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●配布地域：ポスティングにより、上尾市･桶川市･伊奈町
の全戸､ および､ さいたま市の一部に配布しています。
●ポスティングに関するお問い合わせは、
㈱埼玉ロジスティックス(TEL.048-726-9240)
までご連絡ください。

年頭所感
地域経済の持続的発展に努め
求められる商工会議所へ
上尾商工会議所
会頭

神田 博一
平成31年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます｡
日頃より、上尾商工会議所の事業運営に対しましては、格別のご理解と
ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、日本経済は緩やかながらも回復基調にあり、企業も改善傾向を維
持している一方、人手不足の深刻化や海外経済の動向など、先行きの不透
明感は払拭しておらず、中小零細企業では経営者の高齢化や事業承継問題
も山積しています。また、今年の10月に予定されている｢消費税率10％へ
の引き上げ｣では、多くの事業者が未だ準備に取りかかっていないのが現
状であり、導入後の混乱が予想されることから、未然に防ぐための周知活
動が急務となっています。
商工会議所では、地域の商工業者が抱える課題解決に向けて、会員目線
に立った経営指導を心がけ、事業計画の策定から取引支援等に至る伴走型
支援などにより、管内事業所の経営力向上に努めています。また、子育て
支援や働き方改革に向けた労働環境整備、外国人も含めた多様な人材活用
への新たな取り組み等を推進しています。
上尾商工会議所は、昨年７月に創立50周年を迎えました。
この佳節を機に、地域総合経済団体として、会員企業はもとより、地域
経済の礎となる中小零細企業を支援すべく、今まで以上に行政との連携を
図りながら、会員企業へのサービス向上と地域経済の持続的発展に尽力し
てまいる所存でございます。今春には
「平成」
が終わり､ 新しい時代の幕開
けとなります。次代にも引き続き
「求められる商工会議所」
を目指して、弛
まず活動してまいります。
結びに、本年が皆様方にとりまして素晴らしい１年となりますように、
ご健勝とご多幸を心より祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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けの風炉をしまい、炉に切り替える
●｢亥の子の日｣と亥の子餅 ｢炉開き｣が行なわれます。炉開きは
旧暦10月は｢亥の月」
。その最初の ｢茶人の正月｣ともいわれ、初夏に摘
亥の日を｢亥の子の日｣といいます。 んで寝かせておいた新茶を始めて使
古代中国では
「亥の月の亥の日、亥 う｢口切り｣をして、｢亥の子餅｣をい
2019年の
の刻(21時〜23時）
に餅を食べれば無 ただきます。参考までに、
病息災・子孫繁栄」とされ、日本の ｢亥の子の日｣は、新暦では11月10日
宮中行事から民間に広まった風習と (日･大安)ですが､ 旧暦のカレンダー
10月29日(火)が
「旧暦10
いわれています。この餅を｢亥の子 を見ると、
月２日の亥の日」
となっています。
餅｣といいます。亥の子餅は、新米
に収穫した大豆・小豆・ささげ・ご
ま・粟・柿・糖
（あめ）
の７種の粉を
60年ごとに巡ってくる干支。前回
混ぜて作った餅で、亥の子(イノシ の己亥は1959年(昭和34年)です。こ
シの子ども)であるウリ坊の色や形 の年を代表する出来事が､ ｢皇太子殿
を真似て作られたそうです。
下・美智子様ご成婚｣(４月10日)。同
じ己亥の４月30日に天皇陛下が退位
●｢炬燵開き｣と｢炉開き｣
されるのも、不思議な縁(えにし)で
立冬が近づく｢亥の子の日｣には、 す。伊勢湾台風(９月26日)も同年で
｢炬燵(こたつ)開き｣や｢炉開き｣も行 すので､ 防災にも尚一層のご注意を！
なわれました。亥は｢水｣ですから、
火災を逃れるとされ、
「亥の月の亥
の日から火を使い始めると安全」
と
されたのです。
茶の湯では､ ｢亥の子の日｣に夏向

亥年

えとせとら
新年の干支(えと)は、｢己亥(つちの
と･い)｣。己は十干の｢陰の土｣､ 亥は
十二支の｢陰の水｣で、｢土剋水(どこ
くすい)｣という相剋(そうこく)｡ ｢土
は水を濁す｡ 土は水を吸い取り､ つね
にあふれようとする水を堤防や土塁
でせき止める｣という陰の関係です｡
亥は、結実して落ちた種が土中へ
埋まり、芽吹くときを待っている状
態。つまり、次のステージに向けた
準備期間です。株式市場の格言
「亥
固まる」
のごとく､ 勢いに流されず､
平常心で迷わずに継続すれば｢吉｣！
ちなみに､ 今年の恵方は東北東です｡

｢あげお市民セレクション｣

ベトナム
ダナン５日間の旅
ペアでご招待
10本(10組･20名)

〈2等賞〉
上尾メディックス
選手サイン入り
ユニフォーム
プレゼント
10本(10着･10名)

０７７０２
０９１６０
１７６０５
１７８１３
１９９１１

２００９０
２０３５０
２８１３３
３１７４７
３３１２４

０３８８３
０６４５６
０９７７７
１１７９４
１６４０２

２１３６８
２６６５７
２８２７０
３０１３１
３０８０３

★当選した抽選券の取り扱いについて

当選券裏面の余白に、住所・氏名・電話番号を記入
して、抽選券を発券したお店、または、上尾商店街連
合会事務局（上尾商工会議所内）まで、お手数ですが
平成31年１月９日(水)午後５時までにご持参いただき
ご提出願います。後日、当選証書・旅行案内等を送付
させていただきます｡
＜ご注意＞平成31年１月９日(水)午後５時までに当選
券の提出がない場合は、無効となります。

地元企業による｢若者就職面接会｣開催！

■日時／１月24日(木) 13時〜16時
＜受付：12時30分〜15時30分＞
■会場／上尾市文化センター ２・３階
(上尾市二ツ宮750)
■内容／企業ブースで採用担当者と個別に面接
■対象／①平成31年３月高校･大学新規卒業予定者
②若年層(概ね44歳以下)
■参加企業／２市１町の地元企業を中心に40社程
度が参加します ※参加企業等の詳細は、上尾
市、桶川市、伊奈町のホームページに掲載
■申し込み／予約不要
※当日は履歴書を複数枚持参してください
■問合せ／上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会事務局
＜桶川市産業観光課内 TEL.048-788-4928＞

｢あげお市民セレク
ション｣認定マーク

埼玉県虐待通報ダイヤル

ＳＯＳを見逃さない！
24時間･365日 受付･対応

埼玉県マスコット｢コバトン｣｢さいたまっち｣

▲

大宮公共職業安定所および上尾・桶川・伊奈地域雇用
対策協議会主催の、若者就職面接会を開催します

上尾市観光協会では、市内で製
造または加工された土産品の普及
と品質の向上を図り、市内におけ
る産業の振興に寄与することを目
的に、昨年12月に42品の
「上尾市
観光協会推奨土産品」
を認定しま
した。これらの推奨土産品の中か
ら､ 市民による選考委員が｢上尾土
産として贈りたい！おすすめした
い!｣と選出した土産品を
『あげお
市民セレクション』
として新たに
認定し､ 商品のＰＲを行ないます｡

■対象／次の①〜④のすべてに該当する人 ①上尾市
内に在住で20歳以上、②出品事業者の関係者(家族､ 親
族を含む)でない、③募集要項(上尾市観光協会ＨＰに
掲載)を順守できる､ ④３月16日(土)13時〜16時に開催
される選考会<ショーサンプラザ(上尾駅西口)>に参加
できる ■定員／30名(応募者多数の場合は抽選) ■申
込方法／応募用紙(上尾市観光協会で入手)に必要事項
を記入して、１月31日(木)までに郵送(当日消印有効)
またはファクスにて上尾市観光協会｢あげお市民セレク
ション｣選考会担当へお申し込みください
※交通費は支給しません。※選考会場で使える推奨土産品購入券
(2000円分)を進呈。※詳細については下記ＨＰを参照ください！

■問合せ＆申込先／上尾市観光協会
〒362-0042 上尾市谷津2-1-50 プラザ22
TEL.048-775-5917 FAX.048-775-5024
http://www.ageo-kankou.com

22-740

アロマワックスジャー
作り体験

どなた様でもお気軽にご参加いただける!
ど
なた様 でもお 気 軽 にご参 加 いただ ける!

