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2020東京五輪まで､ あと1年
｢メダル獲得｣へ高まる期待‼
ビックカメラ陸上部 競歩 所属
キラリ☆あげおPR大使！

岡田 久美子さん

■おかだ・くみこ／1991年10月17日、上尾市生まれ。上尾
市立芝川小学校・東中学校出身。県立熊谷女子高等学校・
立教大学社会学部卒業。中学の陸上部では中距離ランナー
だったが、高校１年のときに競歩へ転向。当時、競歩の強
豪校だった熊女で一気に頭角を現わし、
2008年、
2009年の
インターハイ(全国高等学校総合体育大会)女子3000ｍ競歩
で2連覇を果たす。立教大学では日本インカレ(日本学生
陸上競技対校選手権大会)女子10000ｍ競歩で2010年から20
13年まで４連覇を成し遂げるなど活躍。競技成績が伸び悩
み焦る時期もあったが、原田昭夫監督からの親身な指導に
励まされ、 世界で戦えるからだづくり に取り組んだ。
2014年4月、ビックカメラへ 入 社してから着 実に実 力を
伸ばし､ 日本代表にも選出され､2016年リオデジャネイロで
オリンピック(女子20km競歩)に初出場！16位で終わった最
初の五輪経験を糧として、
2020年東京五輪でのメダル獲得
を目指している｡
★2019年のおもな競技成績／2月、第102回日本陸上競技
選手権大会・女子20km競歩・優勝(５連覇！自己新記録：
１時間28分26秒達成＝日本歴代２位)､ ９月開幕のドーハ20
19世界陸上選手権大会の日本代表・出場権獲得。５月、第
61回東日本実業団陸上競技選手権大会・女子5000ｍ競歩・
優勝(６連覇！７年ぶりの日本記録更新：20分42秒25)。６
月､IAAF(国 際 陸 上 競 技 連 盟)競 歩 グランプリ･ラコルーニャ
大会(スペイン)・女子20km競歩・６位(10年ぶりの日本新
記録達成！海外では初の快挙：１時間27分41秒樹立！)
★Twitter @oka93 https://twitter.com/0ka93

スポーツの楽しさを学び育んだ
芝川小が競技者としての私の原点
昨年の春から、
「これが最後のチャンスだ！」と覚
悟をもって取り組んだフォームの改善。判定競技でも
ある競歩にとって、フォームの乱れは命取りとなりま
す。2020 年に開催される東京オリンピックでのメダル
獲得という大きな目標に向かって、これまでの競技人
生のすべてを懸けた挑戦でした。
「リオ五輪に出場したときは、スタート地点に並ぶだ
けで感動していました。出場することが目標だったと
はいえ、16 位という結果は満足できるものではありま
せん。東京五輪は皇居外苑の二重橋前が発着の１km 周
回コースとなります。20 回周回する中で、給水のタイ
ミングに焦ることもありませんし、沿道のみなさんか
らのご声援も直接感じることができますから、レース
も白熱するでしょう。国際グランプリ・ラコルーニャ
大会で優勝した選手は､ 身長がとても小柄で、私にもチャ

◀ 東 日 本 実 業 団 陸 上 競 技 選 手 権 大 会・女 子
５ ０ ０ ０ｍ 競 歩 で も 日 本 新 記 を 達 成 ！ 会
場 が 熊 谷 市 の 陸 上 競 技 場 だ っ た こ と に ︑不
思議な縁︵えにし を感じます︵写真出典／
ｗ itter ＠Oka93

◀日本陸上競技選手権大会５連覇の偉業を達成！
︵写真提供／ビックカメラ陸上部

●今月の｢顔｣ 〜APIO S PRECIOUS〜

●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。

T

▼国際グランプリ・ラコルーニャ大会では、日本新記録で堂々の
６位入賞。心技体が三位一体となって好調の波に乗る岡田選手。
世界との距離がぐっと縮まり、９月のドーハ世界選手権大会がます
ます楽しみになってきました(写真出典／Twitter ＠Oka93 )

ンスがある！と勇気をもらいました」
東京オリンピックの出場権を得るための選考競技会
は、9 月のドーハ世界陸上選手権大会を筆頭に、来年
２月の日本陸上競技選手権大会 ( 兵庫・神戸市 ) と同３
月の第 44 回全日本競歩能美大会 ( 石川・能美市 )。ドー
ハで３位入賞して、早々に「内定」を決められるよう
に、暑さ対策を含めた入念な準備を進めています。
「リオ五輪のとき、芝川小のみなさんから横断幕を、
東中のみなさんからは白と赤の折り鶴で作った〝日の
丸 を頂戴したんですよ。家族全員で感動と感謝で胸が
いっぱいになりました。思えば、陸上競技を始めたきっ
かけは芝川小でした。スポーツが楽しくて、大好きに
なって…。競技者として、芝川小が今の私の原点です。
上尾で生まれ、スポーツを通じてたくさんの方々と出会
い、成長できたことを幸せに思います。キラリ☆あげお
PR大使として、そうした想いも伝えていきたいですね」
■取材協力／株式会社ビックカメラ 陸上部
https://www.biccamera.co.jp/sport̲activity

