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お 知 ら せ

にぎわい大和
プレミアム商品券
購入応募受付開始！

にぎわい大和

プレミアム商品券
購入応募受付開始！
●新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている市内
商店等への支援策として、参加登録店舗において使用できるプレミ
アム付商品券を発行いたします。
販売は1セット6,500円を現金5,000円で販売。
（紙方式）30％のプレミアムがつ
いて、利用可能総額は4億5,500万円になります。
1セットは6,500円（500円券 13枚）分で大和市内の登録店舗全てでご利用
いただける「全店舗共通券」が8枚（4,000円分）、大型店では使えない中小店舗
専用券が5枚（2,500円分）となります。
＊大型店は売り場面積1000㎡超の店舗及びそのテナントになります。
【利用可能期間】令和3年11月1日
（月）〜令和4年2月15日（火）
【利用可能期間】過ぎたものは無効になります。

商品券の販売は事前応募抽選方式をとらせていただき、応募が販売セット数７
万セット数を超えた場合は抽選とさせていただきます。販売は大和市在住者の
方限定とさせていただきます。

● 定 期 健 康 診 断と生 活 習 慣 病 健 診 の
お知らせ

販売方法

● 月次支援金に関する登録確認機関と
しての対応について

購入をご希望の方は、タウンプラスまたは、官製はがきに「郵便番号」
「 住所」
「氏
名（ふりがな）」
「 電話番号」
「 購入セット数＊最大5セット 」
「 希望する購入場所」をご
記入し、郵送で9月24日（金）必着までに 〒242-0021 大和市中央5-1-4 大和
商工会議所内 プレミアム商品券応募係へ

● 大和商工会議所各種検定試験 実施
日程一覧表

● 新型コロナウイルス感染症の影響に
対する支援
● 中小企業向け補助金・助成金一覧
● 雇用協力要請について

● 新型コロナウイルス感染症に関連し
た保障（補償）のお取り扱いについて
【日商保険】
● 7月の景気動向調査

● コラム「体とバランス」
（腰・下肢編）
● 9・10月行事予定

● 貸会議室予約受付の停止について
● 日商簿記直前講習会

応募は１人１通まで

当選者には10月中旬頃にハガキにてご連絡いたします。

販売場所・時間
大和市内の全郵便局

平日 期間：10月18日〜10月31日

9時〜16時

平日
・
休日

イオン大和鶴間店
（オークシティ）
、
イオン大和
店
（高座渋谷）
、
イオンスタイルつきみ野
期間：10月18日〜10月31日

10時〜18時

＊この商品券では次のものは購入できません。
税金、公共料金等の支払、切手、はがき、プリペイドカード等の金券類や換金性のある商品、タバコ、大和市指定
収集袋、粗大ゴミ証紙、収入印紙、証紙等

お問合せセンター：

046-260-3125

にぎわい大和プレミアム商品券

受付時間：9時〜17時（土日祝・年末年始休み）

にぎわい大和プレミアム商品券ページ

取扱店同時募集中！ https://yamato-premium.jp/
頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！
大和駅前の税理士なら
やまと総合会計事務所、
経理や確定申告なら
ご相談ください。

ホームページにもサポート情報満載!是非アクセスしてください!

大和商工会議所

検索

www.yamatocci.or.jp

大和商工会議所
定期健康診断と生活習慣病健診のお知らせ
大和商工会議所では、
日頃忙しく働かれる事業主や従業員の方々の健康管理にお役立ていただけるように、定期健康診断並びに生活習慣病健
診を実施いたします。この健診は、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断に対応できますので、職場の健康管理にも最適です。
（ 定期健康診
断Ⅰを除く）是非、
この機会に受診されますようご案内申し上げます。
●検 診 日