1

誰でもチャレンジできる
いちにちスクール始めました！

許可番号互第3007号

葬祭部 さがみ典礼
2

ハーバリウム体験

1

26土

ハーバリウムボールペン
小さめなお花とキラキラ素材、
パール等を入れて世界に一つだけの
ボールペンを作ります。
贈り物にも最適です♪

受講料／1,000円
材料費／2,000円 10:00〜12:00
定員数／8名 ※最低開講人数2名
締切日／開講日の3日前
講師：三好

北足立郡伊奈町栄2-8
経済産業大臣許可

●ＩＰ電話など、｢＃７１７１｣でつながらない
場合は、＜０４８-７６２-７５３３＞へ！
●連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます
●児童・高齢者・障がい者虐待を一元的に対応
する取り組みは全国初です

20日

受講料／1,000円
10:00〜12:00
材料費／2,000円
定員数／8名 ※最低開講人数2名
締切日／開講日の3日前
講師：築根
スクール風景♪

冠婚・葬祭・互助会

県では、埼玉県虐待禁止条例を制定し、虐待
のない社会を目指しています。
そこで、昨年10月１日から、児童・高齢者・
障がい者虐待のすべてに＜24時間・365日＞受
付・対応するシャープダイヤル(＃７１７１)を
開設しました。
までご連
「虐待かも？」
と思ったら、
「＃７１７１」
絡ください。適切な機関と連携して対応します。

■埼玉県虐待禁止条例ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/20170711.html

お好きな香りを選んで、花材を選んで
配置を決めてワックスで固めていき
制作致します♪

【いちにちスクール】
飲み物とケーキをサービスいたします♪

12月17日、抽選会場にて｡(左から)上尾商店街連合会･村
田宏治副会長､ 上尾メディックス･荒木夕貴選手･青柳京古選
手、上尾商店街連合会・大木保司会長､ 同･秋山保光副会長、
同･松江秀一幹事、同･藤波勇彦幹事

◀

■問合せ／上尾警察署 地域課地域総務係 TEL.048-773-0110

選考委員を募集します!

▶

県警マスコット
｢ポッポくん｣

■日時／１月９日(水) 13時30分〜15時
■会場／ＪＲ上尾駅 自由通路
●110番の仕組みのパネル展示や、不審者による
声かけ･交通事故目撃等の｢模擬通報体験｣のほか､
広報チラシやゴム風船、ポケットティッシュを配
布しますので、ご家族揃ってお出かけください！
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〈１等賞〉

上尾市観光協会推奨土産品
▲

上尾警察署
｢１１０番の日｣
キャンペーンを開催！

上尾商店街連合会 主催
2018サンクスフェスタ 当選番号発表!

携帯 PHS OK

0120-81-3310

1月号

2018/12/21 10: 0

言葉の力

「 体幹」

埼玉上尾メディックス
GO! FIGHT!

※このコーナーに掲載中の『言葉の力』は
心を整えるためには、
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ご了承ください。
体の幹を感じる

リーグ後半戦へ突入! １月のホーム４連戦に注目!!

力が必要だ。

皇后杯ファイナルラウンド
初のベスト４入りを達成！

体の幹を
感じる習慣を。

＜１月開催の試合日程＞
■2018-19 V.LEAGUE Division１WOMEN

12月のホーム３連戦で、トヨタ車体クインシーズ戦[０
-３]､ ＪＴマーヴェラス戦 [１-３]と苦戦した埼玉上
尾メディックスは、
12月８日､ 蓮田市総合市民体育館で
のＮＥＣレッドロケッツ戦(写真左)を[３-０]で快勝！そ
の勢いに乗って12月９日、年内最後のＶリーグ戦に臨
みましたが、接戦の末､ 日立リヴァーレに[２-３]で惜
敗！イースタンカンファレンス４位で年越しとなりました。
気持ちを切り換え､12月15日｢平成30年度天皇杯･皇
后杯ファイナルラウンド女子｣ ２回戦で、東九州龍谷高
等学校に[３-０]で完勝！翌16日の準々決勝では､ＪＴマー
ヴェラスとの白熱戦を[３-１]で振り切り、皇后杯では
初のベスト４入りを達成
（写真右）
。
12月22日の準決勝
（東
京･大田区総合体育館）
では､ 前年優勝のトヨタ車体クイン
シーズに挑みます。気になる試合結果は下記公式サイト
へ！新年も引き続き､ 埼玉上尾メディックスを応援ください!!

揮毫・文／書道家

こだわりのグルメ＆
ショップをご紹介し
ます。各 店 提 供 の
「読者プレゼント」
も
お見逃しなく！

上尾駅東口から徒歩6分にあるお店

中国料理 悠斎

「ゆうさい」

油っこくない、女性にも優しい中国
料理店。名物はよだれ鶏を始め、前
菜からデザートまで本格中華料理を
味わえます。
22名様まで、貸し切り
パーティも承ります。
飲み放題込み5,000円〜

▲

あなたの街のパソコン教室 ★個別学習★

人生を支えてくれた
皆様へ﹁感謝﹂
の想い

上尾パソコン教室

当教室は、
日商PC検定受験会場になっています。
この
機会に検定に取り組んでみませんか。
以下に登録
（無
料）
いただくと独学用、
指導用の教材が活用できます。
めざせＰＣ検定３級合格！ 日商ＰＣ学習倶楽部
https://pc.cloud-cafe.biz/
会員募集中
《当教室の特徴》 初心者も大歓迎
①オンデマンド学習システム
「StudyPC.NET」
を使用して
確実に身につくパソコン学習です
②個別指導で都合の良い日時に学習できます
あぴお特典
読者限定サービス

こ ば

レンジフード・キッチン・ユニットバス等住宅設備全般取扱! 修理もおまかせ!

組み合わせトイレ

給湯＋追い焚き

ピュアレストQR+
ビューティトワレ
CH931SPF

RUF-E2005SAW

・20号
（2～3人用）
・オート壁掛
・リモコン付
（台所&浴室）

・20号（2～3人用）
・オート壁掛
・リモコン付
（台所&浴室）

ガラストップコンロ

N3WN6RWASKSV

・ダブル強化力
・両面焼き
・Siセンサー

7年
保証付

大特価!

