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前川秀幸

INFORMATION お知らせ

特集　武蔵野法人会 支部のご紹介

経営のペぇじ 役立つ経営情報 

会員広場〈あの顔 この顔 私の仕事〉Vol.06

　有限会社 オレンジハート　堂前 雄平さん

　株式会社 まさ希　宮下 いづみさん

委員会・支部・部会 活動報告

武蔵野税務署からのお知らせ

まちかど情報局

5・6月の行事予定
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「咲き誇る藤の花」
写真提供

武蔵野法人会　写真同好会
五十嵐明一さん（井の頭支部）

今月の表紙は井の頭の街で出会った藤の花
だそうです。近くで見ると、ひとつひとつの
花がマメ科の植物らしい形をしています。
万葉集にも詠まれ、古くから親しまれている
藤の花。４月から５月が見頃です。

『SDGｓ』、最近、耳にする機会が増えています。認知度は高まりつつ

ありますが、省エネ・環境負荷軽減への取り組みなど、意外と以前から

取り組んでいることが多いと感じます。大切なのは、明るい未来のた

めに、一人ひとりがこれまで以上に意識して取り組むことだと思いま

す。また、企業にとっても、事業価値を高めるための導きの糸となるの

がSDGｓ的な視点を持つことなのかも知れません。もともと日本には

「三方よし」の精神があり、それをベースとした進化形がSDGｓだと思

います。SDGｓを将来に向けたビジネスチャンスと捉え、自社の強み

を活かせる取り組みについて整理することがポイントかも知れません。

入会のご案内 ― 武蔵野法人会の「なかま」を増やしませんか！！― 

◆年会費や実施事業等の詳細は、当法人会のホームページをご参照ください。　http://www.musashino-hojinkai.or.jp/
◆当法人会の目的、事業にご賛同いただき、当会への入会を希望される方がいらっしゃる場合は入会申込書をお渡しいただき、必要
事項をご記入の上、事務局まで送付願います（入会申込書は当法人会のホームページからダウンロードできます）。

　武蔵野法人会へのご質問、お問い合わせは、下記の連絡先（法人会事務局）まで、お気軽にどうぞ。

　　　公益社団法人武蔵野法人会　〒180 - 0006　東京都武蔵野市中町2 - 11 - 13　三鷹ビル３F
　　　TEL：0422 - 51 - 1441　　FAX：0422 - 55 - 5544　　E-Mail：mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

法人会は、正しい税知識を身につけるためだけの団体ではありません。企業の経営者同士が、積極的に情報交換を行い、触発し合
いながら、それぞれの企業の発展、事業の継続を図っていけるのが法人会です。

お取引先・お知り合いの方を
ご紹介ください

第56回   通常総会　開催のご案内
以下のとおり「第56回通常総会」を開催します。今年も新型コロナウイルスに
よる感染症の拡大防止のため、例年とは一部開催方法が変更となっております
ので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

武蔵野法人会

日　時：令和4年6月14日（火）
会　場：吉祥寺 東急REIホテル
次　第：総会議事審議
 第１号議案　令和３年度事業報告承認の件
 第２号議案　令和３年度収支決算報告及び監査報告承認の件
 第３号議案　令和４年度事業計画（案）報告の件
 第４号議案　令和４年度収支予算（案）報告の件
その他：5月27日（金）以降に、当会ホームページに総会の議案書を掲載する予定です。

主な開催方法の
変更点

① 通常総会のみの開催とし、飲食を伴う懇親パーティーは実施しません。
② 今回に限り、議決権のない賛助会員の方のご出席はご遠慮くださるようお願いします。　　

令和4年6月4日（土）・23日（木）・7月5日（火）
三鷹市公会堂さんさん館（三鷹市野崎1-1-1）
JR中央線　三鷹・吉祥寺駅、京王線調布駅よりバス　三鷹市役所前下車

昨年の総会の様子

健診日・健診会場

●お問い合わせ 一般財団法人
全日本労働福祉協会

渉外部　TEL:03-5767-1714
受付時間（平日）：9：00～12：00、13：00～17：00

9：30～11：00（定期健康診断  14：00～15：00）受　付　時　間

令和4年7月4日（月）
メガロス武蔵小金井（小金井市緑町5-3-24）
JR中央線　武蔵小金井駅　徒歩6分

健診日・健診会場

9：30～11：00（定期健康診断11：30～12：00）受　付　時　間

健 康 診 断 の ご 案 内
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小金井北支部

小金井南支部

至 八王子

武蔵小金井 東小金井 武蔵境 三  鷹 吉祥寺

井の頭公園新小
金井

西荻窪
JR中央線

玉川上水

井の頭恩賜公園

武蔵野税務署

小金井公園

国立天文台

三鷹市役所

小金井市役所

武蔵野市役所

西
武
多
摩
川
線

京王井の頭線

至 新宿

武蔵野西支部

三鷹西支部

吉祥寺北第二支部

吉祥寺北第一支部

吉祥寺南支部

三鷹東支部

小金井市

三鷹市

武蔵野市

井の頭支部

三鷹中央支部

令和4年「新春セレモニー」より

吉祥寺北第一支部
吉祥寺北第二支部
吉祥寺南支部
武蔵野西支部

三鷹中央支部
井の頭支部
三鷹東支部
三鷹西支部

小金井南支部
小金井北支部

武蔵野法人会は３市・10 支部で構成されています。

三鷹中央支部 当支部が力を入れている「お
茶会」は、会員同士の交流は
もちろん地域の未加入法人の
方とも仲良くなりご入会いた
だくという会員増強の面もあ
る事業です。また女性会員向
け「みたちゅうレディース」
の開催、三鷹駅南口中央通り
のエコマルシェへの参加、各
種ビジネスセミナーの実施など、幅広い事業を行っています。

