●●●●●●●●●

上尾商工会議所月刊情報紙

●●●●●●●●●

2019年
（平成31年）
4月１日発行 Vol.192

＜13万部発行・配布＞
●発行所：上尾商工会議所
〒362-8703 上尾市二ツ宮750番地
TEL.048-773-3111 FAX.048-775-9090
http://www.ageocci.or.jp E-mail; inf@ageocci.or.jp

Apr.
2019

●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。

上尾商工会議所青年部

■制服姿の写真は試着時のため︑実際
とは若干仕様が異なる場合があります

｢2019フレッシュあげお｣メンバー決定！！
〜よろしくお願いいたします！〜
上尾商工会議所青年部では、１月定例会にて
「2019フレッシュあげお最終選考会」
を実施。たくさんの応募者の中から厳正な審査を経て、３名のメンバーを選出・決定
しました。今回で第21期となる
「2019フレッシュあげお」
のみなさんは、上尾商工会
議所および上尾商工会議所青年部の宣伝・広報を担うだけでなく、昨年度から引き
続き
「キラリ☆あげおＰＲ大使」
を兼務しており、その活躍の場はますます拡がってい
ます。平成31年度会長・秋元宏章さんによる新年度事業計画のスタートに合わせて、
４月上旬、上尾市役所本庁舎を表敬訪問する予定です。
■上尾商工会議所青年部公式サイト http://www.ageocci.or.jp/yeg

小熊 彩椰さん

■おぐま・さや／大学生 ★趣味・特技：音楽鑑
賞、バレーボール(小５のときに「上尾メディック
ス･バレーボール教室」
に参加して、選手にトス上
げしたことが最高の思い出です)★将来の夢：空
港のグランドスタッフを志望。たくさんの方々の
思い出の一部に残るような人になりたいです。
■小さい頃から人前に立って何かをすることが好
きでした。オリエンタルランドでのアルバイト経
験(ディズニーキャスト)を活かして、
「フレッシュ
あげお」
の活動に取り組んでいきたいと思います。

河合 杏奈さん

■かわい・あんな／学校勤務 ★趣味・特技：英
会話、御朱印集め ★将来の夢：いつも笑顔を大
切に。まわりの人にも笑顔になっていただけるよ
うな人生でありたいと思います。いくつになって
も、あきらめずに挑戦する気持ちを持ち続けたい
です。■５年前、家族で上尾に引っ越してきまし
た｡近隣のみなさんと日々お会いする中で､もっと
地域の方々との交流を深めたいと思いました。さ
まざまな行事に参加する姿を市内在住の祖父母に
見せて､喜ばせてあげたいという思いもあります｡

不動産無料相談
相談日

場

所

津崎 奈南さん

■つざき・ななみ／大学生 ★趣味・特技：歌う
こと、バスケ、ダンス ★将来の夢：大学で専攻
している法律の知識を活かした仕事に就きたいと
思っています。■生まれも育ちも上尾です。今年
１月に成人式を無事終えました。成人という節目
を機に、20年間暮らしてきた上尾の魅力を違う視
点からさらにたくさん発見し、その魅力を発信で
きる人になりたいと思い、 フレッシュあげお に
応募しました。3人で一緒にがんばって、貴重な
経験を通じて成長できればと願っています。

不動産の売買・賃貸
土地などの相談

上尾市役所 市民相談室 (第3別館1階) 桶川市役所（相談室）

毎 月 第 一火 曜 日 午後1時〜4時 偶数月第四水曜日 午後1時〜4時
2 日㈫ 上尾市役所 市民相談室 ※事前に電話で予約してください。（一人30分） ※事前に電話で予約してください。（一人30分）
TEL: 048(775)4643 TEL : 048 ( 786)3211
4月24日㈬ 桶川市役所 相談室

2019年 4月

5月 7 日㈫ 上尾市役所 市民相談室
6月 4 日㈫ 上尾市役所 市民相談室

〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町6-15 埼玉県宅建会館2階

お急ぎの方は、協会本部での

無料相談所専用電話 TEL:048（811）1818

ご相談もしており、お電話または 毎週月・水・金曜日 午前１０時〜正午、
午後１時〜３時
ご来所にてご利用いただけます。 ※祝日・年末年始・本会の休業日を除く。
※予約は行っておりません。

※文書・電子メールでのご相談は受付けておりません。

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会
彩央支部 TEL:048(778)3030
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4月のイベント情報

今年は桜の開花が早まり、平成最後のお花見
も盛り上がりそうですね。ＧＷの大型連休も
控えています。レジャーの計画は早めに余裕
をもって。体調管理にも気をつけましょう！

2019プロ野球イースタン・リーグ公式戦
埼玉西武ライオンズ
VS
北海道日本ハムファイターズ
プロ野球の醍醐味、スピードとパワーを地元球場で
体感！市内飲食店が参加する
「グルメフェア」も同時
開催されます。※詳細は下記公式サイトをチェック‼
■日時／５月25日(土)
13時試合開始＜11時開場予定＞ ●雨天中止
■会場／上尾市民球場
（上平公園内）
■入場料
●内野席／一般：当日1,200円(前売1,000円)、小・中
学生：当日600円(前売500円) ●外野席／共通：当日
券のみ500円 ※未就学児は無料(席を必要とする場合
は有料) ※当日券は、球場で９時から販売します
★４月16日(火)から前売券を発売します★
■前売券販売期間／４月16日(火)〜５月24日(金)
※発売日時は、販売場所の営業日時に限ります
※売り切れ次第、販売終了となります
■前売券販売場所／上尾市民球場､(有)横田運道具店､
ローソン北上尾店、リカー館スダ、上尾市観光協会、
イコス上尾、上尾市コミュニティセンター、上尾市文
化センター、上尾市自然学習館、上尾市役所１階売店
■問合せ／(公財）上尾市地域振興公社
TEL.048-776-3311／776-8986
http://www.ageo-kousya.or.jp

緑のトラスト・2019無線山さくらまつり

■開催期間／３月23日(土)〜４月７日(日)10時〜20時
●雨天中止 ●18時から夜間照明が点灯されます
●火気厳禁 ※天候・開花状況により日程が変更
になることがあります
■会場／無線山桜並木
（伊奈町小室752-1）
■内容／地元野菜、花の苗、推奨土産品の販売、各種
模擬店が出店します。●３月30日(土)・31日(日)のメ
イン日には郷土芸能(太鼓・演舞)などイベントも開催
■交通アクセス／●ニューシャトル：大宮駅から志久
駅下車、徒歩約５分 ●朝日バス：上尾駅東口から伊
奈役場行き・がんセンター北口下車すぐ ●けんちゃ
▲満開の無線山桜並木(2018年３月27日撮影)
んバス：上尾駅東口から蓮田駅西口行き・日本薬科大
■問合せ／(一社）伊奈町観光協会 TEL.048-724-1055
http://inakanko.com
学前下車すぐ