●会

★20日(水)、
21日(木)
14日(木)、
15日(金)、
18日(月)、

(一財)神奈川県労働衛生福祉協会 大和検診事業部
大和市大和東3-10-18 ＴＥＬ：046-262-8155

10月4日(月)、6日(水)、★7日(木)、13日(水)、

★10月7日(木)、20日(水)はレディースデーのため、女性の方のみとさせていただきます。

●受付時間・料金
生活習慣病

8:30〜10:30 (定員：各日60名)
通常¥16,200のところ¥14,200

13：15〜14：45 (定員：各日60名)

定期健康診断

・Ⅰ通常¥4,100のところ¥3,200
・Ⅱ通常¥9,200のところ¥7,200

場

●申込み方法
＊申込書に必要事項を記入の上、9月8日（水）迄にFAX、mail又は郵送にてお
申込みください。
＊お申込みが集中した場合は、受診日時を調整させていただきます。
＊検診に必要な書類等は検診日から1週間前までに事業所に郵送されます。
1週間前までに届かない場合はご連絡ください。
＊10月18日(月)8：30〜15：00 CT装置（マルチヘリカルCT）搭載車が駐車
し
「胸部検診」を実施します。秋期健康診断を受診しなくても受付しています
ので奮ってお申込ください。

新型コロナウイルス感染予防の為安全対策に努めて実施いたしますが、感染拡大の状況により、中止となる場合がございます。
ご了承ください。

お申込・お問合せ先

TEL：046-263-9111

管理・会員サービスチーム

FAX：046-264-0391

実務に活かせる会議所検定

大和商工会議所各種検定試験 実施日程一覧表
≪受験申込に際して留意いただく事項≫

●新型コロナウイルスの状況によっては検定試験の会場等に変更が生ずる場合や中止となる場合があります。 ●受験会場のソーシャルディスタンス確保のた
め、受験者数を制限させていただく場合があります。受験希望の皆様にはご不便をおかけいたしますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。 ●簿記検定の申込
方法や試験会場などはホームページをご確認ください。
検定試験名

回数

159

簿 記

160

級

2〜3級
2〜3級

10月5日(火）〜10月15日(金）

2022年2月27日(日)

2022年1月11日(火）〜1月21日(金）

窓口受付で、結果郵送を
希望する方は別途320円必要です。

初級：2,200円

10月24日(日)

9月1日(水)〜9月10日(金)

2022年2月13日(日)

12月15日(水)〜12月24日(金)

1級：2,340円 2級：1,730円
3級：1,530円 4級〜6級：1,020円
暗算1級〜10級：910円
＜段位認定＞珠算・暗算：2,950円
珠算のみ：2,550円 暗算のみ：1,220円

各検定ホームページ
（問合せ・申し込みもこちらから）

電話

日商簿記検定試験（2級・3級）ネット試験

https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html

03-5209-0553

日商検定ネット試験 ※簿記２級・３級以外

https://www.kentei.ne.jp/

03-5777-8600

https://www.kentei.org/

03ｰ3989ｰ0777

ネット試験

※詳細は各連絡先へ直接ご連絡ください。

日商プログラミング・日商ＰＣ・簿記初級・原価計算初級

東商検定 （福祉住環境コーディネーター検定、
ビジネス実務法務検定他）

他

※東商検定は2021年より、インターネット経由で
受験者のコンピューターで受験いただく方式に変更となりました。

2

受験料

1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

ネット試験となります。
試験日等詳細につきましては、
下記ネット試験会場にてご確認をお願いします。

223

段位
珠算1〜6級
（そろばん）
224 暗算１〜10級

申込期間

11月21日(日)

1級

原価計算初級

珠算

試験日
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緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る

月次支援金 に関する登録確認機関としての対応について
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重
点措置に伴う、
「 飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響に
より、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に
「月次支援金」が給付されます。
本支援金は、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、
申請予定者が①事業を実施しているのか、
②本支援金の給付対象等を
正しく理解しているか等を事前確認します。