支部長　藤橋 清治
株式会社 オール設計
TEL. 0422-72-1601

三鷹エコマルシェ「エコ城のシノビたち」

今年は吉祥寺南支部との合同事業と
して、ロックバンド「Dragon Ash」
の元ダンサーであり地元吉祥寺出身
のDRI-Vさんを講師としてお招き
し、大人も子どもも楽しめるダンス
体験を組み合わせたイベントを企画
しています。

支部長　荻原 義明
株式会社 荻 OGI 屋
TEL. 0422-72-0602

昨年度は会社経営について参加者が自分の経験をもとに議論し合
う形式のオンライン研修会を１回、講師によるミニ研修と交流会
を兼ねた忘年研修会を１回という限られた活動しかできていませ
んが、今後も会
員の皆様に役に
立つ事業をその
時に可能な方式
で実施していけ
ればと考えてい
ます。

支部長　高麗 元
有限会社 コマ企画
TEL. 0422-49-4110

昨年度は11月に当支部恒例
の日帰りバス旅行を大型バス
を貸し切って実施しました。
今回の目的地は秩父と長瀞
で、ライン下りやしいたけ狩
りなど晩秋の一日を皆で楽し
みました。コロナ禍が収束し
た時にはまた会員の皆様と交
流をメインとした事業を企画
したいと思います。

支部長　桑原 直純
三鷹上連雀郵便局
TEL. 0422-43-8890

ゴルフコンペ、ボウリング大
会、異業種交流会、玉川上水
の落ち葉回収作戦や歌声コン
サートなどの事業を実施し、
「小金井なかよし市民まつり」
では税金クイズや風船配布を
通し、法人会の宣伝や税金の
啓蒙活動を南支部と共に行っ
ています。「歌声コンサート」
は参加者300名を超える武蔵野法人会でも最大級の事業です。

支部長　橋田 数彦
株式会社 七洋商会
TEL. 042-384-5555

井の頭支部

三鷹東支部

三鷹西支部

小金井北支部

ダンス体操＆
税金クイズ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

交流会の様子

秩父長瀞日帰りバス旅行

歌声コンサート

吉祥寺北第一支部は、吉祥寺北口の商業地区のメンバーを中心に
活動しています。毎年開催している講演会「吉祥寺今昔物語」では、
吉祥寺でご活躍されている方々をお招きし吉祥寺の歴史や文化、
魅力などについてご講演をいただいております。このシリーズも
今年３月の講演で第10回を迎え、
今回は写真家・サイエンスコミュ
ニケーターの髙野丈氏に井の頭公
園を訪れる野鳥について、動画や
写真を使って分かりやすく面白く
解説していただきまました。

支部長　小野山 武男
小野山興産株式会社
TEL. 0422-48-7111

髙野丈氏講演会

昨年度は7月の研修会で
「オンライン肩こり腰痛予
防講座」を実施。12月の
研修では「バラエティー
豊かな焼酎の楽しみ方」
と題し日本の代表的な5
種類の焼酎、芋・麦・米・
黒糖・泡盛の違いや魅力
を専門家によるお話と飲み比べで勉強しました。また、干支の虎
のペーパークラフト付き卓上カレンダーも配布しました。

支部長　中村 中
株式会社 三敬
TEL. 0422-54-0567

吉祥寺南支部では、例年クリスマ
ス会やバス研修、講演会などさま
ざまなイベントを行ってきまし
た。また、SNSを活用しさまざ
まな世代に向けて法人会の活動を
広めています。今年は「Dragon 
Ash」の元ダンサーのDRI-Vさん
によるダンス体操と税金クイズ
で、体と頭を使うイベントを企画しました。

支部長　岩澤 勝
株式会社 ハーモニック
TEL. 0422-22-6902

4月の「武蔵野桜まつり」の「税金クイズ」による法人会啓蒙活動、
ミニバス旅行、メインの支部役員による「会員の皆様におもてな
し」と題した縁日や新入会員のご紹介など盛りだくさんのイベント
を開催しています。
ボウリング大会や
講演会、研修会、
コンサートなど、
いずれもチャリ
ティー事業として
行っています。

支部長　木村 和史
平山モータース株式会社
TEL. 0422-51-5517

ゴルフコンペやボウリング
大会、異業種交流会や日帰
りバス研修旅行などさまざ
まな事業を行っています。
「小金井なかよし市民まつ
り」では税金クイズ、缶バッ
ジ作り、風船の配布などを
行い、税の啓発活動と同時
に法人会の広報活動を担っ
ています。

支部長　星野 智樹
有限会社 小金井家
TEL. 042-387-1005

吉祥寺北第二支部

吉祥寺南支部

武蔵野西支部

小金井南支部

「バラエティー豊かな焼酎の楽しみ方」

ホームページ

インスタグラム

ホームページ

ホームページ

ダンス体操＆税金クイズ

チャリティー秋祭り

日帰りバス研修

吉祥寺北第一支部

アッシュ ドライブ

ドラゴン

武蔵野法人会 支部のご紹介
仲間と楽しく
活動しよう

武蔵野法人会には10の支部があり、それぞれに多彩な活動を行っています。
今月号は、1月11日に行われた「新春セレモニー」での支部の紹介をもとに特集を
お届けします。