布施 明

ふれあいコンサート
〜オペラ歌手が織りなす声の響き〜

▲工藤和真さん

▲ユシュマノフさん

COZY Theater 2019

▲河野紘子さん

テノールとバリトン、オペラ歌手ならではの迫力の
美声を、美しいピアノの調べにのせてお送りします。
■日時／６月１日(土) 14時開演＜13時30分開場＞
■会場／上尾市コミュニティセンター ホール
■出演／プリヴェットトリオ：工藤和真(テノール)、
ヴィタリ・ユシュマノフ(バリトン)､ 河野紘子(ピアノ)
■入場料／1,000円＜全席指定＞
★４月14日(日)９時から入場券を発売します★
■入場券販売場所／上尾市コミュニティセンター、
上尾市文化センター、イコス上尾
■問合せ／上尾市コミュニティセンター TEL.048-775-0866

自身のヒット曲はもちろん、甘く切ない一人芝居な
ど、通常のコンサートとはひと味違ったステージを心
ゆくまでご堪能ください。
■日時／６月29日(土) 16時30分開演＜16時開場＞
■会場／上尾市文化センター 大ホール
■入場料／一般：6,000円＜全席指定＞
※未就学児は入場できません
★前売券 好評販売中です★
■前売券販売場所／上尾市文化センター、
上尾市コミュニティセンター各窓口
■問合せ／上尾市文化センター TEL.048-774-2951
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睡眠負債を貯めない！
健康づくりのための
｢睡眠12カ条｣のすすめ

無意識のうちにアラームを止めて二度
寝していませんか？ 夜更かしで睡眠不
足が続くと睡眠負債が貯まり、仕事の能
率低下、やる気の減退、体調不良や病気
の原因になることも!? 休日の寝だめで
は睡眠負債を解消できません。健康のた
めにも快眠生活を心がけたいものです。
厚生労働省健康局では｢健康づくりの
ための睡眠指針2014〜睡眠12カ条〜」
を
提唱しています。自分の睡眠スタイルを
見直して、
「適切な睡眠の量の確保」
と、
｢睡眠の質の改善｣に努めましょう！
❶良い睡眠で、からだもこころも健康に
❷適度な運動、しっかり朝食、ねむりと
めざめのメリハリを
朝食は、朝の目覚めを促します。規則

ZZ Z

30分以内の短い昼寝でリフレッシュを！
❾熟年世代は朝晩メリハリ、昼間に適度
な運動で良い睡眠
日中に適度な運動をすることで睡眠と
覚醒のリズムにメリハリがつき、睡眠中
の覚醒を減らし、熟睡感も向上します。
準備を！寝室や寝床の温度・湿度も寝つ ❿眠くなってから寝床に入り、起きる時
刻は遅らせない
きや睡眠の深さに影響します。照明は不
無理に眠ろうとするのは逆効果。思い
安を感じない程度の暗さにしましょう。
❼若年世代は夜更かし避けて、体内時計 きって 遅寝・早起き で徐々に修正を！
⓫いつもと違う睡眠には、要注意
のリズムを保つ
激しいイビキや呼吸停止、手足のぴく
１日の覚醒と睡眠のタイミングを司る
のが体内時計。起床時刻を数時間遅らせ つき・むずむず感や歯ぎしりは、心身の
る日を２日続けるとリズムが乱れます。 病気の兆候かも!? 気になる睡眠障害が
目覚めたら、朝日を浴びて体内時計をリ ある場合は専門家に相談しましょう。
⓬眠れない、その悩みを抱えずに、専門
セット！長期休暇中は要注意です。
家へ相談を
❽勤労世代の疲労回復・能率アップに、
自分の工夫だけでは睡眠習慣が改善し
毎日充分な睡眠を
日中の眠気は睡眠不足のサイン。
15〜 ないと感じたときも、専門家に相談を！

朝スッキリ起きられない!?
疲れが取れず居眠りしちゃう!?

春眠快適の術

正しい生活習慣が快眠生活の基本です。
❸良い睡眠は、生活習慣病の予防に
❹睡眠による休養感は、こころの健康に
重要です
眠れない、睡眠による休養感が得られ
ない場合は、 心のＳＯＳ かも……!?
❺年齢や季節に応じて、昼間の眠気で困
らない程度の睡眠を
必要な睡眠時間には個人差があります｡
６時間以上８時間未満が目安。年を取る
と早寝･早起きの傾向が強まり短縮化に｡
❻良い睡眠のためには環境づくりも大切
自分にあったリラックス方法で眠りの

上尾市商業
近代化協議会

新鮮な肉、野菜、豆腐
魚を提供しています

事務局/上尾商工会議所内

TEL.773-3111
4月号
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言葉の力

〜ことばのちから〜

「久遠」

埼玉上尾メディックス
GO! FIGHT!

はるか遠くを

※このコーナーに掲載中の『言葉の力』は
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ながめよう。
ご了承ください。

ファイナル８〜 最後まで 無畏激闘 !!

遠くからながめよう人生を。

「今」
が変わるから。

まさに無畏激闘となったフルセットの戦い
は､ 追い上げ及ばず[２-３]で無念の敗退と
なりましたが、王者・久光製薬から勝ち点
１を奪取し、次戦へ望みをつなげました。
ファイナル３進出へ背水の陣となった第
５戦･トヨタ車体クインシーズは[０-３]と
なり、残すは仙台大会、３月23日・ＮＥＣ
レッドロケッツ戦、
24日(日)・デンソーエ
アリービーズ戦の２試合。最後まで勝利を
目指してGACHI WINで挑みます。ご声援を！

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！

本格四川料理がリーズナブルに楽しめる店

中華料理 馬場

「素材を活かしたシンプルな味付け」
を心がけ、
アッ
サリと油分を控えた料理を提供しています。
中国山椒がピリリと効いた本格四川の
「麻婆豆腐」
、
パ
ラパラの絶品
「チャーハン」
が人気メニューです。
滋養強壮で健康に良い珍しい食材
（白霊茸・金針
菜・ヘキギョクチク等）
を取り入れたヘルシーメニュー
も多数あります。
飲み放題プラン
（1,500円〜）
あり 紹興酒・限定
焼酎など多数揃えています。
テーブル席18席 15名以上で貸切可
宴会・女子会・歓送迎会等ご予算に応じて承ります。