94,800

円

99,800円 138,000円 80,000円
(税込)

後援 ：上尾市医師会

第2回 ボランティア委員会公開講座

『高 齢 者 時 代 〜こころのケア
ケア〜』
』
日時：2019年 1月29日
（火）15：30 〜17：30（ 開場15：00 ）
場所：上尾中央総合病院 中村記念講堂（ 定員180名 ）

入場無料・
お申込み
不 要 で す！

(税込)

家族性高コレステロール血症

〜あなたのコレステロールが高いのは遺伝性のせいかも！
？〜
遺伝の専門医が脂質異常、遺伝子、家族性高コレステロール血症の話をいたします

講師：臨床遺伝科

○人と人をつなぐ〜高齢者サロンと臨床宗教師〜

日時：2019年1月26日（土）15：00〜16：00
場所：上尾中央総合病院 B館8階 会議室9+10

関東臨床宗教師会

副代表

櫻井 唯乃
井川 裕覚

お問合わせ 上尾中央総合病院 総務二課
℡： 048 ‑773 ‑1112 （平日9時 〜17時）

3

(税込)

す こ や か 教室

○こころとからだと音楽〜音楽療法に触れる〜
音楽療法士
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柏座二丁目

給湯＋追い焚き＋エコ

GT-2060SAWX

・節水
・節電
・フチなし

事前申込み制

上尾中央
総合病院
ジョナサン

■読者プレゼントの応募方法／①ハガキに、希望するプレゼントの番号と名称
＜例・①お食事券＞１点と、本紙へのご意見・ご感想、住所、氏名、年齢、連絡
先電話番号を明記のうえ、＜〒362-8703 上尾市二ツ宮750 上尾商工会議所
「あぴおトレンドあらかると」プレゼント係＞宛にご郵送ください。
②上尾商工会議所HP（http://www.ageocci.or.jp/）の応募フォームよりご応
募ください。
★申込締切／1月15日㈫必着 ★締切後、各賞品ごとに厳正なる抽選を行ない
ます。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご記入いただいた個人情報は、抽選および発送にのみ使用いたします。

(税込)

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室4706 https://inase.info

コジマ

■読者プレゼント❷／レッスン無料券
（1コマ50分×8回分）※テキスト
通常受講料
（13，
100円相当）
を３名様
代別途

18 30

見積無料! 工事費・処分費・消費税コミコミ!
他社より高い場合はご相談ください！

上尾パソコン教室

上尾駅

仕事と子育ての両立のために︑
上尾へ引っ越してきたのが 年
ほど前︒当時︑学童保育を 時
までやっていたのは上尾市だけ
だったんです︒建築関連で営業
の仕事を勤め上げ︑第二の人生
を目指して︑昨年７月︑
このお
店をオープンしました︒
この
﹁感謝﹂
の作品は︑千葉在
住の作家さんに創っていただい
た
﹁アート書﹂
です︒上尾でいろ
いろな方と出会い︑支えられ︑背
中を押していただいたおかげで
生きてこられた︒お店を出せた
のも︑
そうした皆様や家族の支
えがあればこそです︒本当に
﹁感
謝﹂
の言葉しかありません︒
恩返しのためにも︑出会いと
集いの場となるコミュニティサ
ロンにしようと︑新たなイベン
トを企画中です︒私と同じシニ
ア世代にとって︑文字通り﹁幸せ
の扉﹂
となりますように！ 上尾
駅東口︑駅近ビルの３階︑カラ
オケ
﹁まねきねこ﹂
さんのお隣で
す︒ぜひ︑
お立ち寄りください！
★１月 日
︵土︶
﹁ジャズ・ライブ﹂
を開催！ 詳細は同店ＨＰへ

小場 芳枝 さん

先着10名様に
「アリエール＆プレミアム
ソフターセット」
をプレゼント!!

切抜持参で初回月半額サービス

※テキスト代等は別途必要になります。

●住所／上尾市春日1-1-5 クレベールハイツ102
●TEL／048-671-2561●駐車場／５台
●定休日／木曜日 第2・第4日曜日
●営業時間／10:00〜20:00
●ホームページ https://ageo-pc.studypc.net/

12

地域最安値!!

中山道

※他のサービス券との併用不可

コミュニティ･カフェ｢幸せの扉｣
オーナー
カフェオーナースペシャリスト
コーヒーソムリエ

トイレ給湯器専門店

郵便局

上尾
市役所

17

■読者プレゼント❶／お食事券1,000円券を10名様

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■ 輝くシニア世代のための集いの場です!
コミュニティ･カフェ「幸せの扉」
上尾市柏座1-1-27 上尾プリンスビル３階
TEL.048-782-6883 http://vegecafe.net
★営業時間／11時〜17時 ※18時以降は予
約にて対応★定休日／日・月・祝日＜12月
28日(金)〜年明け１月７日(月)は休業＞

悠斎
R

●住所／上尾市宮本町10-24
●TEL／048-657-8540
●営業時間／ 11:30〜15:00(Lo14:30)
17:30〜22:00(Lo21:30)
●定休日／毎週水曜日、第2火曜日
●駐車場／有り

〒

※第２試合以降の時刻表示は開始予定時間です
※●印が表記された試合は、埼玉上尾メディックスのホームゲー
ム開催です。ぜひ会場でご観戦・ご声援ください！★ホーム
ゲーム開催分のチケットは､ ●レストランゆ〜らっぷ(上尾中央
総合病院内)●タリーズコーヒー(同)●あいふれんど上尾店(同
病院前)で購入できます。各店にて直接お問い合わせください！
※オフィシャルファンクラブ入会やチケット購入、試合結果等の
詳細については、下記公式サイトをご参照ください！

■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL WEBSITE http://www.achs.jp/medics
■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL FAN CLUB http://fc.medics.blue
店内の壁に飾られている｢感謝｣の作品｡
小場さんの想いが込められています

武田双雲

上尾駅

●１月５日(土) 第２試合 13時〜
会場／黒部市総合体育センター(富山県)
vs 東レアローズ(交流戦)
●１月６日(日) 第２試合 15時〜
会場／黒部市総合体育センター(富山県)
vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ
●１月12日(土) 第２試合 15時〜
会場／サイデン化学アリーナ(さいたま
市記念総合運動公園体育館)
vs 日立リヴァーレ
●１月13日(日) 第１試合 12時〜
会場／サイデン化学アリーナ(さいたま
市記念総合運動公園体育館)
vs トヨタ車体クインシーズ(交流戦)
●１月19日(土) 第１試合 14時〜
会場／船橋アリーナ(千葉県)
vs ＪＴマーヴェラス(交流戦)
●１月20日(日) 第１試合 13時〜
会場／船橋アリーナ(千葉県)
vs ＮＥＣレッドロケッツ
●１月26日(土) 第２試合 15時〜
会場／川崎市とどろきアリーナ(神奈川県)
vs 久光製薬スプリングス(交流戦)

〜ことばのちから〜

科長

鈴木 洋一 医師

【お問い合わせ】
上尾中央総合病院 総務二課
℡：048-773-1112 URL：https://www.ach.or.jp
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新年あ

01

マイコンロ・スリムネオプレミアム（4,800円相当）5 名 02

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

薄型でハイカロリー。
スタイリッシュで使いやすい人
気の薄型タイプ。
簡単便利なマグネット着脱式。
ヒートパネル 搭 載 でガスが 最
後まで無駄なく使えて経済的。
熱効率と安全性に優れた直立
炎バーナー採用。

提供 株式会社ニチネン

上尾市領家57-1
定休日／土曜日・日曜日・祝日 営業時間／9:00 〜 17:00
https://www.nitinen.com/

04

プレミアム・インセンティブツール
コンテストで大賞を受賞。

上尾市上町2-5-5
www.bunraku.net

tel.