特集

吉祥寺本町、吉祥寺東町、吉祥寺北町１～２丁目

吉祥寺北町３ ～５丁目、中町

吉祥寺南町、御殿山

西久保、関前、八幡町、緑町、境、境南町、桜堤

下連雀 1丁目 10～35、２～４丁目、上連雀１～５丁目

下連雀 1丁目 １～９、５～９丁目、井の頭、牟礼

北 野、中 原、新川

上連雀６～９ 丁目、井口、大沢、深大寺、野崎

本町１丁目、 本町６丁目、中町、東町、前原町、貫井南町

本町２～５丁 目、桜町、緑町、梶野町、関野町、貫井北町

ドライブ

ドラゴンアッシュ
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令和4年「新春セレモニー」より

吉祥寺北第一支部
吉祥寺北第二支部
吉祥寺南支部
武蔵野西支部

三鷹中央支部
井の頭支部
三鷹東支部
三鷹西支部

小金井南支部
小金井北支部

武蔵野法人会は３市・10 支部で構成されています。

三鷹中央支部 当支部が力を入れている「お
茶会」は、会員同士の交流は
もちろん地域の未加入法人の
方とも仲良くなりご入会いた
だくという会員増強の面もあ
る事業です。また女性会員向
け「みたちゅうレディース」
の開催、三鷹駅南口中央通り
のエコマルシェへの参加、各
種ビジネスセミナーの実施など、幅広い事業を行っています。

支部長　藤橋 清治
株式会社 オール設計
TEL. 0422-72-1601

三鷹エコマルシェ「エコ城のシノビたち」

今年は吉祥寺南支部との合同事業と
して、ロックバンド「Dragon Ash」
の元ダンサーであり地元吉祥寺出身
のDRI-Vさんを講師としてお招き
し、大人も子どもも楽しめるダンス
体験を組み合わせたイベントを企画
しています。

支部長　荻原 義明
株式会社 荻 OGI 屋
TEL. 0422-72-0602

昨年度は会社経営について参加者が自分の経験をもとに議論し合
う形式のオンライン研修会を１回、講師によるミニ研修と交流会
を兼ねた忘年研修会を１回という限られた活動しかできていませ
んが、今後も会
員の皆様に役に
立つ事業をその
時に可能な方式
で実施していけ
ればと考えてい
ます。

支部長　高麗 元
有限会社 コマ企画
TEL. 0422-49-4110

昨年度は11月に当支部恒例
の日帰りバス旅行を大型バス
を貸し切って実施しました。
今回の目的地は秩父と長瀞
で、ライン下りやしいたけ狩
りなど晩秋の一日を皆で楽し
みました。コロナ禍が収束し
た時にはまた会員の皆様と交
流をメインとした事業を企画
したいと思います。

支部長　桑原 直純
三鷹上連雀郵便局
TEL. 0422-43-8890

ゴルフコンペ、ボウリング大
会、異業種交流会、玉川上水
の落ち葉回収作戦や歌声コン
サートなどの事業を実施し、
「小金井なかよし市民まつり」
では税金クイズや風船配布を
通し、法人会の宣伝や税金の
啓蒙活動を南支部と共に行っ
ています。「歌声コンサート」
は参加者300名を超える武蔵野法人会でも最大級の事業です。

支部長　橋田 数彦
株式会社 七洋商会
TEL. 042-384-5555

井の頭支部

三鷹東支部

三鷹西支部

小金井北支部

ダンス体操＆
税金クイズ

ホームページ

ホームページ

ホームページ

交流会の様子

秩父長瀞日帰りバス旅行

歌声コンサート

吉祥寺北第一支部は、吉祥寺北口の商業地区のメンバーを中心に
活動しています。毎年開催している講演会「吉祥寺今昔物語」では、
吉祥寺でご活躍されている方々をお招きし吉祥寺の歴史や文化、
魅力などについてご講演をいただいております。このシリーズも
今年３月の講演で第10回を迎え、
今回は写真家・サイエンスコミュ
ニケーターの髙野丈氏に井の頭公
園を訪れる野鳥について、動画や
写真を使って分かりやすく面白く
解説していただきまました。

支部長　小野山 武男
小野山興産株式会社
TEL. 0422-48-7111

髙野丈氏講演会

昨年度は7月の研修会で
「オンライン肩こり腰痛予
防講座」を実施。12月の
研修では「バラエティー
豊かな焼酎の楽しみ方」
と題し日本の代表的な5
種類の焼酎、芋・麦・米・
黒糖・泡盛の違いや魅力
を専門家によるお話と飲み比べで勉強しました。また、干支の虎
のペーパークラフト付き卓上カレンダーも配布しました。

支部長　中村 中
株式会社 三敬
TEL. 0422-54-0567

吉祥寺南支部では、例年クリスマ
ス会やバス研修、講演会などさま
ざまなイベントを行ってきまし
た。また、SNSを活用しさまざ
まな世代に向けて法人会の活動を
広めています。今年は「Dragon 
Ash」の元ダンサーのDRI-Vさん
によるダンス体操と税金クイズ
で、体と頭を使うイベントを企画しました。