■SA I T A MA A G E O ME D I CS O F F I CI A L W E B SI T E h t t p : / / w w w . a c h s . j p / m e d i c s
■SA I T A MA A G E O ME D I CS O F F I CI A L F A N CL U B h t t p : / / f c . m e d i c s . b l u e

スペインバル
ファミリーマート

上尾駅

●住所／上尾市柏座1-11-5
（上尾駅西口徒歩3分)
●TEL／771-8715
●定休日／月曜日 ●駐車場／なし
●営業時間／11:00〜14:30 17:30〜21:00

文栄堂

●４月20日(土)に浦安運動公園総合体育館で開催さ
れる「オールスターゲーム」女子大会ファン投票の
最終結果が発表され、得票上位選手に山岸あかね(＃
７／リベロ６位)、大室璃紗(＃23／同８位)、青柳京
古(＃11／ミドルブロッカー２位)の３選手が選出さ
れました。埼玉上尾メディックス選手たちに投票い
ただいた皆様へ､ この場を借りて御礼申し上げます！

武田双雲

上尾中央
総合病院

ファイナル３進出、そして優勝を目指し
て、３月３日に福岡大会からスタートした
埼玉上尾メディックスのファイナル８の戦
いは想像以上に厳しく、苦しい戦況となり
ました｡ 初戦･ＪＴマーヴェラスに[０-３]、
第２戦・日立リヴァーレに[２-３]で惜敗､
第３戦･東レアローズに[０-３]と黒星が先
行します。３月16日､ Ｖ.ファイナルステー
ジ全勝の久光製薬スプリングスから勝利を
つかみ取るべく、満を持して臨んだ埼玉上
尾メディックスは、第１セットを先取。そ
の後も白熱した攻防戦が続き、互いにセッ
トを取り合い､ 勝敗の行方は第５セットへ｡

揮毫・文／書道家

ファイナル８・第４戦、久光製薬との激闘

◀

王者・久光製薬と真っ向勝負！
価値ある勝ち点１をＧＥＴ!!

さきたま風月庵
埼玉りそな銀行

■読者プレゼント❶／1,000円割引クーポン券を10名様
（5,000円以上の飲食で会計から1,000円OFF）

おだんご革命
私たち検針員は、市内全域を２カ月に１度、東西
に分かれて各戸を訪問し、量水器
（止水栓）ボックス
の中にある水道メーターを確認して検針表を発行し
草もち
ます。使用量がいつもより多かったり少なかったり
一口食べるとよもぎの香り
したときには、漏水などのトラブルはないか、念の
当店の人気No1商品です。ぜひ一度食べてみてね。
季節限定のさくらだんご、ずんだ、みたらし
ため、お声かけすることもあります。
こがしきな粉、焼きだんごなど
ボックスのフタを開けるときに活躍するのが検針
たくさんの商品を取り揃えています。
棒です。約20年前。当時のものは長さが短く屈んで
●住所／上尾市柏座2-3-29 ●TEL／773-3207
●営業時間／7：00〜18：30(商品がなくなり次第終了です)
作業することになり、１日に数百軒を巡回しますか
●定休日／月曜日
ら、足腰にかなりの負担がかかりました。それを聞い
た同僚のダンナ様が
「立ったままで作業できるよう
に」とみんなに作ってくれたのがこの マイ検針棒
おだんご革命 .COM 検 索
なんですよ。名実ともに、大切な仕事の相棒です。
■読者プレゼント❷／お好きな商品（1,000円相当）を10名様
入社したのは、昭和63年
（1988年）
７月１日。今年
２月、上尾商工会議所主催の従業員表彰式で
「永年
■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
勤続優良従業員
（30年以上）
」の表彰状を頂戴しまし
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
た。職場に恵まれ、中学生の孫がいる年齢になって 「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
も続けていられるのは健康だからこそ。１日約２万
募ください。
歩は歩きますから、この仕事に就いて健康になった
★申込締切／4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。
のかもしれませんね。75歳で活躍中の先輩がいま
※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。
すので、その方を目標に、これからもがんばります。

さきたま風月庵

手作りの Ｍｙ検針棒
▼水道メーターの検
針業務に欠かせない
大切な仕事道具です

上尾中央
総合病院

(株)サイタマ・ユウセイ
検針スタッフ

高澤 寿子 さん

上尾駅

ジョナサン

ひさ こ

柏座二丁目

上尾駅西口

谷津観音

▲水道メーターの検針作業
の様子(同社ＨＰより引用)
◀フックの先が欠けているの
は高澤さんの永年勤続の証し
■株式会社 サイタマ・ユウセイ
上尾市愛宕3-11-1 TEL.048-774-6305
http://www.saitama-yuusei.co.jp

飲物お持ち込み自由！ 名様 〜 名様
予約制 なんと
さらにグラス・氷も無料でご用意させていただきます。 2019.4.1〜2019.5.31

〜各サークルの打ち上げ等で大人気なプランです〜

ライトパーティプラン
お料理5品

お一人様

1,500 円(税込)

料理写真はイメージになります。
こちらのプランはセルフサービススタイルとなります。
お時間等詳しくはスタッフまでお問合せください。

◆

◆

オードブル盛合せ
お任せシェフの一品
気まぐれサラダ
揚げ物盛合せ
塩焼きそば

さらにプラス1,500円で
フリードリンクあり!!