771-0011

●営業時間／10：00〜18：00
●定休日／日曜日（年末年始・お盆、各4日間は定休日です）

tel.

776-3210

上尾市春日2-11-25
営業時間／9:00〜19:00
http://www.saikaan-ooki.com

すっぽんコース（3人前12,960円） 1名 08

tel.

本年もよろしくお願い申し上げます。

tel. 721-2811

フルーツトマト「ポモ・ロッサ」4パック入り2,000円 5 名 16

提供 エムズ水楽園ファーム株式会社
上尾市大字平塚2558-4

上尾市畔吉736-1

tel.

726-1306

tel.

餃子（5人前）1,350円

779-5500

10 名

あけましておめでとうございます。
今年も国産食材を
使 い、安 心 で お い
しい餃子を提供し
ます。

提供 餃子の大将

提供 榎本牧場

4

あぴお2019_01_189号_04 0 .indd

777-4598

ヨーグルト詰合せ
（1,500円相当）7名 09

ご愛顧いただいているジェ
ラートに加え、新たにヨー
グルトの製造販売をはじめ
ました。当牧場の搾りたて
ミルクを使い、じっくりと
時間をかけてはっ酵させた
生乳100％のヨーグルト。
上層部はチーズのような濃
厚な味わいがお楽しみいた
だけるヨーグルトです。

上尾市原市1282-12

725-2055

当選賞品の引き渡しは、
あゆみ会上平事業所
（上尾市菅谷49-1 TEL.048-777-2611）
になります。

あけましておめでとうございます。

提供 うなぎ・すっぽん 芳松

tel.

アイメック農法により、
甘さと美味しさの極限を
追求し選別された限定
フルーツトマトです。
糖度9〜12°

その日仕入れた
新鮮なすっぽんを使用。
コラーゲン・ビタミン・
鉄分が豊富で栄養満点。
鍋の後の雑炊は格別で
す。
写真は3〜4人前 生血（ワイン）
・刺身・
唐揚・鍋・雑炊

定休日：年中無休
（一部の店舗では定
休日がございます。
）
営業時間：本店9：30〜19：30
その他店舗により異なります

あけましておめでとうございます。

提供 彩菓庵おおき(大木製菓)

提供 書道用品専門店 松島堂 上尾東口店

本店：上尾市上野241-1
その他県内40店舗
ＨＰ：http://www.yajimaen.co.jp/

彩菓庵おおき福袋
（2，
500円相当）4 名 06

1月1日13時より毎年恒例のもち
つき大会を行います。
振る舞い餅は、数に限りがありま
すのでお早目にご来店ください。
(13:00〜なくなり次第終了です)
■年始の営業時間
１、２、３日 10:00〜17:00
４日から通常営業になります。

日本の伝統工芸で
ある蒔絵。
その美しい模様を
現代技術と職人の手で
再現しました。

07

提供 茶の矢島園

あけましておめでとうございます。
本年も元旦から営業します。

あけましておめでとうございます。

13

新年に優雅で雅なひとときをお過ごしいた
だきたく、茶の専門店 矢島園の特選玉露を
是非お召し上がりください。
本年も心を込めて仕上げたつくりたての美
味しいお茶を販売してまいります。
是非、お近くの矢島園までお気軽にお立ち寄
りくださいませ。

提供 北西酒造株式会社
tel. 781-9261

2名

矢島園
「特選玉露」

あけまして、おめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

すっきりとした呑み口の純
米吟醸と、穏やかな香りと
お米の旨みが味わえる純米
吟 醸PUREの、
2つ の 味 わ
い が お 楽し み い た だ け る
セットです。

くれ竹万年毛筆 蒔絵物語（5,000円）3 名 05

上尾市宮本町11-17

03
文楽 純米吟醸飲み比べセット 5名
名

上尾本店 上尾市柏座3-10-31 営業時間／11:30〜20:00
平方店
（スーパーまるたけ店内）上尾市上野8-1 16:00〜20:00

tel.
tel.

776-0341
726-8056

1月号
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10

ブリヂストンタイヤ ネクストリー
1台分 4本セット

3名

11

新年あけましておめでとうございます。
年間820,000台の車検を行っ
ている、日本でトップクラスの
車検専門チェーン店です。
今年も車検に限らずタイヤも
地域最安値No.1を目指し、お
客様の安心・安全を第一に取
り組んでまいります！
定休日：年末年始.G/W.夏季.第2第4水曜日
営業時間：8：30〜19：00

あけましておめでとうございます。

提供 訪問美容『晴れ』

提供 車検のコバック 上尾店（㈲廿楽モータース）

名

13

上尾市平方1846-4
定休日／不定休 営業時間／10:00〜16:00
駐車場／駐車場をお借り致します
http://www.lautsalon.com

tel. 771-4250

お食事券（1,500円）
【北上尾店のみ利用可能】20名 14

「モスのネット注文」
が便利！

（留守番対応）

チューブ入り香辛料セット（1,000円）20名 15

☆野球】
・
【陸上競技】
・
【ランニング】
・
【卓球】
・
【グランドゴルフ】…etc.☆

上尾市平方453-1

tel.

おすすめ「チーズナン」

ライスとナンはお替り自由で食べ
放題です！「あぴお1月号見た」
で、
ランチタイム：50円OFF!!
ディナータイム：10％OFF!!
スープもサービス！

ジャムの世界チャンピオン
「ミオジャム」

合成着色料、保存料不使用
ジャムの通販フランソワーズ・ジャパンでは、世界中で
愛されているジャムの王様
「ミオジャム」を販売してお
ります。コンテストで優勝を総ナメにした人気の高級
ジャムを多数取り揃えており、ギフトにもお奨めです。

2名様から40名様まで各種
パーティー承ります！

提供 アジアンダイニング

提供 フランソワーズ・ジャパン
上尾市浅間台4-19-25
http://www.francoisejapan.com/

tel.

15 名

お食事券
（1,000円）

本格インド料理＆カレー！

上尾市宮本町6-6 （上尾駅東口 市役所通り）

18

tel.

773-3939

スパイス王国からのカレーのプレゼント 5名

工場敷地内の直営店
｢SPICE TOWN｣は土日
もランチ営業しておりま
す。
【上尾市×日本薬科大学
×井上スパイス】産学官
連携商品
「糀カレー」をプ
レゼント！

宴会コース

ニューデリ

上尾市地頭方401-1
営業時間／ ランチタイム 11:00〜15:00
ディナータイム17:00〜23:00 定休日／年中無休

771-4749

提供 横田スポーツ店

725-1036

本年もよろしくお願いいたします

ジャムの世界チャンピオン ミオジャム オレンジのさわ
やかな風味をさらに引き出すために、おしげもなく高
級なウイスキーを20％も隠し味に使用して、濃厚で
薫り高いジャムに仕上げられています。ウイスキー
のアルコール分はとんでいるので、大人はもちろ
んのこと、お子様でも安心して召し上がってい
ただけます。

貼りあがり卓球ラケット 10名

■赤と黒の両面裏ソフト ■
合板 ■中国製 ■練習用プ
ラスティックボール2個付き
※ラバー貼り替えはできな
いタイプです。

提供 山忠わさび
（株）

「ミオジャム」オレンジウィスキー（1,400円相当）8名 17

723-3726

TSP ジャイアントプラス
シェークハンド 160S

業務用から家庭用まで
「豊かな食生活」をめざし、
本物の香辛料をお届けします。

tel. 779−2228

tel.