支部長　岩澤 勝
株式会社 ハーモニック
TEL. 0422-22-6902

4月の「武蔵野桜まつり」の「税金クイズ」による法人会啓蒙活動、
ミニバス旅行、メインの支部役員による「会員の皆様におもてな
し」と題した縁日や新入会員のご紹介など盛りだくさんのイベント
を開催しています。
ボウリング大会や
講演会、研修会、
コンサートなど、
いずれもチャリ
ティー事業として
行っています。

支部長　木村 和史
平山モータース株式会社
TEL. 0422-51-5517

ゴルフコンペやボウリング
大会、異業種交流会や日帰
りバス研修旅行などさまざ
まな事業を行っています。
「小金井なかよし市民まつ
り」では税金クイズ、缶バッ
ジ作り、風船の配布などを
行い、税の啓発活動と同時
に法人会の広報活動を担っ
ています。

支部長　星野 智樹
有限会社 小金井家
TEL. 042-387-1005

吉祥寺北第二支部

吉祥寺南支部

武蔵野西支部

小金井南支部

「バラエティー豊かな焼酎の楽しみ方」

ホームページ

インスタグラム

ホームページ

ホームページ

ダンス体操＆税金クイズ

チャリティー秋祭り

日帰りバス研修

吉祥寺北第一支部

アッシュ ドライブ

ドラゴン

武蔵野法人会 支部のご紹介
仲間と楽しく
活動しよう

武蔵野法人会には10の支部があり、それぞれに多彩な活動を行っています。
今月号は、1月11日に行われた「新春セレモニー」での支部の紹介をもとに特集を
お届けします。

特集

吉祥寺本町、吉祥寺東町、吉祥寺北町１～２丁目

吉祥寺北町３ ～５丁目、中町

吉祥寺南町、御殿山

西久保、関前、八幡町、緑町、境、境南町、桜堤

下連雀 1丁目 10～35、２～４丁目、上連雀１～５丁目

下連雀 1丁目 １～９、５～９丁目、井の頭、牟礼

北 野、中 原、新川

上連雀６～９ 丁目、井口、大沢、深大寺、野崎

本町１丁目、 本町６丁目、中町、東町、前原町、貫井南町

本町２～５丁 目、桜町、緑町、梶野町、関野町、貫井北町

ドライブ

ドラゴンアッシュ
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まず、次の問題を考えてください。
 

世の中に目を向けると、ＩＴ化やＡＩ化の進展、働き
方改革の推進、さらにはコロナの感染拡大など大きく変
化しています。
「100年に一度の大変革の時代に入った」「５年後には
今ある事業の半分はなくなる」と言われています。まさ
に、変化の時代です。
常識や従来の発想は通用しません。変化に的確に対応

する必要があります。ところが、多くの人は固定化・マ
ンネリ化した発想をしています。だから、「アイデアが
出ない」「成果が上がらない」となるのです。
そこで「進む発想」をします。常識や従来の発想にと

らわれず、的を射た発想をします。すると、グッドアイ
デアが出ます。そして、成果を上げ前に進みます。
では、「進む発想」とはどんな発想なのか、以下、見て

いきましょう。

 的を射た発想とは

わたしたちは仕事でテーマ（問題・課題）を抱えてい
ます。例えば、「売上アップ」「技術開発」「経費の節減」
「業務の効率化」といったテーマです。
このようなテーマがあるとき、通常は思いつきで「ど

うするか」とアイデア（方法・手段）を考えています。
しかし、ありきたりの（常識的な、マンネリ化した）ア
イデアしか出ません。
例えば「売上を増やす」というテーマがあるとき、「売

上を増やす」→「どうするか」→「ＰＲをする」というよう
にです。しかし、チラシをまくなど、ありきたりのＰＲ
をしても、思うように売れません。売れても一時的です。
このような常識や従来の発想にとらわれた的外れの発

想をするのではなく、的を射た発想をします。つまり、
要所を押さえた発想をします。要所（大事な所）を押さ
えて、発想を進めることで、的を射たグッドアイデアが

出ます。　
要所を押さえるために、「何が大事か」と問います。す
ると、「売上を増やす」→「何が大事か」→「お客さんに喜
ばれる」となります。これぞ要所、大事な所です。
要所を押さえたら、的を絞ります。先の八百屋さんの
場合、例えば、店の周辺で高齢化が進んでいるなら、「お
年寄りに喜ばれる」と的を絞ります。
そして、お年寄りに喜ばれるアイデアをさまざま考
え、商品やサービスにして提供します。例えば、「簡単
に調理できるよう葉物の下ゆでをする」「お年寄り向け
の野菜の惣菜を取り揃える」、さらには「災害時などに
一人暮らしの老人の安否確認を行なう」などです。
実際、このような商品やサービスを提供することで、
お年寄りに喜ばれ、売上が大きくアップした事例があり
ます。高齢化という時代の変化に的確に対応したわけで
す。　
以上のように思いつきのとらわれた発想をするのでは
なく、「お客さんに喜ばれる」と要所を押さえた上で、
「お年寄りに喜ばれる」というように的を絞って発想を
進めることで、グッドアイデア（喜ばれる商品やサービ
ス）を生み出すことができます。
そして売上が増えます。前に進みます。前に進むので
進む発想です。その手法が進む発想法です。

 「進む発想法」は５つのステップで

「進む発想法」は、ペンを手に以下の５つのステップ
を踏んで進めます。

①テーマを提起する
「売上を増やす」というテーマ（問題・課題）がある
なら放置していないで、「売上を増やす」とテーマを提
起します。取り上げます。
②要所を押さえる