（ビール・焼酎（甲類）
・レモンサワー・ウィスキー
・ハイボール・コーラ・ジンジャエール
・ウーロン茶・オレンジジュース）

上尾東武ホテル ３階 レストランジョリーテーブル
お問合せ

（ホテルフロント）

一般貨物輸送・軽貨物輸送
倉庫保管業・梱包、ピッキング業務

アースロジスティックス株式会社
〒362- 0013 埼玉県上尾市上尾村 592
TEL.048-775-6658 FAX.048-775-4411
URL http://earth-logistics.co.jp

社員・アルバイト・協力業者募集中です

大宮ゴルフ・友の会
新規募集のお知らせ
【バーディ・クラブ】
募集期間／2019年4月7日㈰〜2019年4月21日㈰
応募方法／FAX及びクラブハウス内専用受付（電話での受付は致しません）
（FAXの方は①郵便番号 ②御住所 ③御氏名
④電話番号 ⑤会員の種類をご記入ください）
募集人数／ゴールド会員（火曜日〜金曜日、土・日・祝日利用） 若干名
200名
Ｂ 会員（火曜日〜金曜日の平日利用）
ジュニア会員（火曜日〜金曜日、土・日・祝日利用）
※申込多数の場合は抽選とさせていただきます
実施期間／2019年7月1日〜2020年6月30日
バーディ・クラブ会員プレーフィ
ジュニア会員 ゴールド会員
平

日

土 曜 日
日・祝日
年 会 費

Ａ会員

Ｂ会員

3,800円 8,130円 8,130円 8,130円
3,800円 11,208円
3,800円 10,452円 10,452円
16,000円 84,800円 63,200円 41,000円

※上記はセルフ料金です。キャディ付の場合、お一人様 3,456円／4B 加算となります。
ジュニア会員は非課税料金となります。70歳以上の方は下記料金より利用税1,100円が割引となります

緑豊か,フラットな林間コース
上尾市中分6-40

TEL：048-771-2377
（代） FAX：048-775-3657

入場無料・
お申込み
不 要 で す！

す こ や か 教室

腰痛について

〜 腰痛の原因や痛みを緩和させる方法を学ぼう〜
講師：リハビリテーション技術科
日時：2019年4月20日（土）15：00〜16：00
場所：上尾中央総合病院 Ｂ館8階 会議室3+4
【お問い合わせ】
上尾中央総合病院 総務二課
℡：048-773-1112 URL：http://www.ach.or.jp
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上尾市観光協会推奨土産品

上尾市観光協会では、市内で生産・加工される優良な土産品を推奨することにより、その普及をはかり、もっと市内産業の振興に役立てるため、
土産品の推奨制度を設けています。今回、
25事業所41品目が認定され、品揃えもますます充実しました。
味・品質ともに優れた品々を上尾のお土産として、贈り物としてはもちろん、ご家庭内のだんらんやお友達とのパーティにもご愛用ください。
あげお市民セレクション認定品 ! ! 3月16日に公開イベント
「あげお市民セレクション」
で公募による市民30人が選んだお土産品です。
文楽 純米大吟醸
優美な吟醸の香りときめ細
やかで贅沢な味わいをお楽
しみください。

■1本（720ml）／3,500円（税別）

銘茶
「緑彩」
「香玉」
詰合せ

上尾市内限定
銘茶 あげお

みどり豊かな一番摘み茶と
オリジナル製 法の茶を仕 上
げました。

茶葉の特徴を十分に引き出
した昔懐かしい矢島園自慢
のお茶です。

上尾市内限定
銘茶 やぶきたと玉露
の
「贅沢ぶれんど」

四煎玉茶
特上やじまの香玉

■1箱／2,160円

AGEO 純米大吟醸

無ろ過生原酒

埼玉県産のお米と酵母を使
い造り上げました。華やか
な吟醸香とふくらみがあり
ながら後 味 がきれ いでフ
レッシュな味わいです。

AGEO 45生もと
純米大吟醸 無ろ過生原酒

摘み取り時期が限定され
た希少価値の高い茶葉を
オリジナル 製 法 に て 仕 上
げました。
■1本（100g）／1,296円

■1本（100g）／1,080円

■ ㍿矢島園 上尾市上野241-1 TEL.048-725-2055

極品カステ−ラ
大一品

埼玉県産
「彩のかがやき」
を
使用。生もと造りらしいコ
クとボリュ−ム感、やわら
かな酸味と品の良い口あた
りが特徴です。

あげおブレンド

フルーティーな味わいの高品質
コーヒーを使い、中煎に焙煎し
ブレンドしました。

最高級原料を練達した職人
の技で焼き上げたコクのあ
るカステーラの一品。

■1本(720ml)／3,194円（税別）

■ 北西酒造㍿ 上尾市上町2-5-5 TEL.048-771-0011

上尾さぶれ

■1斤（530g）／1,851円

■100ｇパック／750円
250ｇパック／1,500円

栗最中

カフェ・ど・アッピー

厳選した高品質コーヒー豆を使
用し、飲みやすい味わいにブレ
ンドしました。

■1個（60g）／272円

■1個／140円

■1枚（55g）／130円

■ 自家焙煎珈琲 晩秋

■ 菓匠 つくも 上尾市柏座1-10-6 TEL.048-775-7805

上尾市向山4-1-1ヴィラ雛1F TEL.048-725-0151

特製アイス珈琲
「凛」

上尾産のさつま芋を白餡と
混 ぜしっとり焼き上げた
スィートポテト風。

備長炭の炭火を使い、一枚一枚
押しごてで焼き上げた本手焼き
せんべいです。
■1枚／110円〜130円

■

■1本
（720㎖）／1,080円

栗の里

網焼き 小丸
（しょうゆ・黒ごま・白ごま)