高 齢 者 活 躍 人 材 確 保 育 成 事 業（ 厚 生 労 働 省 委 託 ）

受講者募集

受講料・テキスト代 無料

60

受講者募集

まだまだ働きたい、
60歳
0 からの就業を
0歳
就業を
60歳か
応援します！
料
受講 ト代
ス
キ
・テ 無 料

お店サポート「 鮮魚」
保育サポート

時
対

開催場所

日 程

申込締切

内 容

県民活動総合センター
（伊奈町）
ウェスタ川越
（川越市）

8/28. 29. 30

8/20
正午

鮮魚の基礎知識と商品の扱い方など
実習を交えながら学びます。

9/4. 5 .6

8/27
正午

保育補助に必要な知識を習得します。

330 名

場所 川口フレンディア (JR川口駅東口から徒歩1分)

内容 第 1 部：働く× 楽しむシニアライフ
〜 シルバー人材センター会員体験談 〜

歳を重ねた人にこそ聞いて
欲しい佐伯式美肌ライフの
すべてをお伝えします。

第２部：
「老春」
の楽しみ方 〜 60 歳からの生き方指南〜
講師

佐 伯 チズ 氏

( 美容家／美肌顔師／生活アドバイザー
／成安造形大学特別顧問 )

公益財団法人 いきいき埼玉（埼玉県シルバー人材センター連合） 申込み ／所定の申込用紙に必要事項を記入し、下記住所へ郵送または
FAXしてください。 申込用紙は、市役所・ 町村役場、図書館、
〒362 - 0812 伊奈町内宿台 6 - 26 県民活動総合センター内
ハローワーク、シルバー人材センター、県民活動総合センター
TEL ０４８−７２８−７８４１ FAX ０４８−７２８−２１３０
E-mail : swp@kenkatsu.or.jp

にもあります。ホームページからもお申込みいただけます。

埼玉県シルバー人材センター連合
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先着順

９月25日 13:30〜15:30 開場12: 45

間／ 各日概ね 10 時〜 15 時
（保育は 10 時〜16 時）
象／ シルバー人材センターへの会員登録を希望される 60 歳以上の方

お 問 合 せ

事前

日 時 令和元年

技能講習 ▶ シルバー人材センターに登録 ▶ 就業
講 習

無 申料
込制

8月号

2019/07/25 13: 2

上尾商工会議所から大切なお知らせです！
■役員・議員の改選

■会頭 (１名 )：会員の中から､ 議員総会で選任｡
当商工会議所を代表し所務を総理します。
■副会頭 (４名以内 )：会員の中から、会頭が議
員総会の同意を得て選任。会頭を補佐し、予
め会頭が定めた順位により、会頭に事故ある
ときはその職務を代行し、会頭が欠員のとき
は、その職務を行ないます。
■専務理事 (１名 )：会頭が議員総会の同意を得
て選任。会頭および副会頭を補佐して所務を
掌握し、同者が事故あるときは、その職務を
代行します。また、欠員あるときはその職務
を行ないます｡ 当商工会議所では常勤の役員｡
■常議員 (30名 )：議員の中から選任され、会頭
が委任する特別の事項について所務を処理。
■監事 (３名 )：会員の中から､ 議員総会で選任｡
商工会議所の業務や経理を監査し、その結果
を議員総会に報告します。
■理事 (２名以内 )：会頭が常議員会の同意を得
て選任し、専務理事を補佐します。専務理事
と同様、常勤役員です。

議員とは？
上尾商工会議所は現在、約2,400社の会員を
有していますが、その会員の中から代表として
選ばれ、商工会議所の運営にあたっていただき
ます。議員の定数は 90人、任期は３年で再任も
可能です。
議員は、部会・委員会では事業の調整や推進
役になっていただくとともに、総合経済団体で
ある商工会議所としての重要な役割である県や
市など行政機関への意見、要望をまとめる際、
中心的な役割を果たします。また、民間企業の
株主総会にあたる議員総会の構成員として、事
業計画・予算、事業報告・決算、会頭をはじめ
とする役員選出など重要事項の決議にも加わり
ます。
議員には、１号議員、２号議員、３号議員と
３種類ありますが、権利等に差はなく、職務内
容はすべて同一です。
しかし、総合経済団体としての公平性の観点
から、業種や地域性を考慮して、その選任方法
には違いがあります。

上尾商工会館の耐震化および老朽化による改
修工事の実施に伴い、10月から約半年間、一時
的に事務所を移転することになりました。
ご来所の際はご注意ください。
◆移転先／上尾市上下水道部庁舎３階
〒362-0013 上尾市大字上尾村1157
TEL.048-773-3111 FAX.048-775-9090
※電話番号とＦＡＸ番号は変わりません
◆移転期間／10月１日 (火) から令和２年３月
下旬頃までの予定です

芝川

根貝戸団地

梅林堂

上尾市文化センター前
（下車徒歩約5分）

BUS

←上尾駅

上尾市文化 伊奈町→
センター ⬅現事務所

BUS

令和元年8月31日現在で、
会員名簿を作成

○選挙人名簿の
縦覧・確定

縦覧期間は10日以内

縦覧期間終了時に会費や負
担金の未納者には、選挙権・
被選挙権はありません。

□ 1 号議員
（選挙）

選挙期日の告示

選挙期日の20日前

立候補・推薦

届出期間は告示日から選挙期
日の10日前まで行ないます。

選挙・開票

立候補者数が定員の46名を超え
ない場合は、
選挙は行ないません。

当選人の告示

議員の確定

5部会で選任

1 号議員の選挙期日の告示日
の前日までに 選任。

承諾・確定

選任された者の承諾をもって確定

□ 2 号議員

□ 3 号議員

会頭が常議員会の意見を聞い
て、1号 議員選 挙期日から10
日以内に選任。

承諾・確定

選任された者の承諾をもって確定

暑さに負けるな！
〜夏の健やか生活
８月８日(木)は｢立秋｣ですが、まだま
だ暑い日が続きます。暑さ対策に注意
しながら､ 体調管理を心がけましょう!