テーマを提起したら「何が大事か」と問い要所を押
さえます。すると「お客さんに喜ばれる」となります。
③目標を定める

要所をベースに、置かれている状況を勘案し的を絞
ります。そうして目標を定めます。すると「お年寄り
に喜ばれる」となります。
④ヒントをつかむ

目標を定めたらアイデアを出します。アイデアを出
すには状況や声などヒントが必要です。そこで、たと
えば「年を取ると料理を作るのが面倒だ」というお年
寄りの声をヒントにします。
⑤アイデアを出す

ヒントをつかむと、イメージが広がりアイデアが出
ます。例えば、「簡単に調理できるよう葉物の下ゆで
をする」となります。実際、ホウレンソウなどの下ゆ
でをすることで、お年寄りに喜ばれ、売上アップに寄
与しました。グッドアイデアです。

以上、「進む発想法」の５つのステップをまとめると、
「①テーマ→②要所→③目標→④ヒント→⑤アイデア」
となります。
この中で核となるステップが「②要所」です。「どうす
るか」と思いつきの発想をするのではなく、「何が大事
か」と要所を押さえて発想を進めることで、グッドアイ
デアが出ます。前に進みます。
以上のように、要所を押さえて発想を進めることが重
要です。ところが、多くの人は「売上を増やす」→「どう
するか」→「ＰＲをする」と、思いつきの発想をしていま
す。常識や従来の発想にとらわれています。考え方・や
り方がマンネリ化しています。
だから、全国至る所で商店が次々とシャッターを降ろ
しているのです。
一方、先の八百屋さんのように、元気に続けている商
店は要所をしっかり押さえ、お客さんに喜ばれる商品や
サービスを提供しています。

 「進む発想法」を自ら体感

元気に続けていると言えば、恐縮ながら私自身のこと
です。
独立・開業して20年続けている人は100人に一人か二
人という厳しい状況の中、これといった能力のない私が
アイデア発想法の講師を30年以上元気に続けているの
は、進む発想（要所を押さえた発想）をしてきたお陰で
す。
私は今は出張講座がメインですが、独立した当初は公
開講座を開いていました。受講者を集めるべく、せっせ

とＰＲをしました。しかし、常識や従来の発想にとらわ
れた的外れのことをしても、受講者は２～３人しか集ま
りません。大きな壁にぶつかりました。
いよいよ切羽詰まり、要所を押さえた発想をすること
の重要性に気づきました。
そこで、「受講者の発想力を向上させる」と要所を押さ
え、「受講者が発想法を着実に身につける」と目標を定め
ました。
そして、受講者の声をヒントに、講座のテキストと
ワークシートを一つにまとめた小冊子を開発しました。
その名も「ＳＴＥＰ」。ステップ（手順）に沿って書いて
いけばアイデアが出るすぐれものです。
講座で使うと好評だったので、一般に販売しました。
産業紙などで案内すると、２千件以上の問合せと７百件
以上の申込みがありました。我ながらグッドアイデアで
す。　　
これらの人はアイデア発想に関心を持っています。い
わば、見込み客です。そこで、公開講座の案内を出すと
反応がよく、安定的に受講者が集まるようになりまし
た。
もし、常識や従来の発想にとらわれたまま、ＰＲ活動
を続けていたら、間違いなく独立は挫折していました。
今思い返しても身震いがします。
常識的に「受講者を集める」のではなく、「受講者の発
想力を向上させる」と要所を押さえることで前に進んだ
のです。
このような体験から、常識や従来の発想にとらわれ
ず、要所を押さえた発想をすることこそ、アイデア発想
ひいてはビジネス発展のカギだと実感しました。

かくして、「進む発想法」が生まれました。そして、講
座の受講者が「進む発想法」を身につけ、「ヒット商品の
創出」「過去最高の売上」「画期的な新技術の開発」「大幅
な効率アップ」など、数多くのグッドアイデア、そして
優れた成果を出しています。報告を受けた分だけでも、
６千件以上の成果事例があります。
要所を押さえた発想をすれば、誰でもグッドアイデア
を出すことができるのです。変化の時代の今こそ、「進
む発想」をする必要があります。
あなたも「何が大事か」と、要所を押さえて発想を進
めてください。

創造システム研究所　さとう　秀 徳

変化の時代！ そこで「進む発想」！

ある八百屋さんのことです。売上が低迷しています。　　
売上を増やすいいアイデアはないでしょうか。
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創造システム研究所　さとう　秀 徳

変化の時代！ そこで「進む発想」！

ある八百屋さんのことです。売上が低迷しています。　　
売上を増やすいいアイデアはないでしょうか。
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著書『介護の神髄
　　  訪問介護事業は消滅する』（文芸社）