一凛バウム

国内産の大栗を白餡で包ん
だ栗の風味豊かな焼菓子。

焙 煎 の プロとパティシエ が
コーヒーに合うお菓子を求め
て共同開発した逸品。

■1個（60g）／160円

総合板金加工メーカーが提供する感動
おかげさまで創業

69年

● 空港設備 ● 医療機器 ● 建設機械

〒362-0063 上尾市菅谷3-27-2

048-731-8889

㍿ 高須賀製作所
〒362-0066 埼玉県上尾市領家1136-7
TEL.048-726-1400 FAX.048-781-1710

http://www.takasuka-ss.co.jp/

QMS
CM057

014

ISO9001:2008 認証取得

感動
製造業

宇多村海児【関東財務局長（金仲）第529号】

宇多村保険事務所

生命保険・医療保険・がん保険
学資保険・自動車保険
火災保険・投資信託 ほか

ご検討・ご相談の方は…048-776-1368
4
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■

上尾市愛宕1-15-1 TEL.048-771-0518

リフォーム工事 ・ LED工事

有限会社 アカシ電業

● 産業車両 ● 空調機器 ● 半導体製造装置

有限会社 トータルウォールメイク

■各500円

■ 石川煎餅店

埼玉県知事許可（般-25）第54373 電気・空調設備工事 施工

● 工作機械 ● 特殊車輌 ● 食品機械

ワカ

上尾市

炭火を使い、網に挟んで焼上げ
ています。軽い食感でありなが
らも、しっかりとお米の味がす
るおせんべいです。

■1個（82g）／320円

■ ㍿一凛珈琲 上尾市東町2-10-26 TEL.048-775-1173

■ ㍿三幸

炭火本手焼 石川せんべい

「ワインを贈るように珈琲を
贈る」
ことを意識してワイン
のような特製ボトルにしま
した。一凛珈琲の人気銘柄
「 一 凛 オリジナルブレンド 」
を使用。

■1個（55g）／130円

■ 駿河屋 上尾市愛宕1-27-6 TEL.048-772-0495

■ 彩菓

（ドリップバッグコーヒー）

極上の栗餡の中に、大粒の栗
が丸ごと1粒入っています。

くるみ餡をサブレ生地で包
みアッピーくんをかたどり
ました。

彩玉ぽてと

伊勢

■1本（80g）／1,080円

玉露を粉末にし、香りの良
い｢やぶきた」とブレンドし
ました。

■1本(720ml)／2,731円（税別）

■

〒362-0035 上尾市仲町1‑14‑7
TEL.048‑773‑1967 FAX.048‑773‑1592
E-mail:d-akashi＠agate.plala.or.jp
募 集 電気工事士
〒349-0137 蓮田市高虫507-4
TEL.048‑766‑4664 FAX.048‑766‑4663

上下水用活性炭及び
ろ材の交換、
施工
脱臭及び水処理用
活性炭の交換、
施工

Etech

イーテック 株式会社

イーテック

一般建設業 管・土（般-26）第67965号

〒362-0061 上尾市藤波2丁目425番地4
■桶川事業所 〒363-0027 桶川市川田谷2759-4
TEL.048‑871‑9720 FAX.048‑871‑9721
E-mail:etech.kamiyama＠joy.ocn.ne.jp
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社会福祉

上尾市

ゆず最中

糀カレー

ゆず果汁の優雅な風味をあ
んに生かしました。

砂糖を使用せず、糀で甘
さを出しています。小麦粉
を使用せず、米粉でとろみを付け
ています。化学調味料、肉エキスを
使わず、昆布と椎茸、味噌で優し
い旨味を出しています。

■1個（55g）／150円

■ 井上スパイス工業㍿

■1パック(130g)／450円（税別）

上尾市上野491-1 TEL.048-725-9641

鍾馗羊羹

太陽光をふんだんに浴びせ、甘さ
を追求したフル−ツトマトです。
■1パック（250g）／500円（税別）
1箱（15コ入り）／1,300円

■ エムズ水楽園ファ−ム㍿
上尾市平塚2558-4

TEL.048-779-5500

「食通の味」チューブ入り
香辛調味料

上尾の名物だった屋根の
鍾馗様を品名にしたもの
です。

鍾馗様Tシャツ
上尾市の守り神として飾られた
鍾馗様をモチーフにデザインし
ました。

わさび、からし、しょうが、にん
にく等、種類も豊富に勢揃い！

■1本（400g）／1,100円

■1枚／1,800円

■1本／128円〜

■

■ 山忠わさび㍿

金の芋・銀の芋
さつまいもをイメ−ジした
包装で、さつまいもの特徴
を活かしたバリエ−ション
となっています。

80円

焼き芋ラスク
咲く咲く

限定され
い茶葉を
にて仕上

新井屋呉服店

上尾市仲町1-6-7 TEL.048-775-0009

榎本牧場の
こだわりアイス

手焼きせんべい
むかしかたぎ

ミルクの風味を損なわない
よう低温殺菌したジェラー
トです。

■10枚入／590円〜

■1個（140ml）／324円〜

■金・銀詰め合せ／
2,000〜4,500円（税別）

香玉

■

上尾市平方453-1 TEL.048-725-1036

伊勢屋 上尾市愛宕1-29-17 TEL.048-771-0221

に引き出
島園自慢

お米と醤油が基本となり米文化
を代表する味覚です。

■ 星野米菓

上尾市上平中央3-28-20 TEL.048-775-6141

榎本牧場の食べる
ヨーグルト

クラシックショコラ

（ガト−ショコラ）

低温でじっくりと時間をか
けて発酵させた酸味の少な
いヨーグルトです。

焼き芋の香りがするラスク
です。
■1枚／110円（税別）

コクのある御養卵とこだわりのチョコ
レ−トを2種類使用し、しっとりと焼き
上げ深みのある味に仕上げました。

■1個（300g）／388円〜

296円

■15cmホ−ル／1,100円

■ ケ−キ工房パレット

芋蔵

上尾市西宮下1-7 山口ビル1F TEL.048-771-5550

榎本牧場の
飲むヨーグルト

ミルク
小判型の芋クルミ饅頭です。

の高品質
に焙煎し

切ばら

プレゼント用に花束、アレンジメン
ト等にして販売します。品質、鮮
度の良いものを使用しています。

低温でじっくりと時間をか
けて発酵させた酸味の少な
いヨーグルトです。

■1個／130円（税別）

■1本／200〜250円

■140ml／226円
750ml／972円

円

ピー

フル−ツトマト
ポモ・ロッサ

■ 彩菓庵おおき 上尾市春日2-11-25 TEL.048-777-4598

ーヒー）

ー豆を使
いにブレ

■

農事組合法人

榎本牧場 上尾市畔吉736-1 TEL.048-726-1306

ST−70（干椎茸）

彩の五童
（手焼き煎餅）

アインクッキー

合成調味料や防腐剤を使用しない
身体に優しい自然食品です。

バター･チョコ･コーヒー･ゴマ･アーモ
ンド･梅･クルミオレンジの中から詰
合せします。

■1枚／100円〜

■

■ ㍿三幸 上尾市平塚西原760-3 TEL.048-771-3691

上尾あゆみ会上平事業所

■ 岸井農園

ワカバグリーン

■ さいたま農業協同組合

上尾市中分5-35-1 TEL048-786-8927

上尾市領家231 TEL.048-725-1646

さいたま市見沼区東大宮4-21-1 TEL.048-666-1251

田中花園のオリジナルです。
■1鉢／3,000円

■資料提供／上尾市観光協会
上尾市谷津2-1-50 上尾市プラザ22内
TEL.048-775-5917
http://www.ageo-kankou.com

■1個／80円

とまとの会 障害福祉サ−ビス事業所 第2ぷちとまと

■ 田中花園

社会福祉法人

上尾市西宮下4-399 TEL.048-771-1293

上尾市南13-3 TEL.048-788-2692

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

プラザオオノ
プラザオオノ上尾店

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。
最期を飾る粋な出で立ち

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

（死亡診断書・役所への届出・火葬許可証など）

etc

おすすめの

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

生前見積が一番です

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/

3つの地域密着型メモリアルホール

保存版

シクラメン プルマ−ジュ

上尾市のキャラクター「アッピー」
の形をした人形焼です。
上尾のおみやげ品にどうぞ。

大 切 な 人 だ か ら

■1個／500〜1000円

■1パック／550円〜

アッピ−人形焼

■

彩玉(黄金の雫)