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

生おろしわさび・からし・生おろし
しょうが・生おろしにんにく・ねり
梅・粒 マスタード・コチュジャン・
豆板醤・柚子こしょう・ねり胡麻

提供 モスバーガー 北上尾店
【㈱マルス】

16

上尾市原市570

チューブ入り香辛料の10種類セットです。

上尾市原新町5-21
定休日／無休 営業時間／7：00〜23：00
http://mos.jp/shop/detail/04708/

名

080-7963-0309

本年もよろしくお願い申し上げます。

皆様のお悩みを
「待たずに買えるモ
スのネット注文
（お持ち帰り注文のみ）
」
が解決。スマートフォンやパソコンなど
ネット環境があれば、ご家庭、オフィス、
出先からもお気軽にご注文いただける
便利なサービス。また小さなお子様連
れのお客様にも安心してご来店いただ
けるよう、キッズルームをご用意してお
ります。お気軽にお立ち寄りください。

営業時間／10:00-25:00
（最終受付24時）
刺青・タトゥの方の入館不可/オムツの方の入浴不可

提供 天然温泉 花咲の湯 HANASAKI SPA

※お部屋2畳程のスペースが必要です
tel.

10名

入浴無料券 5組

開放的な露天風呂が
人 気 の アジアンスー
パー 銭 湯。源 泉 か け
流しの温泉や高濃度
炭酸泉など12種類の
お風呂と、
3室7種類の
岩 盤 房 は、時 間 無 制
限なので1日ゆっくり
寛げます。
年末年始も休まず営
業致します。

対象者は外出が困難なご高齢の方、障
害、骨折、車椅子、認知症、要支援1・2、
要介護1〜5。
訪問美容
『晴れ』
では、お客様の髪型か
らお顔のエステまで自宅でも美容室に居
るような空間の中でオシャレを楽しんで
いただけます。シャンプーやカット、カ
ラーをして気分も
『晴れ晴れ』癒しとリフ
レッシュを体験してみてはいかがですか。

(注1) 軽自動車サイズ 155/65-13又は155/65-14
に限ります。
(注2) 交換作業料
（バランス含む）エアバルブ代、廃タイ
ヤ処理料は別途申し受けます。
(注3) 他キャンペーン・割引等は一切併用出来かねます。

上尾市緑丘3-2-3
http://kobac-ageo.co.jp/

訪問カット
（3,500円相当） 5名 12

725-7778

tel.

提供 井上スパイス工業㈱

《セット内容》
レトルトカレー×２
ちび丸スパイス×３
糀カレー×２

上尾市上野491-1
定休日／土日祝(会社)、夏休み･年末年始(SPICE TOWN)
営業時間／ 9:00〜17:00(会社)、10:00〜17:00(SPICE TOWN)
https://inouespice.co.jp/
tel.0120-72-9641

お年玉プレゼント

名

》
》
》応募要領《
《
《

●応募方法／ハガキに希望するプレゼント番号
（１点）
、住所・氏名・年齢・電話番号・
本紙へのご意見ご感想ご要望を必ず明記の上、下記宛迄ご郵送ください。
●申込締切／1月15日㈫ 到着分までとします。
●抽選方法／締切後、各プレゼントごとに厳正に抽選します。
●発
表／当選者に直接ご通知いたします。
●宛
先／〒362-8703 上尾市二ツ宮750番地
上尾商工会議所「あぴお お年玉プレゼント」係

不動産無料相談

《不動産の売買・賃貸、
土地などの相談》
相談日

1月22日㈫
2月 5 日㈫
2月26日㈫
2月27日㈬

場

所

上尾市役所 市民相談室
上尾市役所 市民相談室
伊奈町役場 相談室
桶川市役所 相談室

ひまわりクラブ･カルチャースクール

生徒募集
生徒募集‼

ひまわりシール会では埼玉県・上尾商工会議所の支援を得て
｢ひまわりクラブ｣を設置し、
毎月カルチャースクールを開催しています。
初めての方でも安心、
明るく楽しいクラブです。

初心者･女性、教室見学大歓迎！
■将棋クラブ
■健康マージャン教室
毎週月曜日の４回
毎週水曜日の４回
月 1,000 円
月 3,000 円
★講師：深澤國昭先生 ★講師：林 侃先生

■朗読クラブ
お待
ちし
てま
す

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 彩央支部

048(778)3030

■囲碁サークル

毎月第２火曜日の１回 毎週木曜日の４回
月 1,000 円
月 1,500 円
★講師：家城春海先生 ★講師：永沼 進先生
◎各教室とも 13:30 よりの開講となります。

●会場／ひまわりシール事務所（アリオ上尾の西側）
●問合せ／自転車のさいとう ※水曜定休
TEL.048-725-1717
5
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造園 設計 施工 管理 伐採 草刈 等一式

株式会社 緑星 上尾市上町1‑11‑21
FAX 048‑627‑0597

電話 048‑778‑9546

電 気 設 備・空 調 設 備 設 計 施 工

商業施設・工場・店舗工事なら設計施工管理はお任せください。

有限会社

エイチアイディー

http://www.hid-denki.jp/

事業所：埼玉県上尾市平方領領家 750-1
電 話：048-771-7337 FAX：048-795-5550
M a i l：i n f o @ h i d - d e n k i . j p（メール受付中！）

社員・アルバイト・協力業者募集中です

1月号

2018/12/21 10:

商工会議所からのお知らせ

●拡げよう会員の輪 高めよう地域への貢献●

商工会議所の１月無料相談日

初心者でも良くわかる

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

法 律

【弁護士：藤木 孝男】
●9日㈬ 午後1時30分〜4時30分

※当日 9 時から 11 時 30 分まで電話予約受付。1 人 20 分、
先着 9 人で連続相談不可 ★契約、金銭貸借、相続、遺言、
離婚、調停 ･ 訴訟手続きなど
【社会保険労務士：手島 俊明】
●15日㈫ 午後1時30分〜3時30分
★人事労務管理全般、就業規則、各種手続きなど

労務・年金

【税理士：岡庭 政志】
●11日㈮ 午後1時〜4時
★消費税、事業承継、相続、贈与、決算、申告など

税 務
金 融

【日本政策金融公庫】※午後1時〜3時
●8日㈫・15日㈫・22日㈫・29日㈫

経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】
●18日㈮ 午後1時〜4時

★販路拡大、現場改善、社員教育、パソコン全般など

《愛の献血･骨髄バンク登録運動報告》
10 月 31 日、上尾駅西
口ショーサンプラザ（イ
トーヨーカ堂）前にて
「献
血・骨 髄 バ ン ク 登 録 運
動」を行いました。
献 血 受 付 人 数 61 名、
骨髄ドナー登録受付人数 7 名と数多くの皆様から
貴重な血液・骨髄ドナー登録を頂きました。また
献血を実施するにあたり日本赤十字社・上尾市役
所・ショーサンプラザ様・商店街の皆様のご協力
を頂きました事に感謝致します。
《チャリティ模擬店出店報告》
11月10、11日、あげお産業祭に模擬店
（天ぷらそば・
うどん、じゃがバター、ドリン
ク各種の販売）
を出店しました。
多くの市民の皆様にお買い
上げいただきました売上金の
一部を、チャリティの目的に沿
い有効に活用させて頂きます。

LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB

青色申告個別相談会をご利用ください

10人規模の中小企業事業主です。最近、働き
方改革という言葉をよく耳にしますが、まず注
意すべき点を教えてください。
働き方改革関連法案が可決成立し、この4月
より施行されます。その柱の1つとして、時間
外労働が一部職種を除き、その上限が月45時間、年
360時間(特別な場合の措置については省略)となり、こ
の4月以降に36協定の書式もより法令遵守が意識され
た様式に変更となります。限度時間を超えて、労働さ
せる労働者に対する健康及び福祉を確保するための
措置についての具体的な記述も必要となり、事業主の
労働者に対する健康確保や安全配慮義務は一層強ま
ることとなります。また、年次有給休暇の取得につい
ても基本的には、年5日間は取得が義務化されることと
なります。
以上詳細は省きますが、何れにせよ従業員の仕事
を内容と共にしっかりと始業終業の
記録を付け、健康面を含め管理して
いくことがより重要となり、大前提と
なるでしょう。
●今月の回答者
手島社会保険労務士務事務所
社会保険労務士 手島

《年末調整相談会》
日 時： 1月17日㈭･18日㈮
9時30分〜11時30分／13時30分〜15時30分
会 場：上尾商工会議所 2階 特別会議室
《決算書作成、所得税･消費税確定申告書作成相談会》
日 時： 2月19日㈫･25日㈪、3月6日㈬･7日㈭･12日㈫
9時30分〜11時30分／13時30分〜15時30分
会 場：上尾商工会議所 3階 大会議室
※相談会の必要書類についてはお問い合わせください。
問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111

元刑事が教える

経営安定セミナー

日
会
講

時： 2月7日㈭ 14時〜16時30分
場： 上尾商工会議所 3階 大会議室
師：元刑事・テレビコメンテーター
佐々木 成三 氏
講演内容： 〇現場で培ったコミュニケーション能力
〇心を閉ざす相手の心を開示させるには？
〇刑事ストーリーを交えながらのセミナー等
定 員：40名 ※先着順
参加費：［会員］無料 ［非会員］2,000円
申込･問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111

俊明

第21回 アイデアグランプリINあげお
『美文字スプーン』
グランプリに
日常生活でこのよ
うなものがあれば便
利！と思う商品化可
能なアイデアを募集
する アイデアクラブ
IN あげお 。全国か
ら多数のアイデアが

寄せられ、11月10・11日
に上尾市民体育館で開
催された、あげお工業フ
ェアで試作品を展示･会
場 投票を行い、審 査の
結果｢美文字スプーン｣が
グランプリに選ばれまし
た。
（詳細は上尾商工会
議所HPをご覧ください)

近年、あらゆるヒト・モノ・コトがインターネットにつ
ながるIoT(Internet of Things)が注目を浴びています。
このセミナーは、
IoTを誰にでも分かりやすく基礎から
学ぶことが出来ます。
日 時：2 月 13 日㈬ ･20 日㈬ 17 時 30 分〜20 時 30 分
会 場：上尾市プラザ 22 第 2 会議室
受講料：2,000 円 定 員：30 名 ※先着順
講 師：
（特定非営利活動法人）ITコーディネータ協会
主席研究員 栗山 敏 氏
日本アイ･ビー･エム㈱23年勤務、城西国際大学 講
師、厚生労働省･製造業ITマイスター指導者育成プログ
ラム プロジェクト責任者

問合せ ･申込：上尾商工会議所 TEL.773-3111

2019フレッシュあげお募集!!
上尾商工会議所青年部

上尾の商工業発展と、上尾のイメージアップのため、
今年も｢フレッシュあげお｣を募集します。
【応募資格】①上尾市在住または在勤、在学し、平成 31
年 4月1日時点で、18歳以上の上尾を愛する方 ② 1年間
(2019.4.1〜 2020.3.31)上尾商工会議所等の公式行事
他、PR活動に参加できる方 (月 2回程度 ) ③特定の興業
会社あるいは、他団体との類似契約をしていない方
【応募方法】
応募用紙･写真(全身･上半身各1枚)を事務局へ提出して
ください。
【応募締切日】
1月21日(月)《必着》
【申込・問合せ】
上尾商工会議所青年部 事務局
TEL.773-3111

〜
［第20期］2018フレッシュあげおになってみて〜

信頼を得るコミュニケーション術

TEL. 781-0453

IoT活用セミナーの開催！

検索

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

上尾ライオンズクラブ

= 一般市民の方も相談できます =

こんにちは！ 私は、上尾市の魅力をたくさ
んの人に発信したいと思い、フレッシュあげ
おに応募しました。 活動を通して上尾市の魅
力をたくさん発見でき、地域に貢献できたと
実感しています。また、フレッシュあげおとし
て人前に立つことで自信がついたり、人間と
して成長させてくれました。みなさんも、生ま
れ育った上尾をよく知るために応募してみま
阿相優衣さん せんか? ぜひ、ご応募お待ちしております。
フレッシュあげおの活動で、上尾で行われる
様々な行事に参加させていただいたことで多く
の方が行事に携わっていることを知りました。
どの行事に行っても温かく迎えてくださったこ
と、参加されている皆さんの楽しそうな顔を見
て、私自身とても楽しい気持ちになりました。
フレッシュあげおの活動は、普段では絶対
に経験出来ないものばかりです。迷っている
今村圭希さん 方は是非勇気を出して応募してください！
人前で話す事が苦手だった私は、人見知り
を克服したく、人前に出る機会があるフレッシ
ュあげおに勇気を出して応募しました。初めは
大勢の前でマイクで話すのが緊張でドキドキ
でしたが、上尾商工会議所青年部の皆様が、親
切にご指導してくださいますので安心して出来
ました。地域の方々に出会う事でとても貴重な
体験がたくさんでき、今まで知らなかった上尾
鈴木彩乃さん を知ることができます！１年で成長できますよ。

詳しくは…上尾商工会議所青年部ＨＰ 上尾 YEG

検 索

におまかせください！
！
公営斎場でのご葬儀の特徴

200,000

【葬儀施工費用】

上尾伊奈斎場つつじ苑でのご葬儀 「ご安置からご葬儀まで」全て弊社で承ります。

(税別)

円

■左記プランに含まれていないもの

お棺

白木位牌
塔婆類

骨壷（白）

焼香用具一式

ドライアイス
(10kg)

司会進行

遺影写真

（カラー写真4切り）

セレモニースタッフ
（1名）

盛菓子

火葬場案内

枕飾り

役所手続き代行

メリッ
ト

病院やご自宅で
もしものときに

公営斎場（上尾伊奈斎場つつじ
苑）でかかる費用（式場費・霊
安室料・待合室使用料）・寝台
車、会葬者人数により変動する
費用（返礼品、通夜・告別式料
理、お飲み物）・寺院などにか
かる費用（お布施・戒名）など

まずは弊社に
お電話ください。
24時間365日対応

寝台車で
お迎えに上がります。

弊社にてご遺体を預かり
させていただきます。
ご自宅でのご安置も可能です

葬儀日程などのご相談を
させていただきます。

安心・納得のご葬儀を
お約束いたします。

周 辺 の
公営斎場
県央みずほ斎場
（鴻巣市）

思い出の里会館
（さいたま市）

■お問い合わせ・ご相談は、
お気軽にご連絡ください。
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●あなたのげんきのおてつだい・上尾商工会議所●