実家の地券と
税務大学校の御礼状訪問介護７つ道具 居心地良い店内

ワインセラー最高の食材と技
ワインセラー

国内海外問わず、鮨に
も合うさまざまなワイン
をセレクトしている

全国で水揚げされた旬
の魚、庄内平野最北
の遊佐町の米を取り寄
せている

ヒノキのカウンターが心地
良い。「また来たい」と思
える味と空間が広がる

マスク、使い捨て手袋、介護
エプロン、レインコート、エプ
ロン、シャツ、除菌スプレー

20年間の経験
から介護制度
を検証。
新聞の取材も
受けた

地券は明治初期に土地の所有
権を示すために発行された。
蔵に眠っていた貴重な資料だ

■採算を度外視した経営方針
　2000年の介護保険スタートとともに訪問介護事業所を設立
しました。一人ひとりの方が困っていることを助け、楽しいこと
を一対一で共有し人間関係を作る訪問介護こそが「介護の神
髄」だと思っています。
　訪問介護には「身体介護（食事や入浴など）」と「生活援助
（料理、洗濯、買い物など）」の区分があり、制度では生活援
助の方が費用が安く設定されていますが、利用者さんは生活
援助を希望されることも多く、事業所開設当初からうちは採算
を度外視して家事援助を多く引き受けています。
　訪問介護を利用し母親を自宅で看取った女性が、脳梗塞で
15年間特養に入所していたご主人を自宅に連れ帰ろうと決心
されたときは、私たちも一緒に支えました。ご主人が涙を浮か
べて「自宅に戻れて嬉しい」とおっしゃったときは感無量でした。

■三鷹市議から介護の仕事へ転身
　生まれは石川県です。大学入学を機に上京し、卒業後、
代議士の秘書、病院の事務等の仕事をしてきました。その傍
らPTAや少年野球など地域のことをしていた縁で三鷹市議会
議員へ立候補の声がかかりました。市議を二期務め、その後
別のかたちで地域に貢献したいと介護の仕事に転じました。

　石川では200年前に建てた実家が空き家になっていました
が、2007年の能登半島地震で壊れ、蔵を整理したところ明治
時代の地券が出てきました。税務大学校（和光市）の「租税資
料室」に131枚の地券を寄付し役立てていただいています。

■家族介護の本格的導入
　会社設立から20年がたち、ヘルパー不足が深刻化してい
ます。訪問介護事業の行き詰まりを感じ、昨年著書『訪問介
護事業は消滅する』を出版しました。ヘルパーが離職する最
大の原因はサービス提供時間の短時間化にあります。この20
年間で制度が何度も変わり、収入面でも時間的な余裕のなさ
の面でもヘルパーに負担を強いることになっています。
　制度の存続のために「家族介護への給与支給」、そして全
国民が生涯に一度ヘルパー業務を経験する「ヘルパー役制
度」を提案します。介護保険から報酬を得られるようにすれば
介護離職による生活苦の心配もなくなります。講習を受け事業
所に登録することでヘルパーとして親の介護をし、親を看取っ
た後は地域の高齢者にサービスを提供するという将来像を描
いています。
　長く住み慣れた地域と我が家で、自分らしく安心して充実し
た毎日を送り、人生最後にして最高の幸福と満足感を味わえ
る―そんな制度であってほしいと願っています。

伝統を守りながら
時流を掴む
開店２周年「ワインセラーのある鮨店」

困っている人を助ける、
それが福祉の原点
訪問介護は「介護の神髄」　20年の経験を出版

吉祥寺北
第一
支部

三鷹西
支部

有限会社 オレンジハート
三鷹市井口1－8－23－105

☎ 0422-30-8255

株式会社 まさ希
武蔵野市吉祥寺本町
4－26－16
☎ 0422-27-6917

株式会社 ANON

宮下いづみさん堂前 雄平さん

■大将の仕事と人柄に惹かれて
　2020年3月、成蹊学園の前に江戸前鮨の店「鮨 まさ希」
を開店しました。大将の佐藤氏の前の職場「まつ勘」吉祥
寺店に客として通っており、その仕事ぶりや人柄に惹かれ
て、一緒に仕事をしませんかと声をかけたのが始まりです。
もともと別会社の経営に携わっていましたが飲食店の経営
は初めてだったので、国内外の店を参考にし、他の飲食
店でも多方面にわたり勉強させていただきました。
　店を開こうと考えはじめたころちょうどワインの資格取得
を目指していたことと、吉祥寺にはワインを豊富に取り扱
う鮨店がなかったため、「ワインセラーのある鮨店」として
店作りをしました。コロナ禍の中でのスタートでしたが、大
将の味を知る地元のお客様が温かく迎えてくださいました。

■何度も足を運びたくなる場所
　経営と店作り、ワインの仕入れ・管理などを私が担い、
店舗のスタッフと二人三脚で運営しています。社員4人とア
ルバイトの小さな会社なので、チーム作業でそれぞれの得
意分野を持ち寄って成果につなげたいと思います。
　味はもちろんですがおもてなしの気持ちを大切にしてい
ます。何度も足を運びたくなる場所でありたいと、トイレ空
間のこだわりやウォークインセラーなど、心地よく大切なひと

時を過ごすための雰囲気作りに気を配りました。店内はバ
リアフリーで、車椅子も入れるように座席の後ろを広くして
います。小さなお子様連れの方も気兼ねなく過ごしていた
だけるように個室も用意しました。駅から少し離れています
が、だからこそ特別な時間をゆったり過ごせるとともに、地
元の方が気軽に訪れることもできる、バランスのいいお店
になっていると思います。

■さまざまなコラボレーションを計画中
　人の気持ちはお鮨のネタと同じ生身だと思います。鮨の
世界の伝統を守りながらも時代にあったものを常に探し求
め取り入れていきたいと考えています。
　今後は、酒販を取得し直接インポートし、販売も含め営
業をしていこうと思っています。また、会社や個人向けの
ケータリングサービスやイベントへの出店、ワイナリーの方々
をお招きしたコラボを現在はじめていますが、時には別分
野の業種の方 と々も鮨を通じたコラボイベントをしたいと考
えています。コロナが落ち着いたら海外や遠方からのお客
様も増やしていきたいですね。
　最近は趣味と仕事の境目がなく、旅行先でも、鮨店やワ
イナリー、酒蔵などを訪問しています。ものづくりの現場を
見学し、会社の経営理論などのお話を伺うことも楽しみの
一つです。