農薬の使用をできる限り減らし
た、安心・安全で美味しいイチゴ
です。オリジナルデザインの可愛
い箱あります。

■1袋／300円

で焼上げ
ありなが
の味がす

上尾あゆみ会大石事業所

社会福祉法人

上尾市藤波1-209-2 TEL.048-782-4177

イチゴ

観葉植物をパックし、水･酸素･
二酸化炭素のバランスを保ち長
期観賞できます。

白ごま)

■

社会福祉法人

ミニグリーンプチポ

■

■1箱
（100g×6袋）／2,000円

上尾市菅谷49-1 TEL.048-777-2611

（エアパック）

一枚一枚
本手焼き

上尾市菅谷81-1 TEL.048-772-2742

一般では余り販売されていない冬
菇を厳選し箱詰めした商品です。
■1箱／7,000円（税別）

せんべい

■ 北川ばら園

● 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

桶川市若宮 1-1-19

プラザオオノ北本店

北本市山中 1-115
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商工会議所からのお知らせ
検索

※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：齋藤 幸恵】
●16日㈫午後1時30分〜3時30分
★労働保険・社会保険の各種手続き、助成金申請、在職
老齢年金、その他労務管理相談など
【税理士：伊澤 愛子】
●12日㈮午後1時〜4時
★消費税、事業承継、相続、贈与、決算、申告など
【日本政策金融公庫】※午後1時〜3時
●2日㈫･9日㈫･16日㈫･23日㈫
【企業ＯＢ専門家が対応】
●19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

よく
「サブロクキョウテイ」
という言葉を
耳にしますが、一体どういうものなので
しょうか？
36協定とは、時間外労働や休日労働につ
いて労働者と使用者との間であらかじめ
締結する協定書のことです。労働基準法第36条
が根拠となっているので世間では36協定と呼ば
れています。
労働基準法では、原則として、労働時間は１
日8時間、
1週間40時間以内、休日は、毎週少なく
とも１回与えることと定められています。です
から、これを超えて労働者を働かせる必要があ
る場合には、
36協定の締結・届出をしなければ
なりません。
具体的には
「時間外労働・休日労働に関する
協定届」
を事業所の地域を管轄する労働基準監
督署に提出します。この様式に労働者代表の署
名又は記名・押印をする事で協定書を兼ねる事
ができるからです。
働き方改革関連法案の施行に伴い2019年4月
から(中小企業は2020年4月から)、時間外労働
の上限制度が導入されます。今
後はより一層、時間外労働の管
理が求められるでしょう。
●今月の回答者
齋藤社労士事務所
社会保険労務士

齋藤 幸恵

TEL.080-3011-3698

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

【弁護士：福地 輝久】
●3日㈬午後1時30分〜4時30分

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

上尾ライオンズクラブ

ー
「ホタルの里」
整備事業ー

上尾ラ
イオンズ
クラブで
は、丸山
公園・菖
蒲沼周辺
にて「ビオトープ ホタルの里」と題し、平成 14
年から幼虫育成のための小川作りやホタル放流、
一般鑑賞に向けての活動を行ってきました。事業
開始から 16 年が経ちホタルの定着も窺われ、昨
年は約延べ 4,000 匹のホタルが乱舞しました。
毎月 1 度、クラブメンバー及び市民の方と菖蒲沼
周辺の水質改善のため土壌改良・水質改善の為
の成分の散布を行っております。6 月にはホタル
の鑑賞会が行えるよう頑張っています。

ー献血活動ー

2 月 27 日、上尾駅西
口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 6 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・上尾西口商店街の皆
様のご協力を頂きました事に心より感謝致します。

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

マル経資金のご案内
経営改善を目的に、上尾商工会議所の推薦により無
担保･無保証人･低利で融資を受けられる国の制度です。
融資額： 2,000万円以内 金利：1.11％（H31.3.13現在）
返済期間： 運転資金 7年以内（据置1年以内可）
設備資金10年以内（据置2年以内可）
対 象：①常時使用する従業員が20名（商業･サー
ビス業5名）以下②上尾商工会議所の経営
指導を6か月以上受けている③義務納税額
を完納している ④原則、同一地区内で最
近1年以上事業を行っている⑤商工業者で
あり、かつ日本政策金融公庫国民生活事業
の融資対象業種を営んでいる ⑥1,500万円
を超える借入は別途要件有り
申込･問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111

第6回｢上尾まちゼミ｣
〜19会員が参加･20講座を開催〜

お店の人が講師になりプロならではの専門知識や
コツを無料で提供する
少数制ゼミ｢上尾まちゼ
ミ｣を当所主催で開催。
第6回目の今回は19会員
が参加店舗となり、
2月9
日 〜3月9日 の 期 間 に20
講座が開催されました。

経営者になるのであれば、経営上の基本スキルであ
る｢会計｣を身に付ける勉強を行い、地域に根ざし、地
域を支え、雇用を守り、｢事業の持続的発展｣を第一に
考える事業経営者を一人でも増やしたい。そんな想い
から第9期の聚正義塾を企画致しました。
開催日：5月8日㈬から10月5日㈯〔全12回〕

※日時詳細などホームページをご確認ください。

受講資格：企業経営者･後継者候補･経営幹部候補の方。
又は、上尾市内在住･在勤･在学で起業を考
えている方。
受講料：[会員企業]
60,000円 (1名につき)
[非会員企業] 108,000円 (1名につき)
※テキスト代･検定試験受験料･消費税込み
定 員：20名
（定員になり次第締め切り）
問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111
https://www.ageocci.or.jp/syusei/