Topics

…………………………………………… 上尾商工会議所が実施した主な事業をご紹介します

上尾商工会議所創立50周年記念支部事業を開催

大谷支部 女流講談師
神田あおいさん講談・交流会を開催

大谷支部(野瀬将
正支部長)は12月1日㈯
寿司長で会員交流会
を開催。女流講談師
真打・神田あおいさん
を招き、日本の伝統芸
能・大衆芸能の一つで
ある講談を楽しみ、神田会頭・支部会員22名が出席し懇親
を深めました。

原市支部 瓦葺在住の落語家
林家種平師匠の独演会・忘年会を開催

原市支部(渋谷
益男支部長)は11
月2 8日㈬ 栃木ヶ
丘ゴルフ倶楽部
で
「会員親睦ゴル
フ大会」
、瓦葺在
住の落語家・真打
林家種平師匠による独演会・忘年会を信濃路で開催し、
支部会員32名が出席しました。

中心市街地活性化事業
「あげおキッズダンスフェス」開催

シルバー会員募集中！
！

12月2日㈰上尾駅
前で当所主催の中
心市街地活性化事
「2018あげおキッズ
ダンスフェスinイル
ミーション」
を開催
しました。9団体が
参加し特設ステー
ジでダンスを披露、
改札前自由通路で
は
「あげお出張商店
街 」も開 催( 8 社 出
店)｡ 丸広百貨店で
ミニコンサートやシ
ョーサンプラザでポップントレイン乗車会も同時開催さ
れ、多くの来場者で賑わいました。

あなたの豊かな知識と経験を
活かしませんか？

上尾市在住で60歳以上の方

事務所 が移転します。
平成

31年1月15日

より
下記の住所・電話番号・FAX番号へ
変更となります。
平成31年1月11日迄
の電話番号は

（新住所）
上尾市大字平塚3001番地

048‑726‑8011

です。

TEL.048-779-5525 FAX.048-776-1074
フレッシュあげお活動

−1日警察署長・イルミネーション点灯式−

上尾西中央支部 市民体育館で
「埼玉上尾メディックス」試合特別観戦

工 業 部 会（ 北
林辰哉部会長）
は、
12月4日㈫商工
会議所で
「ものづ
くり創造セミナー」
を開催。アブセック武藤達雄氏、安田信一氏、田村耕一氏
を講師に
「生産現場の問題解決」
をテーマに開催しました。

▶一日警察署長を務めた
今村圭希さん

工業部会
「ものづくり創造セミナー」開催

上尾西中央支部
（齋藤雅彦支部長）
は11月17日㈯上尾
市民体育館で地元
のプロバレーボー
ルチーム「埼玉上
尾メディックス」
ホームゲームの特別観戦を行い、支部
会員41名が満員の観客席で応援しました。

11月17日㈯
「あげおイルミネ
ーション点灯式」
、
12月4日㈫年
末年始特別警戒冬の交通事
故防止運動出陣式に一日警
察署長として参加しました。

上尾商工会議所青年部は、おかげさまで創立40周年
を迎え、
11月18日㈰上尾市文化センター大ホールで記念
事業
「一言芳恩〜感謝のこころ 繋げるひとこと〜」
を開
催しました。記念講演会では、元衆議院議員 杉村太蔵
氏を講師に
「どん底からの人生逆転劇」
と題して講演頂
き、記念式典では上尾ＹＥＧ40周年の歴史を振り返り、
歴代の会長の皆様に登壇頂き感謝状を贈呈しました。青
年部ＯＢ・商工会議所役員・議員・県内青年部・関係団体
など総勢約200名が出席し盛大に行うことができました。

講 師の 杉 村 太 蔵 さんへ遠 山 会
長・2018フレッシュあげおか
ら花束贈呈

上尾商工会議所青年部 −創立40周年記念事業を開催−

◀

▶佐藤充宏先輩(３０周年実行委員長)
から小野寺圭介40周年実行委員長へ
半纏を引継ぎ

▲
（写真上）神田会頭・遠山将央会長より歴代会長へ感謝状贈呈・写真
右から中村次男・田中享・佐藤充宏・大塚崇行・倉持雄二各先輩

大 切 な 人 だ か ら

そ の 人 ら し い 北本・桶川・上尾
お葬式

完全個室

地域最大級

全室冷暖房完備

納得の

桶川市社会福祉協議会指定店

安心
価格

必ず見積を取って他社と比べてください

事前相談は必ず行いましょう
事前相談は必ず行いましょ
う！

女性らしく美しい旅立ち

レディースプラン

28

一式

湯灌スペース有り

万円

ご葬儀に必要な経費です

※税別

充実のサービス内容

●棺

● 会葬礼状

● 仏衣

● 会葬帳

● 布団

● 香典帳

● 納棺具一式

● 位牌

● カラー写真

● 塔婆類

● 式場看板

● 受付用品

● 案内看板

●果

物

● 忌中看板

●供

物

● ロウソク

● 枕飾り

●線

香

● 清めセット

● 骨つぼセット

● 火葬場案内

● ドライアイス

● 後飾り

●会館・祭壇使用料は無料です

●会館には宿泊施設完備です

●返礼品は2割引きです

●朝食・天然温泉無料サービス

●大型駐車場完備

●当社での霊安室は無料です

●駅まで無料送迎車があります

●
「県央みずほ斎場」「つつじ苑」
での式場葬も承ります

●病院まで寝台車でお迎えに参ります （天然温泉は北本店のみ）

●手続きは代行いたします

3つの地域密着型メモリアルホール

プラザオオノ上尾店

心に残るお別れ

男の旅立ち 29

一式

万円

※税別

● 羽織ちりめん

etc

生前見積

365 日
24 時間
受 付

上尾市緑丘 2-5-2

フリーダイヤル

● 旅支度一式
骨壷／鳳凰

おすすめの

生前見積が一番です

● オリジナル棺

「ドリーム」

● 骨壷

「鳳凰 金襴覆」

オリジナル棺 ● 諸道具一式
『ドリーム』

「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。

0120 -33-7475

プラザオオノ桶川店
7
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最期を飾る粋な出で立ち

（死亡診断書・役所への届出・火葬許可証など）

おもてなしの心を大切にしたサービスをご提供します http://www.plaza-oono.com/

プラザオオノ

女性らしい美しい姿で
見積を取って他社
最後の旅立ちを華麗に飾ります。と比べてください。

桶川市若宮 1-1-19

プラザオオノ北本店

北本市山中 1-115

1月号

2018/12/21 9: 9

http://www.hakuba-saitama.com/ 無休
年末年始

会員登録で未公開物件を盛りだくさん！
！

モデル
ハウス

エステート白馬 上尾駅前店

検索

NEW OPEN! 5.6.12.13.14
1/

●
「明るい」
をコンセプトに住宅を計画

ウッドデッキ

●気品のある外観デザイン
収納

●1階のリビングからは明るくて広いウッドデッキに連結した空間

バルコニー

収納

強調した演出

LDK22.5帖

収納

収納

和室4.5帖
収納

洋室8.3 帖

吹抜

ホール
本棚

●洗練された造作手洗いカウンター
●2階の真ん中には本棚やスタディカウンター

収納

（上部吹抜）

●キッチンはアイランド型を採用
●和室には琉球畳を敷いて凛とした空間

本棚

玄関

収納

●上下階のつながりができて2階にいるお子様が1階の家族の気配
を感じられる空間
●
「あたまのよい子が育つ家」のテイストをふんだんに織り交ぜました

本棚

●ダイニングは丈夫吹抜けとして大きなFIX窓を設け広さと明るさを

ウォークイン
クローゼット

寝室
7.5 帖
収納

「白馬の家」
●長期優良住宅の認定
●住宅性能評価制度における耐震等級3を全棟取得
●全棟構造計算を実施し建物の安全性を確認
●吹付発泡ウレタンの断熱材、
37㎜ヘーベルパワー
ボード、
遮熱シートで高断熱を実現