熱中症に注意！

「熱中症」は、高温多湿に長く
いることで、徐々に体内の水分
や塩分のバランスが崩れ、体温
調節機能がうまく働かなくな
■職場でも熱中症対策を忘れずに!
職場における熱中症で亡くなる人は、毎年全国で10
人以上にのぼり、４日以上仕事を休む人は 400人を超
えています。資料によると、昨年は一気に急増し、熱
中症死傷者数は1178人にのぼり、うち28人が亡くなっ
ています。
厚生労働省では、労働災害防止団体などと連携し
て､ ｢STOP！熱中症 クールワークキャンペーン｣ (実施
期間：令和元年５月〜９月 )を展開し、職場での熱中
症予防のための重点的な取り組みを進めています｡ み
んなで協力して、熱中症予防に取り組みましょう！
■感染症にも気をつけましょう！
子どもを中心に感染する｢手足口病｣ が流行していま
す。こまめに手洗いするなど、衛生管理の徹底を!

上尾市
上下水道部

上尾市保育所

前田内科

○選挙人名簿の作成

■事務所移転について

※1号議員（定員46名）:立候補した会員の中から、会
員と一定の条件を満たす非会員による選挙によって
選ばれます(就任年齢満72歳まで)
※２号議員（定員31名）:会員が業種ごとに所属する
各部会から、割り当てられた人数(割当数)が選任さ
れます。当所の場合、
部会は｢工業部会｣ ｢建設業部会｣
｢商業部会｣ ｢サービス業部会｣ ｢観光・飲食業部会｣の
５部会となります(就任年齢満72歳まで)
※３号議員（定員13名）:会頭が常議員会の意見を聞
いて選任(任命)します(就任年齢は不問)

ここいち上尾

改選手続きについて

役員とは？

上尾商工会議所の第18期役員・議員は、令和元
年10月31日をもって３年の任期が満了となりま
す。これに伴い、本年８月から10月にかけて改
選が行なわれます｡

り、体内に熱がこもった状態を
指します。とくに幼児や高齢者
の方は要注意！ 屋外だけでな
く、室内で何もしていないとき
でも発症することがあります。
■室内では……………
●扇風機やエアコンで温度を調
節 ●遮光カーテン、すだれ、
打ち水を活用しましょう！
■外出時には…………
●日傘や帽子の着用 ●日陰の
利用、こまめな休憩 ●天気の
よい日は、日中の外出をできる
だけ控える
熱中症患者のおよそ半数は
65歳以上の高齢者です。高齢に
なると暑さや水分不足に対する
感覚機能や、からだの調整機能
が低下してしまうのです。こま
めな水分・塩分補給の心がけを!!

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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言葉の力

「褒める」

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
自分のことを
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ご了承ください。

もっと褒めてみよう。

３年ぶり２回目 ! サマーリーグ東部大会優勝‼
７月５日、秩父宮記念体
育館(神奈川県藤沢市)で開
幕した2019Ｖ・サマーリー
グ東部大会のグループ戦に
臨んだ埼玉上尾メディック
スは、ストレートで２勝し
て１位通過を決めると、２
日目の１位グループ順位決
定戦でもその勢いは止まら
ず、１戦目で強豪・ＮＥＣ
レッドロケッツを[ ２ - １ ]
で下し、２戦目のＫＵＲＯ
ＢＥアクアフェアリーズに
はストレート勝ち！最終日
の３戦目もルートインホテ
ルブリリアントアリーズを
ストレートで破り、３年ぶ
り２回目の優勝を果たしま
した！
（２位はＮＥＣ)

たくさん褒めてみよう。
たっぷり褒めてみよう。

揮毫・文／書道家

■2019-20シーズン Ｖ１女子の
カンファレンス名が決定しました！

アリオ上尾店

ジョナサン

ロッテリア

ベルーナ

甦生病院

至宮原

地頭方

まるひろ

餃子の大将平方店
スーパーまるたけ内

上尾中央
総合病院

中山道

トヨタ
レンタ
リース

上尾駅

餃子の大将
上尾本店

ソフトバンク

（税別）

至北上尾

上尾本店
●住所／上尾市柏座3-10-31
●TEL／776-0341
●営業時間／ 11:30〜20:00
平方店
（スーパーまるたけ店内）
●住所／上尾市上野8-1
●TEL／726-8056
●営業時間／ 16:00〜20:00

UDトラックス

■読者プレゼント❶／餃子（5人前）1,350円を10名様
炭火串焼・北海料理・地酒

備長あかね屋

2018年４月リニューアルオープン。
北海道・函館から毎朝とれたて新鮮な魚介類や野菜
を超速便で仕入れ、紀州備長炭を使った炭火焼きと
北海料理が自慢。
人気メニューの
「特製つくね」は1日50本限定。串焼
きは注文を受けてから備長炭でジューシーに焼き
上げます。
鮮魚の炭焼きは真ホッケ・ハタハタ・キンキなどが
おすすめ。焼酎各種や地酒も多数。半個室有り15名
様まで。
ランチも定番の刺身定食や中トロづけあぶり丼な
どメニューが多数。
●住所／上尾市谷津2-1-5-10 上尾モンシェリー
２号館１階（上尾駅西口徒歩３分）
●TEL／775-2677 ●定休日／月曜日・日曜不定休
●営業時間／11:30〜14:00（13:30ラストオーダー）平日のみ
17:30〜23:00（22:30ラストオーダー）