具体的には、本支援金事務局（以下「事務局」）が登録した「登録確
認機関」にて、対面等で「事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容
に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います（宣誓内容が正し
いかなど、申請者が給付対象であるかの判断はしません）。
大和商工会議所は登録確認機関として、下記の通り事前確認を行
いますのでお知らせします。
※8月分の受付期間が決まりましたので追記しております。

対象者

大和商工会議所会員事業所（市外含む）
であり、2019年・2020年の税務申告を事業所得で済まされている方。
※一時支援金を受給された方は、事前確認が不要です。

受付期間

【 7月分 】8月2日
（月）
より9月22日
（水）
（申請は9月30日まで）
【 8月分 】9月1日
（水）
より10月22日
（金）
（申請は10月31日まで）※各期間内、平日の午前9時より午後4時まで

予約方法

電話（ 046-263-9112 ）かメール（ ymtkeiei@yamatocci.or.jp ）
原則、当所窓口
「月次支援金事務局ホームページ」にてご確認ください。

対応方法
制度概要等
相談窓口
本件担当

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji̲shien/index.html

月次支援金事務局（申請者が給付対象であるか等登録確認機関で判断できない相談）
【申請者専用】電話：0120-211-240
大和商工会議所

神奈川県の事業者のみなさまへ

経営支援チーム

電話：046-263-9112

新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援

＜酒類販売事業者支援給付金＞

＜中小企業等支援給付金（酒類販売事業者等以外の事業者）＞

2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言等に伴う飲食店への休
業等の影響を受け、売上が減少した県内酒類販売事業者等に対し、国
の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、県独自に国の月次支援
金の要件を緩和し支給対象を拡大して給付します。
主な交付要件

県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者等であ
ること。2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言等に伴う飲食店の
休業等の影響により、2021年4月から6月までの各月の売上が、前年又
は前々年比で30%以上減少していること。酒類販売業免許又は酒類製
造免許のいずれかを取得していること。
給付額

2019年又は2020年の基準月
（4・5・6月）の売上
ー（2021年の対象月の売上＋国の月次支援金の給付額）
売上減少率30%以上70%未満

中小法人等：20万円／月、個人事業者等：10万円／月

売上減少率70%以上

中小法人等：40万円／月、個人事業者等：20万円／月

申請手続き

令和3年7月1日〜10月31日
（当日消印有効）

詳しくはこちら▶

令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言等に伴う飲食店への休業
等の影響により、売上が50％以上減少し、国の月次支援金を受給した
県内中小企業等に県独自に支援金を上乗せして給付します。
主な交付要件

国の月次支援金を受給していること。本県や他の地方公共団体の飲食
店に関する協力金の受給資格を有していないこと。他の地方自治体に
よる月次支援金に準じた給付金又は県の大規模施設等に対する協力
金若しくは他都道府県の同種の支援金を受給しておらず、今後も受給
の意思がないこと。県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行う中
小法人等又は県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。
（酒類販売事業者等（酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者）
を除く。）本給付金を受給した後にも事業の継続および立て直しをする
意思があり、
そのための取組を継続的に行う意思があること。
給付額

中小法人等：月5万円
（定額）
個人事業者等：月2.5万円
（定額）
申請手続き

令和3年7月1日〜10月31日
（当日消印有効）

詳しくはこちら▲

大和市 に

リベラル あり。

Webサイト
リニューアル
しました！

デザイン

提案無料

»詳しくはHPへ«
紙に強い 広告代理店

㈱リベラル

046-274-8161
3

大和商工会議所
国の制度

神奈川県の制度

大和市の制度

※各種補助金、支援金には申請要件等があります。詳細を必ず各公募要領にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症関連

中小企業向け補助金・助成金一覧

令和2年度補正小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

令和元年度補正小規模事業者持続化補助金

制度内容 本補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助
事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接

制 度内容
本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に
基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、業務