私がご説明
いたします♪

●全棟気密測定を実施し、
C値0.5以下に etc…

営

No. 2 - 0 0 1

築8年の注文住宅 2,7

中古戸建

8 0

万円

業

★全居室南向き★ロフトは約6帖
★都市ガス・本下水★住環境良好

●交通／ JR 宇都宮線東大宮駅徒歩17 分
●土地／174.86㎡（52.90坪）
●建物／99.36㎡（30.06坪）
●間取／3LDK（平成22年3月築）
●所在／上尾市大字瓦葺

No. 2 - 0 0 2

初公開 2,08

売 地

0・2,3 8 0

万円

No. 2 - 0 0 3 売りマンション

ミューアダマスグランテ8

00

万円

2世帯仕様の注文住宅1,98

中古戸建

0

万円

2

●交通／JR高崎線上尾駅バス8分停歩3分
●専有／65.4㎡（19.78坪）
●バルコニー／7.09㎡（2.14坪）
●間取／3LDK（平成7年5月築）
●管理費／8,500円●修繕積立金／6,500円
●所在／上尾市大字上尾下

営

No. 1 - 0 0 2 売りマンション

シティタワー上尾 4

,98 0

万円

業

★富士山の見える角部屋
★13階

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩2分
●専有／75.10㎡（22.72坪）
●バルコニー／12.87㎡
（3.89坪）
●間取／2LDK
（2012年12月築）
●管理費／23,724円●修繕積立金／10,310円
●所在／上尾市宮本町

ソフィアB棟最上階 2,3
★ペット飼育可
★最上階の登場です

8 0

万円

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩3分
●専有／62.84㎡（19.01坪）
●バルコニー／6.79㎡（2.05坪）
●間取／2LDK（昭和58年7月築）
●管理費／6,200円●修繕積立金／10,440円
●所在／上尾市谷津二丁目

一見の価値あります

No. 1 - 0 0 3

ベルボスコ上尾西宮下1,8

売 地

90

万円

★建築条件なし★全24区画の分譲地
★ライフライン引き込み済み
★イオンモール建築予定地まで約900m

1

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩15分
●土地／101.37㎡（30.66坪）
●地目／宅地●用途／第一種住居
●建ぺい率／60%●容積率／160%
●所在／上尾市西宮下2丁目●現況／更地

No. 2 - 0 0 7

新 築

,198

（税込）
万円

,3 8 0

（税込）
万円

★耐震等級は最高等級の3★住宅性能評価書つき
★収納充実した間取り★車種により駐車3台可

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩21分
●土地／283.74㎡（85.83坪）
●建物／108.88㎡（32.94坪）
●間取／4LDK（平成31年2月）
●建確№／第SJK-KX185418860号
●所在／上尾市大字久保

週末は現地説明会開催中

小学校まで徒歩6分

No. 1 - 0 0 4

耐震等級で最高評価の家 1,7

No. 1 - 0 0 5

新 築

売 地

万円

南西角の愛宕一丁目2,190万円

●交通／JR高崎線上尾駅バス10分三塚公園停歩2分
●土地／150.02㎡（45.38坪）
●建物／98.12㎡（29.68坪）
●間取／4LDK（平成30年9月完成済）
●建確№／第SJK-KX185301990号
●所在／上尾市大字上野

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩9分
●土地／101.86㎡（30.81坪）
●用途／第二種住居●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市愛宕一丁目●現況／更地

8 0

★平方小学校まで徒歩5分
★建築条件なし★陽当り良好
★6m公道★住宅性能評価制度採用 ★南5m西4mの公道に面する

お好きなハウスメーカーで建築可

完成しました いつでもご覧になれます

建物面積148㎡超のLDK 2,3

中古戸建

4 0

万円

No. 1 - 0 0 7

小泉 事業にも適す土地 2,6

売 地

4 0

万円

課

★建築条件なし★都市ガス・本下水
★フリープランにて建築可

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩17分
●土地／100.06㎡（30.27坪）
●建物／148.21㎡（44.83坪）
●間取／5LDK（平成18年9月築）
●所在／上尾市東町1丁目

西宮下2丁目48番で販売会開催中

土地85坪の新築 3

新 築

●交通／JR高崎線上尾駅バス10分停歩2分
●土地／119.44㎡（36.13坪）
●建物／105.99㎡（32.06坪）
●間取／4LDK（平成31年1月）
●建確№／第H30SHC118281号
●所在／上尾市大字壱丁目

★東町小・上尾中学区
★二世帯対応可能な間取り

ヨーカドーまで徒歩1分
南向きで人気のB棟

万円

土地としてもご検討ください

No. 1 - 0 0 6

東南と南西の角部屋
ホテルのようなエントランス

5 0

ご予約のうえ内見可能です

No. 2 - 0 0 6

課
No. 1 - 0 0 1 売りマンション

セキスイハイムの中古 2,4

中古戸建

●交通／JR宇都宮線東大宮駅徒歩10分
●土地／137.20㎡（41.50坪）
●建物／108㎡（32.67坪）
●間取／3LDK（平成元年2月築）
●所在／上尾市大字瓦葺

★利便性の高い立地★階段で昇降できるロフトあり
★都市ガス・本下水★駐車スペースもしっかり確保

お好きなメーカーで建てられます

No. 2 - 0 0 5

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩23分
●土地／128.62㎡（38.91坪）
●建物／118.95㎡（35.98坪）
●間取／4LDDKK（平成14年6月築）
●所在／上尾市栄町

先行公開物件 3

お庭にはウッドデッキもあります

島田 忠雄

★2世帯住宅として利用可★本下水 ★南西角地★陽当り通風良好
★各居室6帖以上★住環境良好
★コープまで徒歩4分

★建築条件なし★全2区画の整形地 ★ペット飼育可★南東角住戸
★現況空室、即入居可
★南西道路に面す★陽当り良好
★オートロック
★中央小学校まで徒歩5分
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩11分
●土地／103.95㎡（31.44坪）
●土地／107.95㎡（32.65坪）
●地目／宅地●用途／第二種住居
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市上町●現況／古家あり

No. 2 - 0 0 4

白馬建設株式会社
1級建築士

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩20分
●土地／216㎡（65.34坪）
●用途／第二種住居●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市小泉9丁目●現況／更地

東南道路で陽当り良好 軽量鉄骨造の家、
3階建

18m道路に面する

店舗案内図
上尾東武
ホテル

西口ロータリー

駅
尾

上

ライオンズタワー
上尾
・マクドナルド

丸広
図書館
分館

当社5F
イトーヨーカドー

※取引態様の記載のない物件は媒介です

0120-307-898
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