備長あかね屋
埼玉
りそな銀行

上尾駅

いろいろな趣味や習い事に手を染めましたが、唯
一、現在も通い続けているのが編み物教室です。友
人に誘われて、30代の頃から始めたのですが、糸や
編み方もどんどん進化していて、いつも新たな発見
がありますから、飽きることはありません。
手編みのかぎ針、棒針、機械編みなど編み方も多
彩で、それぞれに味わいのある 手編みならでは
の作品が出来上がります。編み図 (目数や編み方の設
計図 )をひと目、ひと目追いながら、編み目をきれい
に揃えて編んでいくには、集中力と根気強さが必要
です。講師の先生やお仲間の皆様もお歳を召してき
たので、｢認知症予防になるかしら」などとおしゃ
べりしながら週１回、和気あいあいの時間を過ごし
ています。編み上がった作品は増えるばかりで、友
人や家族に着てもらったりしています。手編みなら
どこででもできるので、仕事や家事の合間を見つけて
チョコチョコ編んでいます｡ 大切な自分の時間です｡
今年６月の通常総会で、大澤富三子さんから引き
継ぎ、女性会会長を拝命いたしました。若い世代の
方たちにも気軽にご入会いただけるように、さらな
る活性化と仲間づくりに尽力してまいります。

ライオンズ
タワー
みずほ
銀行

谷津観音

◀内田さんが編んだ作品の
ほんの一部です︒夏のおしゃ
れ に 着 心 地 の よい サマ ー
ニットが友人・家族からも好
評だとか︒右下にあるのは︑
指ぬきタイプのミトン手袋
■女性の元気が未来を築く 上尾商工会議所 女性会
https://www.ageocci.or.jp/jyoseikai
■有限会社 ウチダ美装
代表取締役 内田 豊 上尾市上472-2
TEL.048-774-1744 FAX.048-774-1555
★営業時間／８時〜17時 ★定休日／日曜・祝日
※住まいからオフィス・店舗・施設まで、総合建築
物クリーニング、害虫防除・駆除等を、誠意と技
術で施工します http://uchida-biso.com

餃子の大将

焼餃子(6コ) ………… 250円
スタミナ餃子(5コ) … 310円
エビ餃子(5コ) ……… 400円
水餃子(7コ) ………… 350円

市民体育館

内田 冨美代 さん

国産食材を使い、
安心でおいしい餃子を
提供しています

路
道
尾
上

■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL WEBSITE http://www.achs.jp/medics
■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL FAN CLUB http://fc.medics.blue

上尾商工会議所
女性会 会長
(有)ウチダ美装

武田双雲
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！

10月12日に開幕する、
2019-20V.LEAGUE
DIVISION１WOMENのカンファレンス名が
「プレミアカンファレンス」と「スターカン
ファレンス」に決定しました。埼玉上尾メ
▲若松歩実選手(＃
ディックスはスターカンファレンスに所属。
22・アミ)が最優秀
選手賞を受賞！
開幕初戦を滋賀県大津市で迎え、ホームの東
●若手選手たちの急成長に目を見張ったＶ・サマー
レアローズと対戦します。
リーグ。10月のリーグ戦開幕が今から楽しみです。
ホームゲーム開催の初戦となるのは、10
下記の公式サイトでは、試合日程・対戦カード、結果
月19日(土)･20日(日)の上尾大会(埼玉県立
報告のほか、チケット購入等の詳細について最新情
武道館)。ぜひ、会場でご声援ください！
報を随時配信しています。特典満載の｢オフィシャル
試合日程等の詳細は順次、紹介します。
クラブ｣も入会受付中です。ぜひ、ご愛読ください！

30代から
通い続ける
編み物教室

〜ことばのちから〜

100円
ショップ

■読者プレゼント❷／
「お食事券1,000円分」
を10名様

エベレストイン
ゼクシス イトー
ヨーカドー

他のサービス券
との併用不可。

■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／8月16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。

２歳から小学生のための、バイリンガルを育てる英語プリスクール。
これから必須の英語４技能が身につき、英語が得意なお子様に！
合う

ール
ースク
マ
サ
楽しいスクールの
生
！
様子はこちら▼ 小学
募集中
加
参 者
だ間に

まだま

ズー・フォニックスFB

ズー・フォニックスアカデミー

幼稚園生
いほど
小学生・ クラス募集中！ 早 得！
講
お
10 月開

最長2か月分、9月末ま
での入会で、10月まで
の授業料がタダ！

期間限定！キャッシュバック
キャンペーン始めます！

1 歳〜 2 歳のお子様の
ママ必見！詳細は HPで！

＊入会金・諸費用等は入会時に
お支払いいただきます。

Zoo-phonics Academy

、
クール
プリス ビークラス
！
ベ
募集中
ママ＆

TEL048-776-6586

http://www.zoo-safari.jp

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
3
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入場無料・
お申込み
不 要 で す！

す こ や か 教室

生きることを支える緩和ケア
〜 緩和ケアについて聞いて学びましょう〜

講師：13B病棟看護科 係長 安江 佳美
日時：2019年8月24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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2019 SUMMER EVENT