触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえ

効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補

た新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する

助するものです。

取組を支援するものです。
【対象】全事業者向け
申請 期間

【対象】全事業者向け
申請 期 間

●第6次受付締切：令和3年10月 1日
（金）

●第3次受付締切：令和3年 9月 8日
（水）
●第4次受付締切：令和3年11月10日
（水）
●第5次受付締切：令和4年 1月12日
（水）
●第6次受付締切：令和4年 3月 9日
（水）

●第7次受付締切：令和4年 2月 4日
（金）

IT導入補助金

令和3年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金について

制度内容 本補助金は、
中小企業・小規模事業者が自社の課
題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助す

制 度内容
補助対象期間中（交付決定日から令和3年12月
22日（水曜日）
まで）に、補助対象経費に係る機器等を使用し、

ることで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化

テレワーク実施対象者全員がテレワーク勤務を8日以上実施

を図ることを目的としています。

すること等

【対象業種】全事業者向け
申請 期間

第3次受付締切：令和3年9月30日(木)17時まで

【対象】県内中小企業者で、常時雇用する従業員を2名以上、
かつ雇用保険被保険者である県内事業所に所属する従業員
を交付申請時点で2名以上雇用していること。
申請 期 間

令和3年7月30日
（金）〜9月3日
（金）

神奈川県地域公共交通事業者感染症対策支援金について
神奈川県は、地域生活や経済活動を支える役割
を果たす乗合バス事業者やタクシー事業者が、新型コロナウ
制度内容

イルス感染症対策の強化を図り、地域公共交通サービスが維
持されるよう、地域公共交通事業者の皆様に対して、
「 神奈川
県地域公共交通事業者感染症対策支援金」
を交付します。
【対象】乗合バス事業者、
タクシー事業者
申請 期間

令和3年7月1日(木)〜9月30日(木)

4

大和市デリバリー店支援金
制 度内容

デリバリー用メニューの作成と、そのポスティングにかかる費
用を支援致します。外部業者の種類にかかわらず、上記内容を
委託する場合は対象になります。※デリバリー代行業者への
配達手数料は対象にはなりません。
【対象】中小企業・小規模企業・個人事業主
申請 期 間

令和4年2月28日(月)

雇用協力要請について
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黒岩神奈川県知事及び川口神奈川労働局長から、令和3年6月23日付けで、
「 新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用機
会の確保等について」の要請をいただきました。また、桐谷神奈川県教育委員会教育長及び橋本神奈川県福祉子どもみらい局長か
ら、令和3年6月28日付けで「県内中学校・高等学校・特別支援学校新規卒業者の雇用について」の要請をいただきました。会員企業
の皆様におかれましては、趣旨ご理解いただきご協力をお願い申し上げます。