企業経営アドバイスニュース
造形工房キトラ 代表 岡 健之 氏

「50代で起業して世界の怪獣造形作家を目指す！」

キトラ代表の
岡 健之さんは、
勤めていた会社
を早期退職し、
創業の準備中に
上尾商工会議所
の創業セミナー
（講師：アブセック会員/谷本さん）を受講し、平成29
年5月に「造型工房キトラ」を創業。谷本さんの助言で
事業計画を策定し小規模事業者持続化補助金に採択
されました。経営理念は「人に感動を与える作品を造
り続ける事により、後世に語り継がれる造型家にな
る」を制定して活動をスタート、下記は平成30年の主
な活動内容で充実した創業2年目になりました。
1.メディア関係に取り上げたもの〔①上尾商工会議所
発行の月刊情報誌｢あぴお｣に掲載(2018年3月1日
Vol179) ②プレジデント誌「第二の人生」50代で夢に
挑戦した３人に掲載(2018年5月14日) ③テレ玉
NES930番組｢シリーズ彩たまびと 怪獣造型作家 岡
健之｣(2018年9月21日) ④アントレ誌｢SPECIAL2 私、
会社を卒業しました！｣ 掲載(2018年12月27日)
2.展示会関係は｢ワンダーフェスティバル｣(2月・7月)、
｢幻獣神話展｣(8月)等
3.造型教室関係は上尾自然学習館で月2回開催、国際
アート&デザイン大学で造型教室(8月)等
今後の課題として、アトリエの設置や海外展示会出展。
この市場は限定された狭い市場ではあるが、クールジャパ
ンの影響を受け市場は世界に向き見通しは明るい。造型は
創造力｢魂を込めないと、人を感動させるものはつくれない
｣と夢は世界で活躍する怪獣造型家を目指しています。
■上尾自然学習館で月2回造型教室を開催しています。
ご興味のある方はこちらへ
http://kitora‑zoukei.com/

ご意見･問合せ：アブセック事務局 TEL.773-3111

季節の味でおもてなし
ご接待 や 慶事等各種個室でご用意

上 尾 駅 西 口 駅 前 オンリーワンのおもてなし

季節料理

太 郎

宴会コース 4,500 円 〜、会席コース 6,500 円 〜、酒肴 600円 〜

情報誌あぴお に、
求人募集 ＋広告の掲載 コーナー
ができました。
ちしてます
ご応募お待

求人募集と広告の同時掲載が
可能になるので、 経費を抑えながら
広範囲に情報を発信できます。

TEL048-671-9909
家庭塾さくらだ
掲 載 価 格 10,000 （税別）
詳細 掲載サイズ 34

〈アザレア・ホールの葬儀費用の一例〉
一 日 葬（告 別 の み 親族20名想定）
総額

476,000 円（+ 税）

家 族 葬（通夜・告別

親族20名想定）

一 般 葬（通夜・告別

親族20名 一般50名想定）

総額
総額

588,000 円（+ 税）
821,000 円（+ 税）

上記金額には料理・返礼品含んでおります

もしもの時は

掲載は、
上尾商工会議所会員事業所のみ

受付／電話:048‑773‑3111 受付時間:平日(月〜金) AM 8:30〜PM5:00

〒362‑0031 埼玉県上尾市東町 3 丁目 1963‑2

URL

〈上尾伊奈斎場つつじ苑の葬儀費用の一例〉
一 日 葬（告別のみ 親族20名想定）
上尾伊奈斎場つつじ苑
総額

436,000 円（+ 税） + 式 場 費

家 族 葬（通夜・告別

親族20名想定）

総額 508,000 円（+ 税） +

一 般 葬（通夜・告別 親族 20名 一般 50 名想定）
総額

上尾伊奈斎場つつじ苑

式場費

761,000 円（+ 税） + 式 場 費

上尾伊奈斎場つつじ苑

上記金額には料理・返礼品含んでおります

24時間 詳しくは当社まで ご連絡お願いいたします
対 応

60ミリ

円 (平日14：00〜20：00)

