む）出席のもとに開催さ
れました。
議長に海老澤シゲ子氏、書記に浅野多美子氏が選出
されて、第１号議案・第２号議案の審議が行われ、原
案通り承認可決されました。
第１号議案
第2号議案

【可決承認事項】
平成28年度事業報告書並びに収支
決算書承認に関する件
平成29年度事業計画（案）並びに
収支予算（案）に関する件

〇第3回西東京商工まつり出店
5月13日(土)・14日(日)に文理台公園にて開催さ
れた第3回西東京商工まつりに出店しました。当日
は、アイスコーヒーや赤飯販売の他、部員の皆様に
ご提供いただいた品物でバザーを実施しました。バ
ザーの収益金は45,400円となり、地域福祉増進に
役立てていただくため、西東京市社会福祉協議会に
寄附いたします。ご協力いただいた皆様ありがとう
ございました。
〇今後の事業予定
・地域振興事業（盆踊り）７月〜８月にかけて開催
される商店会開催の盆踊りに参加
・視察研修会 秋頃に実施

☎461- 4573
担当 大口・小山まで

新
新規
規加
加入
入会
会員
員の
のご
ご紹
紹介
介
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商店街紹介：北芝商工友会

西東京市が誇る商店街（会）をご紹介するコーナーの
第 12 回目は、北芝商工友会さんです。
（順番は全くのランダムです）
商店会長の甲谷さんにお伺いしました。
北芝商工友会さんの特長を教えてください。
「田無駅北口より西に向かい 徒歩 20 分に位置し、かぶ
とやを中心に発展しました。最盛期は 36 件の加盟があり
ましたが現在は 18 件 ( 賛助会員を含む ) の加盟になって
おり、物販事業所が少なくなっています。」
北芝商工友会さんの抱える問題点は何でしょう？
「事業者の高齢化が進み、自身の代で終わりと考えてい
る方もいて、後継者不在による廃業閉店が進んでいること
が掲げられます。」
「この時期にぜひ来て欲しい！」というお勧めのイベント
は何ですか？
「７月 30 日 ( 日 ) に地元協賛による夏まつりの開催を
予定しており、産地の野菜等を中心に販売可能か検討中で
す。」
今後、どんな商店会でありたいですか？
「地域密着による高齢者に支援・助言ができるような身
近な商店会でありたいと思います」
商工会への苦言・提言など何でも結構です。
「イベント等の担い手が少なくなっていますが、何か企
画できるようであれば協力をお願いします。」
商工会報をお読みになっている皆さんに一言どうぞ。
「各商店会が頑張っているので、北芝商工友会も地域の
皆様のお役に立てるように頑張って行こうと思います。」
ありがとうございました。
多摩六都科学館

新青

【北芝商工友会】 けやき小

★

髙野 哲也（たかの てつや）
平成２９年４月１日より八丈町商工
会から異動となりました。府中市より
通勤しておりますが、八丈島とは規模
が違い、商工業者数や商工会員数の多
さに大変驚いております。
担当部会は飲食業部会です。そのほ
か主担当として金融指導・健康診断事業等を行ってまいり
ます。
西東京市のことは、まだ右も左もわからない状況ですが、
一歩ずつ進みながら、会員の皆様のお役に立てるよう一生
懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
＊平成 24 年から５年間勤務していた白石 徹経営指導員
は、平成 29 年 4 月 1 日付けにて係長として八丈町商
工会に異動になりました。
永年お世話になり、ありがとうございました。

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫 ）
がサポート！
高校、短大、大学、専
修学校、各種学校や外国
の高校・大学等への入学
時・在学中にかかる費用
を対象とした公的な融資
制度です。在学期間内は利息のみのご返済もお選びできま
す。

【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金
利 】年１．８１％ 固定金利

＊「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯収入 200 万円 ( 所
得 122 万円 ) 以内の方」または「子ども 3 人以上の
世帯かつ世帯収入 500 万円（所得 346 万円）以内
の方」は 年 1.41％ （平成２９年４月３日現在）

【ご返済期間】１５年以内

梅街

道

多摩六都科学館南
東京街道

編集後記
清々しい初夏を迎え、木々の緑も日増しに深くなってま
いりました。商工まつりも盛大に終え、総代会も無事終
了することができました。商工会の新年度の事業も各部
会において活発に動き出しております。これからも商工会
を更に活用し、事業の発展を目指してまいりましょう。最
近の夏は温暖化の影響で今まで経験が無いような高温に
なってきています。体調を整えご自愛くださいませ。
広報情報化委員

大関 正明

＊「交通遺児家庭」、「母子家庭」
、「父子家庭」、「世帯収
入 200 万円（所得 122 万円）以内の方」または「子
ども 3 人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所得
346 万円）以内の方」は 18 年以内）
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マ
ンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も
可能）
【保
証 】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人
による保証も可能）
詳しくは、HP（「国の教育ローン」で検索）または
教育ローンコールセンター
（０５７０−００８６５６（ナビダイヤル）または
（０３）５３２１−８６５６）までお問合せください。