●新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用機会の確保等について
日頃から県内の雇用・労働行政の推進に対し、
ご理解、
ご協力を賜り深く感謝申
し上げます。
さて、本県の雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、昨年5月
以降、求人が求職を下回る状況が継続しており、景気の厳しさを反映した求人の減
少と、社会・経済活動の再開に伴う求職者の増加もあいまって、大変厳しい状況に
あります。また、未だ感染の収束が見込めない状況が続いていることから、今後、雇
用情勢の回復の遅れが見込まれるとともに、業種によってはさらに悪化することが
強く懸念されます。
このような中においても、神奈川県では、さまざまな感染防止対策を活用してい
ただくことで、感染拡大を防ぎながら社会・経済活動を維持し、雇用を守っていきた
いと考えています。また、新しい生活様式を踏まえ、テレワークの導入などにより働
き方改革を推進するとともに、ポストコロナ時代に向けて事業を継続し、必要な人
材を確保していくことも重要です。
つきましては、新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持並びに新規
学卒者、就職氷河期世代、若年者、障がい者、女性及び高齢者等の雇用機会の確保
等について、以下のとおりお願い申し上げます。
現在の事業活動を取り巻く環境が大変困難な状況であることは十分認識してい
るところではありますが、
ご理解、
ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
1.新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持について
昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、本県の労働市場にお
いても、求人の減少が続いており、本年４月の有効求人倍率は0.76倍と、昨年5月よ
り12か月連続で1倍を下回っている状況です。
ワクチンの接種が始まりましたが、未
だ感染の収束が見通せない状況が続いており、今後、雇用情勢の回復の遅れが見
込まれるとともに、業種によってはさらに悪化することが強く懸念されます。
つきましては、大変に厳しい状況ではありますが、事業主の皆様には、ポストコロ
ナ時代に向けた事業の継続と人材の確保のためにも、雇用調整助成金や、企業に
在籍したまま出向することを支援するための産業雇用安定助成金等、国・県の支援
などを積極的にご活用いただき、従業員の雇用を最大限維持していただきますよ
う、心からお願いいたします。
2.新規学卒者について
大変厳しい状況ではありますが、企業の将来を担う有為な人材を確保し、県内の
産業と雇用を守ることがこの難局を乗り越えるために極めて重要なことであり、ま
た県内の産業を支える若者が、社会により良い第一歩を力強く、希望を持って踏み
出していくことができるよう、事業主の皆様には、中長期的な観点から、高等学校及
び大学等卒業予定者の採用をお願いします。
3.就職氷河期世代への支援について
バブル経済崩壊後の雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世
代の方の中には、不安定な就労や無業の状態にあるなど、様々な課題に直面してい
る方も少なくなく、正規雇用など本人が希望する就労に向けた支援が必要です。
今年度は、就職氷河期世代の方への支援を目的として、昨年度に設置した「かな
がわ就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」を中心に、国、県、産業界等が一体
となって取組を進めていきたいと考えていますので、大変厳しい状況ではあります

が、最大限の支援をお願いします。
４．若年者について
将来を担う若年者が安心して働き続けることができるよう、
「ユースエール認定
企業」制度の活用等による正社員としての雇用機会の確保とあわせて、キャリア
アップ助成金の活用などにより、不本意なまま非正規雇用で働き続けている若年者
の正社員転換・待遇改善について、
より一層の取組みをお願いします。
また、学生や
生徒がアルバイトとして働く際には、学業に支障をきたすことなく健全に働くことが
できる職場環境の整備をお願いします。
５．障がい者について
障がい者の雇用促進については、従前より、神奈川県障がい者雇用推進連絡会
などにおいて、使用者団体、労働団体の皆様と連携して取り組んでいるところです
が、事業主の皆様には、法定雇用率の達成に向けてご尽力いただくとともに、障が
い者の雇用機会の確保や離職防止・職場定着に向けた適切な配慮について、引き
続き、
ご協力をお願いします。
６．女性について
事業主の皆様には、正社員としての雇用機会の確保、現在雇用している非正規雇
用労働者の正社員転換・待遇改善とともに、不妊治療や出産・育児、介護等をしな
がらも仕事との両立ができるよう、女性が働きやすい職場環境の整備につきまし
て、
より一層の取組みをお願いします。
７．高年齢者について
高年齢者雇用安定法が改正され、令和３年４月１日より７０歳までの就業機会の
確保（努力義務）が必要となりましたので、事業主の皆様には、高齢者に合った仕事
の創出や短時間労働の職の拡大など、働く意欲のある高齢者の多様な働き方に対
応できる就業機会の提供について、
より一層の取組みをお願いします。
８．就職に困難を抱える者等
母子世帯の生計維持者である母親の８割は就業しているものの、非正規雇用労
働者が多く、平均年間就労収入は200万円（平成28年度全国ひとり親世帯等調査）
で、経済的基盤の弱さが子どもの貧困にもつながっていると考えられます。また、中
途退学者、ニートやひきこもり、
ＬＧＢＴ、刑務所出所者、外国人労働者など就職に
際して困難を抱える者が少なくないことも課題となっているところです。
事業主の皆様には、
こうした就職に際して困難を抱える者等の働きやすい職場環
境の整備、雇用機会の確保やキャリアアップなどについて、一層のご配慮をお願い
します。
９．新しい生活様式を踏まえた働き方改革について
新しい生活様式に対応した働き方であるテレワークの一層の推進を図るため、
今年度についても、県・労働局では、県内中小企業へのテレワーク導入経費等の補
助・助成を実施していきます。
その他、時差通勤の積極的な導入や、年次有給休暇の計画的付与及び時間単位
取得制度の導入・活用、従業員の仕事と介護の両立を積極的に支援する企業を認
証する「かながわサポートケア企業認証制度」の活用など、総労働時間の短縮や
ワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の改善にも、
よりご尽力をいただく
とともに、ハラスメントのない働きやすい環境づくりをお願いします。