上尾伊奈斎場つつじ苑

＊但し︑ドリンクは公営斎場売店へお支払い︑
供花物は含まれておりません︒
＊宗教者へのお礼
︵お布施︶
も含まれておりません︒

お料理好きな方一緒に働きませんか、募集中

安置料無料
＊但し︑供花物・ドリンクは含まれておりません︒

〒362-0042上尾市谷津2‑1‑50‑33 ☎ 048‑775‑4636

アザレア
・ホール

＊宗教者へのお礼︵お布施︶も含まれておりません︒

ゴールデンウイーク中の営業日は、
お気軽にお問合わせください

※お柩まわりの花はオプションです。

※写真の祭壇花はオプションです。

館内見学・事前見積
︵無料︶
ご相談を承ります

職場などの歓送迎会やサークル、親類の集まり、就職祝いや進学祝いなど幅広くご利用ください
お部屋は個室の椅子席でご用意

012 0 - 6 5 - 0 9 8 3

TEL : 048‑777‑1911

http://www.azalea.ne.jp

オ

ク

ヤ

ミ

フリーダイヤル

FAX : 048‑777‑1912

アザレア・ホール
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Topics

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

平成30年度 永年勤続優良 従業員表彰式を開催！

上尾西ロータリークラブ

◀祝 賀 パーティでは︑上尾 市 出
身のバイオリニスト小林沙紀さ
ん・小林未歩さんが演奏を披露

2月25日㈪、東武バンケットホール上尾にて平成30年度・創立50周年記念
「永年勤続優良・特別功労 従業員表
彰式」を開催、16事業所50名を表彰しました。

平成30年度 被表彰者・氏名一覧
（合計50名様／順不同・敬称略）

▼永年勤続優良従業員〜5年以上10年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭表彰
アースロジスティックス㈱・渡辺祥智／同・榎本佑介／同・谷本志温／埼玉総合ビル管理㈱・清水一賀
（以上、
4名）
▼永年勤続優良従業員〜10年以上15年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭表彰
美ホーム・森本功／㈱サイタマ・ユウセイ・根本裕子／同・高木靖友／同・坂田咲良／同・中村正嗣／同・赤
坂順子／埼玉総合ビル管理㈱・早坂八重子／同・古川幸男／同・大小田瑞子／㈱富士特殊電気産業・立福千
代子／スカイ・エンジニアリング㈱・井上裕美／同・関 孝幸／同・立木真一／同・田尻守
（以上、
14名）
▼永年勤続優良従業員〜15年以上20年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭表彰
㈱大塚・河原塚悟／埼玉総合ビル管理㈱・渡辺幸子／同・島田良／㈱富士特殊電気産業・浜田坂子／同・飯
塚祐子・㈱ニチネン・佐々木雅孝／同・神谷兼吾／同・峰隆道／同・橋本孝／スカイ・エンジニアリング㈱・松
本貴美子
（以上、
10名）
▼永年勤続優良従業員〜20年以上25年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭・上尾市長連名表彰
㈱サイタマ・ユウセイ・中田俊江／㈱富士特殊電気産業・古沢春世／同・君島妙子／㈱新日本エグザ・川村
晃／㈱ニチネン・高橋登
（以上、
5名）
▼永年勤続優良従業員〜25年以上30年未満の皆様 ※上尾商工会議所会頭・上尾市長連名表彰
㈱埼英スクール・永嶋久也／トヨタカローラ埼玉㈱・二宮直子／同・西本貴子
（以上、
3名）
▼永年勤続優良従業員〜30年以上の皆様 ※日本商工会議所会頭・上尾商工会議所会頭・上尾市長連名表彰
㈱上尾グリーンガーデン・川保泰嗣／同・川鍋宏司／同・荻原昭雄／㈱サイタマ・ユウセイ・髙澤寿子／㈱島
村工業・神沼正人／羽田産業㈱・深井富士栄／同・羽田滋彦／同・羽田真宏／同・吉田由紀子／千代本興業㈱・
遠藤明人／同・木村圭助／同・高橋久幸／スカイ・エンジニアリング㈱・清水昭
（以上、
13名）
▼特別功労従業員
※上尾商工会議所会頭表彰
㈱ナベ・ツール・岡田奈織美
（以上、
1名）

上尾商工会議所青年部 −２月定例会開催− 平成31年度新体制スタート
2月26日㈫、2月定例会・
通常総会を開催、平成31
年度役員・事業計画及び収
支予算が承認され、秋元
宏章新年度会長が所信・方
針を表明し、神田会頭より認証状が交付されまし
た。また、3月6日㈬〜10日㈰宮崎県で開催され全国
各地から約6500
名が 参 加した第
38回全国大会「日
本のひなた みや
ざき大会」に上尾
ＹＥＧ会員19名
が参加しました。
ビジネスフォーム印刷
ム印刷
商業印刷全般
事務用品
OAサプライ

期 品質 価格
納
高
短
低

＜上尾商工会議所青年部
会
長
直前会長
副 会 長
副 会 長
副 会 長
室
長
専務理事
副 室 長
常任理事
常任理事
委 員 長
委 員 長
委 員 長
委 員 長
委 員 長
運営理事
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長

秋元 宏章
遠山 将央
島村 典泰
寺脇 貴浩
安田 勝紀
関口 恭史
小川 晋平
林
隆
高尾周太郎
中込 英久
井出 浩之
臼田総一郎
奥川 淳一
河野 淳行
星野 裕太
尾花 瑛仁
神田安比古
北川 健一
後藤 和史
平田 雅彦
若林 大樹

平成31年度理事＞
㈱住タック
上尾二ツ宮郵便局
島村電業㈱
㈱TECサービス
㈱安田建築設計事務所
行政書士あげお市民法務事務所
㈱情報化ビジネス
㈲京屋
㈱ベルコンピュータシステム
㈱上尾サービスセンター
㈱環美
臼田産業㈱
㈱Re-style
㈲カワホーム
㈱むさしのグランドホテル
大和商事㈱
㈱上尾グリーンガーデン
北川企画
㈱埼玉三技協
㈱アイエヌジー
㈱青果問屋 まるだい

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。

上尾西ロータリークラブの奉仕活動
今回は
上尾西ロ
ータリー
クラブで
行ってい
る奉仕活
動の中で
「学生に
対する奉
仕活動」
について紹介致します。一つ目は高校生に
対する
「青少年交換留学」
という制度があります。現
在、フランスから青少年交換留学生
（フランスから
アレクシアさん：伊奈学園）
が来日しており、この半
年で日本語も上達して毎日楽しく勉強をしていま
す。二つ目は大学生に対する
「米山記念奨学金」
と
いう日本のロータリー独自の奨学金制度です。昨年
4月より米山記念奨学生となった張詩銘さん
（中国：
埼玉大学、大学院）
は研究室で音響に関する研究を
しており、来年卒業の予定です。二人とも自身の未
来のため、そして将来日本と海外の懸け橋となるべ
く日々勉強に励んでいます。

新しい商業グループ「アクティブ50」
第１回全体会議を開催
当所商業系
会員企業が販
売促進活動や
未来の上尾の
商業について
の研究事業等
に取り組む新しい商業グループ「アクティブ50」の第
１回全体会議が2月28日㈭、東武バンケットホール上
尾で開催されました。このグループに参加する16事
業所と商業観光振興委員会(大木保司委員長)が出席
し、自己紹介と意見交換を行いました。

上尾西中央支部 上尾中央総合病院で
「健康セミナー」を開催 36名が参加
上尾西中央支部
(齋藤雅彦支部長)
は、2月26日㈫、上
尾中央総合病院8
階 会 議 室 で「 健 康
セミナー」を開催。
薬剤部主任 土屋裕
介氏より
「明日は我が身、正しく知ろう薬の知識」
、リハ
ビリテーション技術科係長 武田尊徳氏より
「人生100年
時代 ―得する人、損する人」
について講演頂きました。

造園 設計 施工 管理 伐採 草刈 等一式

私達の技術で、人の想いをカタチにします。
お客様のこまった！を解決します。印刷のことなら 何でもおまかせあれ！

TEL.048-771-3657

〒362-0011 上尾市平塚 1988

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

ポスティング
スタッフ募集‼

いま！
ただ 無料！！
金
入会 無料！！
験
体
家庭塾さくらだ

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

株

Yahoo,Googleで検索

家庭塾さくらだ

TEL048-671-9909
(平日14：00〜20：00)

URL https://www.kateijuku-sakurada.com Email info@kateijuku-sakurada.com

上尾市緑丘 2‑3‑10

(北上尾駅から徒歩 5 分、上尾駅から徒歩 10 分）

株式会社 緑星 上尾市上町1‑11‑21
FAX 048‑627‑0597

電話 048‑778‑9546

元気と健康を
宅配でお届けします

上尾東販売所
上尾市二ツ宮 999

TEL･FAX 048-772-3336

4月号

あぴお2019_04_192号_0 .indd 2

2019/03/23 13:30

8

あぴお2019_04_192号_VW上尾.indd 1

4月号

2019/03/18 16:14