あげお能・狂言観賞会「羽衣」

日

8 月のおでかけ情報

時：11月30日㈯ 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：観世流 梅若 泰志 氏(キラリ☆あげおPR大使)他
■入場券：4,000円(税込) ※全席指定、未就学児の入場不可
■入場券販売：8月17日㈯ 9時より
※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、ま た はWEB予 約(http://www.ageo-kousya.or.jp/
community/)で。予約後、お近くのセブンイレブンでチケッ
トの受取りと料金の支払いができます
■問合せ：上尾市コミュニティセンター TEL.775-0866

第16回 上尾・アブセック会員作品展

毎年恒例の上尾・アブセック会員作品展を下記のとおり開催します。
多くの皆様のご来場をお待ちしております。

日

＝夏休み特別企画＝「キミの自由研究を全力サポート!!」

埼玉県環境科学国際センター

時：8月29日㈭〜9月4日㈬ 10時〜17時

(8月29日は13時から、
9月4日は16時まで)

■会 場：上尾市役所ギャラリー
■展示品：写真・油彩画・水彩画・水墨画・デッサン・木版画・陶器・手工芸品・川柳等
■問合せ：上尾・アブセック事務局(上尾商工会議所内) TEL.773-3111

第8回 宅建オープンセミナー 参加費無料

大人から子供までが楽しく地球温暖化などの環境問題を学ぶことが
できる体感型の展示館と研究所が合体した施設で、昭和30年代の東部
地区を再現した生態園では、チョウやトンボ、野鳥などの自然観察が
できます。

日

客席か
や調光室
■会 場
■対 象
■定 員
■参加費
■申込み
■問合せ

❶自然
■日

日 時：9月10日㈫ 14時から16時30分(13時30分開場)
■会 場：さいたま市 プラザノース 1階ホール
さいたま市北区宮原町1-852-1
■内 容：●第1部 14時10分〜15時
テーマ：
「生産緑地2022年問題はどうなる」
講 師：ランドマーク税理士法人 代表社員
立教大学大学院客員教授・税理士
清田 幸弘 氏
●第2部 15時10分〜16時30分
テーマ：
「我が家に安心して住み続けるために」
講 師：ニュースの職人・ジャーナリスト
鳥越 俊太郎 氏
■定 員：400名(先着順)
■問合せ：公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会
大宮支部 TEL.048-643-5051
彩央支部 TEL.048-778-3030

❶サイエンスショー 化学反応!!

■日 時：8月7日㈬ 11時〜、
14時15分〜(各40分)
■定 員：各回130名
■内 容：毎年大人気！研究員の軽快なトークと液体の
化学反応でマジックのように変わる水の七変
化を楽しめる不思議で楽しいサイエンスショー

❷研究所公開

■日 時：8月7日㈬ 10時〜11時30分
13時30分〜15時
■内 容：普段は見られない、研究所の内部を特別公
開します。珍しい研究機器や研究員とのふ
れあいから将来の夢や、宿題のヒントが見
つかるかも…
※❶❷とも参加はいずれも無料で先着順です

クビアカツヤカミキリ発見大調査2019

■内

❷グリー
■日
■内

❸夏の
■日
■場
■内

❹天体
■日
■場
■内

〜スタインウェイピアノコンサート〜

サクラの外来害虫 クビアカツヤカミキリ による被害が、昨年
以上に拡大しています。当センターでは被害状況の把握のため、
今年も県民参加の調査を実施します。
■調査参加者：県内のサクラ管理者、サクラ保護団体、県内在住
の方、通勤通学が県内の方
■調査期間：集中調査期間として８月31日㈯まで。なお、期間外
日 時：9月28日㈯ 14時開演(13時30分会場)
の情報提供も歓迎
■調査方法：公園や河川敷、学校などにあるサクラを対象に調査。幼虫が排出するフラ ■会 場：上尾市文化センター 大ホール
ス(フンと木くずが混ざったもの)や成虫を探し、その結果をご報告くださ ■出 演：小原 孝
い。発生していないという情報も重要ですので、ご報告お願いします
1986年国立音楽大学大学院を首席で修
■報告方法：郵便か電子メールで確認日、確認者とその連絡先、確認した場所、内容、
了。
1990年 のCDデ ビ ュ ー よ り46枚 の
写真の6項目を報告
アルバムを発表。ジャンルにこだわらな
い音楽性が共感を呼び、全国各地でコン
彩の国環境大学受講生募集
サートを行い、ステージ数は1500回を
県民の皆様に環境について学んでいただき、地域で活動してもらうリーダーを育成
超え演奏のみならず作詞、作曲、編曲な
することを目的として開講されているものです。修了生は県各地で活躍されています
どマルチな音楽活動で活躍中
■開催日：8月31日㈯開講式・公開講座、基礎講座9月7日・14日・21日・28日・10月5
日、実践講座10月12日・19日・26日・11月2日・9日(いずれも土曜日)・11 ■ゲスト：上尾市在住ピアニスト 細貝 柊
■入場料：一般2,500円、高校生以下1,000円 ※全席指定
月23日(土・祝)閉講式・公開講座 ※基礎、実践の同時申し込みも可能です
■前売券販売所：上尾市文化センター、上尾市コミュニティセンター
■上記全ての問合せ：埼玉県環境科学国際センター 加須市上種足914
各窓口にて好評販売中 ※未就学児入場不可
TEL.0480-73-8363 E-mail: g7383313@pref.saitama.lg.jp
■問合せ：上尾市文化センター
TEL.774-2951
詳しくは、環境科学国際センター