●県内中学校・高等学校・特別支援学校新規卒業者の雇用について
中学校、高等学校及び特別支援学校におきましては、新型コロナウイルス感染症

るところではございますが、志願者の就職の機会を確保し、一人ひとりが安心して

の感染拡大防止の観点から、感染リスクの高い活動を可能な限り避けたうえで、学

就職試験に臨めるよう、引き続き、採用枠の維持・拡大及び未就職卒業者の採用に

びを継続することとしておりますが、自己実現を目指す生徒、保護者の不安は計り

つきまして、特段のお力添えをお願いするとともに、
このような事態の緊急性を踏ま

知れないものがあります。

え、会社見学の時期や面接における質問内容等についてもご配慮くださるようお願

これまでも若年者の求人に関しましては、格別のご理解とご協力をいただいてい

い申し上げます。
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大和商工会議所
新型コロナウイルス感染症に関連した
保障
（補償）
のお取り扱いについて【日商保険】
業務災害補償プラン

休業補償プラン

政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳、心疾

就業外での病気（新型コロナウイルス・新型インフルエンザ

患などの疾病（新型コロナウイルス含む）などを補償

含む）
・ケガまで補償（国内外問わず、365日24時間補償）

●あいおいニッセイ同和損害保険㈱●損害保険ジャパン㈱
●東京海上日動火災保険㈱●三井住友海上火災保険㈱

し、入院と自宅療養の期間、働けなくなった。）

※保険金支払い例（病気：新型コロナウイルス感染症を発症
●あいおいニッセイ同和損害保険㈱●損害保険ジャパン㈱
●東京海上日動火災保険㈱●三井住友海上火災保険㈱

お問合せ先 大和商工会議所

令和

3年

田川

046-263-9112

7月の景気動向調査

全国景気動向調査結果

2021年7月の景気と天気図（前年同月比）

7月の動向

天気図

アイコン

晴れ

薄晴れ

曇り

小雨

雨

業況DIは、感染拡大に伴う活動制約から足踏み先行きは、
不透明感増す中、厳しい見通し

建設

「木材・鋼材の価格上昇や品不足の影響により、新規案
件の受注に至らないケースが増えている 」
（一般工事業）

全産業合計の業況DIは、▲24.1（前月比+2.6ポイント）

製造

「自動車用ワイヤハーネスなどの車 載 用部品の受 注は
堅調なものの、半導体 不足による自動車メーカーの生
産 調 整もあり、先行き不透 明感は強い」
（ 電 線・ケーブ
ル 製造業）

製 造 業が 牽引したほか 、飲食料品・家電製品など巣ごもり消費に下支

卸売

小売

サー
ビス

「東 南アジアにおける新型コロナウイルス感染 拡 大の
影響により、合板の品不足が発生しているため、販売が
できずに売上が激減している」
（建築材料卸売業）
「昨年から取り組んでいる新たな販促策の成果もあり、
売上は増加しているものの 、コロナ禍前の売上までは
回復していない。年内に設備投資に踏み切るためにも、
夏季商戦を乗り切りたい」
（贈答品・生活雑貨小売業）
「宅配需要増加に伴い、売上は改善。ただし、ガソリン価
格が 高 騰しており、今後 の 採 算悪 化を懸 念している」
（運送業）