えき

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔 vol.06会員の方同士のつながりが生まれていくように

「会員広場」と名付けたこのコーナー。
会員の方の「お仕事」「人となり」に迫ります。
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共益委員会

フレッシュマンのつどい

「やよい・３月・春うらら
法人会フレッシュマンのつどい」を開催

場所▶吉祥寺第一ホテル

3月16日（水）、共益委員会として
は令和3年度最初で最後となる会員
交流会が開催されました。今回は令
和2年1月以降に入会された新入会
員の皆様に自社のＰＲの機会を提供
し、合わせて顔合わせの機会がほと

んどなかった正副会長や支部長をはじめとする当会の役員との交
流を深めるために開催されました。席の移動や必要以上の会話は
できませんでしたが、久しぶりにオンラインではない形で開催でき
たこともあり、ｗｉｔｈコロナ、ａｆｔｅｒコロナに対応した新しいイベントと
なりました。（共益副委員長　是枝嗣人）

税制委員会

実務研修会

第９回・税制実務研修会
「令和4年度税制改正」を開催

場所▶法人会館大会議室

閣議決定された「令和4年度の税制改正大綱」を踏まえ、アクタ
ス税理士法人・鈴木氏を講師に招き、今回の改正点について分
かりやすく解説していただきました。
毎年定番となっている研修会ですが、今年は特に目立った改正
点は少なく、例年より関心が低かったのか、あるいはコロナウイ
ルスの影響があったのか、当日キャンセルが多く出て、参加者は
わずか3名となってしまいました。税制改正については、後日関
連資料をお送りする予定でおります。　
（税制委員会　横尾政明）

吉祥寺北第一支部

講演会

吉祥寺今昔物語 Episode-10
「やめられない！  井の頭公園やみつき野鳥観察」を開催

場所▶吉祥寺第一ホテル 

吉祥寺北第一支部定番の講演会「吉祥寺今昔物語」を２年ぶり
に吉祥寺第一ホテルで開催しました。会場だけで約４０名の方に
ご参加いただき、同時にYouTubeの配信も行いました。
第10回の今回は写真家・サイエンスコミュニケーターの髙野丈氏

「豊かなセカンドライフのためのマネープラン」
を開催
武蔵野西支部研修会がオンラ
インにて開催されました。たま
しんすまいるプラザ吉祥寺の
北島様を講師にお招きし、「豊
かなセカンドライフのためのマ
ネープラン」と題してご講演を
いただきました。
平均寿命の長い日本では、セカンドライフの時間がとても長く、有
意義なセカンドライフを過ごすためには、生きがいや健康の他に経
済力が必要です。退職後の資産運用や保険の見直し、年金につ

いてなど、豊かな
セカンドライフをおく
るために備えておく
べき事を学びまし
た。
（武蔵野西支部

山浦友香）

武蔵野西支部

研修会
場所▶オンライン

公益委員会

経営実務研修会

～ポストコロナに向けた～
「経営計画策定のポイント」を開催

場所▶オンライン

令和３年度最後となる第８回経営実
務研修会は「～ポストコロナに向け
た～経営計画策定のポイント」と題
し、TOMAコンサルタンツグルー
プ㈱コンサル部の井関臣一朗部長
を講師に招き、Zoom会議形式で90分にわたり、分かりやすく
計画策定のポイントについて解説していただきました。
「vsコロナ」から「withコロナ」「postコロナ」に向け、売上（市
場）・原価（売価・コスト）固定費（体質改善）・返済（借換え）
の各切り口から、自社の強みを活かした企業の将来像を描き、「目
先の売上だけではなく、長期の目線、つまりビジョン・経営計画

が不可欠」との講師の説明
には大変説得力がありまし
た。参加者はオンライン参加
者11名（会場視聴1名を含
む）でした。
（公益委員会　安藤裕朗）

を講師にお迎えし、井の頭公園
を訪れる野鳥について、動画や
写真を使って、分かりやすく、
面白く解説していただきました。

ただ井の頭公
園を散歩するだ
けでなく、そこ
にいる生き物に
も目を向けると
また違う楽しみがあると気づかされました。
長きにわたり、吉祥寺北第一支部の役員会や支部
全体会議、多くの催事を行なった吉祥寺第一ホテ
ルでの、最後の支部イベントとなりました。ご協力と、
たくさんの思い出に感謝いたします。
（吉祥寺北第一支部　小野山武男）

詳細は
HPへ

◆広報誌裏表紙広告

◆広報誌にチラシ封入、承ります

◇その他、当会ホームページでの
　バナー掲載（年間10,000 円）も募集中です
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ほうじん ｢むさしの｣ 5・6月号
2022年5月10日発行 （発刊月10日発行）　第49巻 第3号（通巻第462号）

発行　公益社団法人  武蔵野法人会
　　　編集責任者／後藤慶太
〒180-0006武蔵野市中町2-11-13（三鷹ビル3階）
TEL. 0422-51-1441   FAX. 0422-55-5544
E-mail : mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

印刷　株式会社  文伸 ●武蔵野法人会会員総数＝2,796名　●加入率＝27.5％（2022年4月15日現在）※新型コロナウイルス感染症防止策の状況により、予定は変更される場合があります。