小原孝ピアノリサイタル2019
〜弾き語りフォーユー〜

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！

● 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

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

万円

●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

●手続きは代行いたします

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

生前見積

365 日
24 時間
受 付

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
4
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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。

（死亡診断書・役所への届出・火葬許可証など）

上尾市緑丘 2-5-2

■会 場
■対 象
■競技方
■定 員
■参加費
■問合せ

※税別

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

日

28
●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）

etc

■主 催

一式

充実のサービス内容

● 会葬礼状

■会 場
■内 容

レディースプラン

ご葬儀に必要な経費です
● 仏衣

日

女性らしく美しい旅立ち

湯灌スペース有り

●棺

■問合

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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報

・川柳等

無料

開場)

「おおきくなったね! × おおきくなってね」

＝夏休み特別企画＝

フェスティバル2019

〜ホール体験ツアー〜上尾市文化センター

日

日 時：8月25日㈰ 10時〜15時30分(9時30分開場) ※入場無料

時：8月3日㈯ 1回目 10時30分開演

2回目 14時開演(各回約1時間)

■会 場：上尾市文化センター（上尾市二ツ宮750）
■内 容：①スペシャルステージ
（10時〜12時：中ホール・事前申込み歓迎）
・たね!×てね!劇場 「天から洋服が降ってきた」
・子どもの気持ちを体感しよう!「イヤイヤ期体操」
・みんなで
「パプリカ」
を踊ろう
（9時45分〜練習、
10時〜撮影）
・がっちゃんと太鼓をたたこう! 上尾和太鼓の会
「若駒」
（11時20分〜12時）
②子どもの洋服交歓会
（13時〜15時30分：ホワイエ）
・一緒に作ろう 手作りコーナー（13時より）
・ドレスや着物、ゆかたを着ての記念撮影
（13時〜15時30分）※カメラ持参
・水あそび
（14時〜14時45分：ホワイエテラス）※水着持参
※その他、
2019上尾こどもフェスティバル同時開催。キッチンカーによる模擬店等
■問合せ：認定NPO法人彩の子ネットワーク TEL.770-5272

客席からでは見ることのできないたくさんの仕掛け、普段では入ることのない音響室
や調光室、舞台上から見る客席など親子で文化センターのホールを体験してみませんか
■会 場：上尾市文化センター 大ホール
■対 象：上尾市内に在住の小学生と保護者
■定 員：各回20名 ※先着順
■参加費：1人 300円 ※当日集金
■申込み：電話にて受付中
■問合せ：上尾市文化センター TEL.774-2951

上尾市自然学習館 〜8月のご案内〜

❶自然観察会

S a i

彩カフェ in SAITAMA

■日

時： 毎週土曜日・日曜日(自然学習教室開催日除く)
10時30分〜、
13時30分〜(1時間)
■内 容：四季おりおりの自然を身近に感じられる楽しいひと時を、自然学習協力員
と一緒に過ごしてみませんか。子供から大人までどなたでも参加できます

〜女性活躍推進のための講演・交流会〜

第1回…9月3日㈫
会場：大宮ソニックシティ
講師：三浦 由紀江 氏
第2回…9月20日㈮ 会場：越谷サンシティホール
講師：斉之平 眞梨子 氏
第3回…10月17日㈭ 会場：ハートピア(熊谷）
講師：阪田 紫帆里 氏
第4回…11月12日㈫ 会場：埼玉会館(浦和区)
講師：伊藤 麻美
氏
第5回…11月27日㈬ 会場：ウェスタ川越
講師：櫻井 理恵
氏
第6回…12月10日㈫ 会場：大宮ソニックシティ
講師：南 まゆ子
氏
第7回…1月17日㈮ 会場：川口総合文化センターリリア 講師：菅 美香
氏
第8回…2月6日㈭
会場：大宮ソニックシティ
講師：堤 香苗
氏
■タイムテーブル…受付(13時)⇒開会(13時30分)⇒交流会(14時45分)⇒閉会(16時)
■対象：県内企業(団体)等に勤務している方 ■定員：各回先着100名
■問合せ：彩カフェ事務局(㈱セレスポ内担当：松尾・徳永) TEL.048-762-6250
HP：https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/torikumi/saicafe/

❷グリーンアドベンチャー

■日 時：上尾市自然学習館開館日で、
9時から16時
■内 容：上尾丸山公園内に、約30分で1周できるグリーンアドベンチャーコー
スがあります。コースを巡りながら名札が付いている様々な木につい
て学んだり、番号が付いている木の名前を答えるという、自分が主体
となって木を学習するものです

❸夏の特別観察会

■日 時：8月3日㈯〜18日㈰ 13時〜17時(天候次第)
■場 所：上尾天文台
■内 容：太陽の黒点やプロミネンスの観察。指導員からの解説あり
※小6・中3の理科の教科書に写真で載っているものを、望遠鏡により
自分の目で見られます

❹天体観測会

2019年度 第2回警察官採用試験

■日 時：毎週土曜日、
19時〜21時(6月から8月は19時30分〜21時30分)
■場 所：上尾天文台
■内 容：季節に応じた天体観測 ※天候不良の時は中止、当日の17時に決定
※参加費はすべて無料、自由参加で随時受付
■問合せ：(公財)上尾市地域振興公社 上尾市自然学習館 TEL.780-1030