米国・中国向けの需要が堅調な半導体・電子部品関連や自動車関連の
えされた小売業の業況感が改善した。
一方、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴い、営業時間短縮など
の活動制約が 続く飲食業や観光関連のサービス業では、需要回復・業
況改善が見通せず、厳しい状況が続く。また、卸売業を中心に食料品や
鉄 鋼などの原材料価格の上昇や、物流費のコスト増加の影響を指摘す
る声は多く、中小企業の景況感は持ち直しの動きがみられるものの、回
復に力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲27.2（今月比▲3.1ポイント）
高齢者を中心としたワクチン接種の進展により、経済活動の正常化に伴
う需要の回復などに期待する声が聞かれる。
一方、変異株による感染再拡大への警戒感が増す中、国・自治体からの
活動制約要請の長期化に伴う受注・売上減少による業績悪化の継続や
客足回復の遅れ、原油を含む資源・原材料価格の上昇などを要因とする
採算悪化を懸念する企業は多く、先行きは依然として厳しい見方が続く。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為中止になりました。 第45回神奈川大和阿波おどり、ぞめき大和2021
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「体とバランス」（腰・下肢編）
前回「まちゼミ」について触れさせて頂きましたが、今回は
この機会にまちゼミで行っている内容を一部紹介したいと
思います。

このように脊柱管狭窄症は骨などの変形により圧迫を引
き起こします。

私の施術院では毎回「体とバランス」をテーマに各部位別
で参加者ご本人の体の状態を把握してもらえるようにゼミ
を開催しております。

このような状態の多くは骨格のアンバランス（関節のズ
レ）で引き起こされることが多いと私は思っています。様々な
治療法やアプローチの仕方がありますが私個人の見解と経
験としては関節のズレを改善していけば症状の緩和又は改
善に向かうことは出来ると思います。まちゼミでは当院の施
術をベースにこのようなアンバランスの状態を緩和・改善す
る為に筋肉や関節に適度なストレッチを個人に合った刺激
量でアドバイスさせて頂いています。テレビや雑誌も体操な

その中で今回は「脊柱管狭窄症」
と
「椎間板ヘルニア」につ
いて触れてみたいと思います。
まず注意として、病名となる診断名は私たち民間療法を
行っているところで診断は出来ません。
あくまでも病院で診断
されてきた言葉をそのまま引用しているのでご了承ください。
「脊柱管狭窄症」
と
「椎間板ヘルニア」
とは
図1のように矢印の先で脊髄内の脊髄神経を圧迫してい
る状態をいいます。
こちらは主な症状として数m〜数十ｍ歩
くと歩けないくらい痛みが増し、数分立って休むと楽になる、
の繰り返し。もちろん痛みは日常的に襲います。痛みの出方
としては右足・左足の両側に出ることが多いようです。
図2は「椎間板ヘルニア」
と言い、出っ張った椎間板で末
梢神経の根元を圧迫して起こる病態となります。
こちらは痛
むのはもちろんですが左右どちらかの片側に症状が出るこ
とが多いようです。
▼図1

▼図2

骨格バランスを意識する

どは紹介されていますが個人に合わせたやり方や刺激量を
アドバイスできるのが当院のゼミのウリにもなります。
1回のゼミですべてを理解するのはとても難しい事ですが
少しでも意識に繋がり
「きっかけ」になれば嬉しいと思いな
がら毎回開催しております。
まちゼミを通して
当院のまちゼミに参加される方々はカラダに興味がある方
や何かしら悩みを抱えている方になります。
「来てよかった」
と
思って頂けるよう毎回考える事が私自身の勉強にもなります。
勉強になったことを来院される方に還元し施術の仕事に
誇りをもってこれからも臨んでいきます。
このコラムを読んでご興味が出た方は是非、次回以降の
開催時にお待ちしております。
このコラムを通じて少しでも
「へぇ〜そうなんだ」
と思って
頂ける方がいましたら幸いです。
また、
このような機会を与え
て頂きありがとうございました。