武蔵野市立吉祥寺美術館
野田九浦―〈自然〉なること―

三鷹市美術ギャラリー  太宰治と芥川龍之介

わくわく都民農園小金井 オープン！

野田九浦
《河霞む》1936年
（武蔵野市蔵）

野田九浦（のだ・きゅうほ 1879-1971）は50年近
くを吉祥寺で過ごした武蔵野市ゆかりの日本画家で
す。今回は、武蔵野市が所蔵
する作品より約20点を関連
資料とあわせて展観、“歴史
人物画の名手”という側面に
とどまらない九浦の魅力をご
紹介します。

芥川龍之介（1892－1927）が数多くの代表作を執筆した田端。芥川に焦がれなが
らその生涯を小説に捧げた太宰治（1909－1948）の創作の地、三鷹。また、両作
家の早熟な学生時代に拠点となった新宿。2022年、芥川の生誕130年を機に、芥川
と太宰のゆかりの地にある文化施設が手を携え、協働企画展示を開催しています。
日本近代文学の代表格ともいえる二人の作家についての、三館同時開催（太宰治展
示室 三鷹の此の小さい家、新宿区立新宿歴史博物館、北区田端文士村記念館）の協
働企画展示をお楽しみください。

芥川龍之介の生誕日（3月1日）から命日の「河童忌（かっぱき）」（7月24日）の間に、太宰
治の「桜桃忌（おうとうき）」（6月19日）があることから、会期中「河童忌・桜桃忌スタンプ
ラリー」を実施しています。
※詳細はホームページなどでご確認ください。

【日　時】 2022年4月16日（土）～6月5日（日）10：00～19：30
【休館日】 5月25日（水）
【会　場】 武蔵野市立吉祥寺美術館  武蔵野市吉祥寺本町1－8－16  コピス吉祥寺A館7階　 
【観覧料】 一般300円　中高生100円
 ※小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料
【問い合わせ】武蔵野市立吉祥寺美術館　TEL：0422－22－0385

東京都の「高齢者活躍に向けたセミナー農園整備事業」において整備された
「わくわく都民農園小金井」が3月にオープンしました。この農園は都市部にあ
る農地の保全、高齢者の活躍、多世代交流をあわせて進める地域モデルの確
立を目指しています。いろいろな人が集うまちの農園として、野菜、加工品販
売やランチ提供なども行い、今後住民向けのイベントなども計画しています。

【所在地】 小金井市本町2－8－6
【開園時間】 9：00～18：00（毎週月曜日閉園）　
  ※年末年始（12/29 ～ 1/3）は閉園、10月～3月は17：00まで
【問い合わせ】運営事業者：小金井市観光まちおこし協会　TEL：042－208－3413

【日　時】 2022年３月8日（火）～7月24日（日） 10：00～18：00
【休館日】月曜日（7/18は開館）、5/25（水）～5/29（日）、5/31（火）～6/3（金）、7/12（火）～7/15（金）、7/19（火）
 ※月曜日が休日の場合は開館　
【会　場】 太宰治展示室 三鷹の此の小さい家 企画展示室（三鷹市美術ギャラリー内）  三鷹市下連雀3－35－1 CORAL 5階
【観覧料】無料
【問い合わせ】三鷹市美術ギャラリー　TEL：0422－79－0033

コ  ラ  ル
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【日　時】 2022年３月8日（火）～7月24日（日） 10：00～18：00
【休館日】月曜日（7/18は開館）、5/25（水）～5/29（日）、5/31（火）～6/3（金）、7/12（火）～7/15（金）、7/19（火）
 ※月曜日が休日の場合は開館　
【会　場】 太宰治展示室 三鷹の此の小さい家 企画展示室（三鷹市美術ギャラリー内）  三鷹市下連雀3－35－1 CORAL 5階
【観覧料】無料
【問い合わせ】三鷹市美術ギャラリー　TEL：0422－79－0033

コ  ラ  ル

日 曜 行　　　事
1 日
2 月
3 火 （憲法記念日）
4 水 （みどりの日）
5 木 （こどもの日）
6 金
7 土
8 日
9 月 青年部会　役員会
10 火 吉祥寺北第二支部　役員会
11 水 総務委員会

12 木
女性部会　役員会
共益委員会
租税教室講師勉強会

13 金 三鷹中央支部　役員会
14 土
15 日
16 月 不動産賃貸経営専門部会　役員会
17 火 正副会長会議
18 水 決算法人説明会
19 木 三鷹ブロック会議
20 金 三鷹東支部　役員会
21 土
22 日
23 月
24 火 広報委員会

25 水 新設法人説明会
青年部会　研修会

26 木

27 金
理事会
三鷹西支部　役員会
吉祥寺北第一支部　役員会

28 土
29 日
30 月
31 火

（2022年4月28日現在）

日 曜 行　　　事

1 水

2 木 女性部会　役員会
租税教室講師勉強会

3 金

4 土 健康診断 （三鷹さんさん館）

5 日

6 月 青年部会　役員会

7 火 共益委員会
吉祥寺南支部　講演会

8 水

9 木

10 金 三鷹中央支部　役員会

11 土

12 日

13 月

14 火 第 56 回　通常総会

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火 決算法人説明会

22 水 新設法人説明会

23 木 健康診断 （三鷹さんさん館）

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火 広報委員会

29 水

30 木
（2022年4月28日現在）

※新型コロナウイルス感染症防止策の状況により、予定は変更される場合があります。
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