■試験日程：
＜第1次＞試験日…9月22日㈰
試験会場…東京国際大学、埼玉県警察学校
試験内容…教養試験、論(作)文試験
合格発表…10月15日㈫
＜第2次＞試験日 ①第1日…10月19日㈯、
20日㈰のいずれか1日
②第2日…11月27日㈬から12月1日㈰のいずれか1日
試験会場…埼玉県警察学校
試験内容…①身体検査、体力検査 ②人物試験
合格発表…12月25日㈬
■試験区分及び採用予定人員
・Ⅰ類 35名(男性25名、女性10名) ・Ⅱ類5名(男性3名、女性2名)
・Ⅲ類 98名(男性80名、女性18名) ・武道・体育指導Ⅰ類 2名(柔道1名、剣道1名)
■申込方法：
インターネットのみ…8月2日㈮ 午前8時30分より8月28日㈬ 午後5時まで

第17回 領工会まつり

日

時：9月15日㈰ 9時30分〜14時30分

■会 場：㈱アイチコーポレーション敷地内
■内 容：埼玉上尾メディックストークショー、高所作業車試乗体験、ベルーナ即売会
模擬店、スタンプラリー、大抽選会他
■主 催：領工会まつり実行委員会

第53回 上尾市民ゴルフ大会参加者募集

日

※詳しい内容は、埼玉県警察HPに掲載のインターネット受験申込みマニュアルをご覧ください
※インターネットで申込みができない人のみ、紙の申込書で郵送または持参にて申込み

時：10月2日㈬

郵送の場合…8月28日㈬ 消印有効
持参の場合…8月28日㈬ 午後5時15分まで

■会 場：リバーサイドフェニックスゴルフクラブ(上尾市平方2606-1)
■対 象：上尾市内在住または在勤の方
■競技方法：18ホールズストロークプレー(新ペリア方式)
■定 員：200名(市内練習場等にて8/10㈯より受付、先着順で定員になり次第締切)
■参加費：1名 3,000円（チャリティ含む）
※プレー費等は個人精算
■問合せ：上尾市ゴルフ協会事務局(上尾商工会議所内) TEL.773-3111

同窓会プラン

プラン内容

料理

8/24（SAT）10 : 00 - 20 : 00

6,800円

1

お得

な！

プラン内容

2

フリードリンク

3時間

（ブッフェ形式）

お得

な！

プラン内容

3

会場使用料
延長料金60分

お得

な！

プラン内容

4

カラオケ 又は
プロジェクター
スクリーンセット

VOL.12

同時開催

大 人も 子 供 も
楽しい 体 験 教 室

お問合せ
手作りのお店

〒362‑0045

くるくる

梅雨の時は要注意!! 天井や壁のシミは…

雨漏りサイン!?

TEL

手作りのお店 くるくる

10万円以上のご成約の方に

5,000

埼 玉 県 上 尾 市 向 山 21‑ 9

048−725−7879

営業時間／10:00‑16:00 定休日／日、
祝日

円分

建ての方

以上の戸

暑い上尾の
恒 例 イベ ント

人気のお店
クラフターが
上尾に集合！

〒3 6 2 ‑ 0 0 3 6 上 尾 市 宮 本 町２−１
（アリコベールサロン館４階 ）
上尾駅東口
徒歩1分
TEL.048 -775 -8111 http://www.tobufoods.co.jp/banquet/ageo

築15 年

25（SUN）10 : 00 -16: 00

JR 上尾駅前
ショーサンプラザ
1F センターコート

（税込）

料 理（ブッフェ形式）
（計９品） フリードリンク（セルフバー）
な！

ＡＧＥＯカワイイ 雑 貨 ・ クラフトフェア

お一人様 20名様以上のご利用に限ります

たっぷり
３時間
お得

写真はイメージになります

問合せ…上尾警察署警務課 TEL.048-773-0110
埼玉県警察採用センター TEL.048-832-0110㈹
採用フリーダイヤル TEL.0120-373514※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/saiyo/

検 索

http://kurukuru.ocnk.net/

地 元 埼玉密 着で
㈲モスグリーン
ナチュラル®

壁のクロスが剥がれたりしていませんか？ そこをペラリとめくって見ると、想像も
見積無料! まずはお電話で! [9:00〜18:00]
したくないカビが大発生‼ 屋根からの雨漏りが原因でこんなことになるとは…。
実績
〒362-0806 埼玉県北足立郡
カビを見つけたらまずはお電話ください！ 当社では10年後も安心してお住まい頂ける工事をいたします。
伊奈町小室4751-1
http://mossgreennatural.com/
止められない

こうなる前に!!

雨漏り 水漏れ 水回り のお悩みは、プロが
雨漏りの施工実績2700件超!

スピード対応!
5

あぴお2019_08_196号_0 _05.indd 2

いたします!

施工後10年保証!※応急処置除く

100%

アマモリトメル

施工実績公開中!

雨漏りはなし!