葛西 明広
2004年中央林間で「葛西施術院」開業

どちらも神経症状として痛みやシビレを伴います。ただ症
状の強弱や出方は状態によって個人の差は激しいです。

『誰かのためにココがある』を念頭に痛みに
向かい合って「痛みの駆け込み寺」
として現
在18年目

掲載 広 告 募 集中 です！
現在、広告掲載事業所を募集しています。
ぜひ、ご自分のお店、企業のPRをしてみませんか？
料金・掲載場所は以下の通りです。

中面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2）
裏面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2）

お問合 せ先

料金

サイズ

中面 ５ｃｍ×６ｃｍ（横1/3）

月 5,000円
月 7,500円
月 12,000円

尚、契約は1年間となります。

管理・会員サービスチーム

046-263-9111
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大和商工会議所

令 和 3 年9月1日発 行

大和商工会議所
神奈川やまと

常議員会、正副会頭会

10月5日(火)

常議員会
正副会頭会

刷】

議室の新規の予約受付を停止させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご 理解ご
協力の程よろしくお願い申し上げます。

第159回 日商簿記検定
直前対策講座

本件担当 管理・会員サービスチーム

日商簿記直前講習会 3 級

株式会社リベラル
TEL 046−274−8161

大和商工会議 所では新型コロナウィルスに関する特別事 業の実 施に伴い、10月末までのご 利用分について、貸会

広報委員会

10 月末までの 貸会議室 予約受付の停止 について

【編集発行人】

【印

10月20日(水)

【発行所】 大和商工会議所 〒242-0021 大和市中央5−1−4
TEL 046−263−9111〜2 FAX 046−264−0391
https://www.yamatocci.or.jp
E-mail yamatocci@yamatocci.or.jp

9月13日(月)

簿記試験合格に向けた総仕上げ！ 模擬試験と問題のポイントを解説(ネット試験にも対応）
！
◆第159回日商簿記検定11月21日(日)に向けた予想問題を実績豊かな講師が分かりやすく解説いたします。
ネット試験対策にも対応しています。
◆受講者の方からわかりやすいと好評をいただいております！
※簿記検定試験が中止又は新型コロナウイルスの感染拡大状況次第では、講習会中止の可能性がございます。予めご了承下さい。
※本年度は２級の直前対策講座は行いません。
講

師

宇野

隆之 氏ほか

/ 柏木実業専門学校

場

大和商工会議所 会議室(大和市中央5-1-4)

小田急線・相鉄線大和駅から徒歩約3分
※駐車場は有料駐車場のみで、数に限りがございます。
受付期間

令和3年 9月30 日(木)まで
お問い合わせ

大和商工会議所担当:片山
8

046-263-9112

時

18:00〜20:15 (定員：先着20名)

令和3年

講習料

毎週木曜日 全7回

10月 7日・14日・21日・28日
11月 4日・11日・18日

会員：7,000 円 非会員：10,000 円

●テキスト代約1,320円 事前購入していただきます。
詳細は受付時にご説明させていただきます。

お申込みは右記よりウェブにて
受講料は、講習会初日に徴収させて頂きます。開催が
中止となった場合は、電話又はメールで連絡します。

本紙購読料は会費に含まれています。

会

日

定価 :１部100円（税込）

<宇野 隆之 氏プロフィール> 学校法人柏木学園評議員、元文科省後援全経検定試験作問
委員、簿記検定試験検討委員、藤沢・大和商工会議所簿記検定試験委員、現在海老名商工
会議所簿記検定試験委員長、所属学会日本簿記学会
著書・簿記テキスト商業簿記初級編共著・編著最新工業簿記と原価計算など