8月号

2019/07/25 13:52

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8月無料相談日

各種補助金のための事前準備に活用できます！

法 律

※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：野口 茂】
●20日㈫ 午後1時30分〜3時30分
★労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、就業
規則等各種手続き ※電話予約優先、
1人30分

労務・年金

【税理士：武藤 康弘】
●9日㈮ 午後1時〜4時
★消費税、事業承継、相続、贈与、決算、申告など
※電話予約優先、
1人30分

税 務

【日本政策金融公庫】※午後1時〜3時
●6日㈫・13日㈫・20日㈫・27日㈫

金 融

経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】
●23日㈮ 午後1時〜4時

献血・骨髄バンク登録運動

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONS

【弁護士：福地 輝久】
●7日㈬ 午後1時30分〜4時30分

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONS

= 一般市民の方も相談できます =

経営革新計画策定セミナー

検索

上尾ライオンズクラブ

6月26日㈬ 上 尾 駅 西口イトー
ヨーカ堂前にて献血・骨髄バン
ク登録運動を実施しました。上
尾ライオンズクラブでは、年間3
回の活動を実施しており、大変
多くの方にご協力頂いています。
今回の献血会場では、じゃがい
もクラブのメンバーが3月に植え付け
た新じゃがを収穫しご協力頂いた皆
様に配布いたしました。市内のライオ
ンズ農園で仲間が毎年、野菜作りをし
親睦を深めています。献血会場では、
人づくり委員会を中心に日本赤十字
血液センターの方々と早朝より準備
し午後4時30分まで活動しました。
上尾ライオンズクラブでは、奉仕活動に興味のある方を
募集しています。 上尾ライオンズクラブ事務局
（TEL.774-8794 月・火・水・金の10時から15時）

上尾商工会議所では、各社が元々持っている経営資源を活
かした新たな取り組みを計画書にするお手伝いをします。各
種補助金申請のための基礎書類としても活用できます。
日 時： 10月8日 ㈫・15日 ㈫・25日 ㈮・29日 ㈫
各日とも18時〜20時
会 場：埼玉縣信用金庫上尾支店 会議室
参加費：無料 ※セミナー終了後の無料専門
家派遣付き！
対象者：県内に書類上の所在を有し、
1年以
上事業実績のある中小企業・個人
事業主の方
講 師：㈱ウィルパートナーズ
代表取締役・中小企業診断士
辺見 香織 氏 ※わかりやすく実績があり好評で、
非常に人気の先生です
申込み･問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111
後 援：埼玉縣信用金庫 上尾支店
《カリキュラム》
第 1 回 経営革新計画について／経営計画策定のポイント

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

★販路拡大、現場改善、社員教育、パソコン全般など

第 2 回 現在の経営・事業分析／新事業の考え方①

商工会議所のHPから 消費税軽減税率対策セミナー

当社の社員が、会社を退職し今の仕事を続け
たいのですがどうしたら良いのでしょうか、
と相談に来ました。どのように伝えたらよい
のでしょうか？
労災保険は、本来労働者の業務または通勤に
よる災害に対して保険給付を行う制度です
が、労働者以外でもその業務の実情災害の発生状況
などから見て、特に労働者に準じて保護することが適
当であると認められる一定の人には、特別に任意加入
を認めています。これが特別加入制度です。一人親方
等の特別加入についてその加入者の範囲、加入手続、
加入時健康診断、業務災害、通勤災害の認定基準（保
険給付の対象となる災害の範囲）
などに関してです。
＜特別加入者の範囲＞
労働者を使用しないで、下記の事業を行うことを常態
とする一人親方、その他の自営業者及びその事業に従
事する人が特別加入できます。
①自動車を使用して行う旅客または貨物の事業（個人
タクシー業者や個人貨物運送業者など）
②土木、建築その他の工作物の建築、改造、保存、原
状回復修理、変更、破壊もしくは解体またはその準
備の事業（大工、左官、とび職人など）
③漁船による水産物・植物の採捕の事業
④林業の事業
⑤医薬品の配置販売（医薬品医療機器法30条の許可を
受けて行う医薬品の配置販売業）
の事業
⑥再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選
別、解体などの事業
⑦船員法第1条に規定する船員が行う
事業
●今月の回答者
野口社会保険労務士事務所
社会保険労務士 野口 茂

TEL.722-4539

落語で楽しく学ぶ

シフト制、その他夏季・年末年始など 待 遇 社会保険完備、制服貸与 他
資 格 要普通免許、初任者研修以上の資格 ※ブランクOK 実務経験あれば尚可
休日

管理候補者も 給与 月給18万円〜25万円
（経験・能力による）
同時募集中！
時間 9:00〜18:00 休日 週休 2 日制
資格 初任者研修等 ※パートも可（詳細はお問合せください）

事業承継セミナー

入社
祝金

身体介護 1,500円〜2,000円

生活援助 1,300円〜1,500円

上尾市柏座 3 -10 -10
富士見荘 103

ジョナサン●

●●●
●
●
アルプリエ

●エネオス

●●●

柏座二

小規模リフォーム専門店
大特価!
地域最安値です!! 88,000円円
激安

・節水
・節電
・フチなし

(税別)
(税別)

一世
州斗
心菜
恵佑
悠登
心渚
光
優奈
柚
凛香

晄
美月
瑚青

山口 芽郁
髙内 桃花
松波 絆奈
齊藤 凛心
神
唯花
松本ひなた
植村 翔太
遠藤 維吹
本間 美海
君塚 令依
増永 心優
樋口 大湖
松川 桃花
藤村 姫衣
原田こひな
原口 一茶

小松

立弥

佐々木 楓
渡辺百々花
大野 知優
富岡 大葵
栗原 由佳

中村 みお
土川 智之
小 林
陽
邊見 安未
坂本 美郁
間下 麻衣
野口 颯来
梅木綸太郎

お近くの珠算教室をご紹介致します。

●上尾珠算連盟 TEL.773-3111

上尾駅
西口
吉野家

銀行

3F

イトー
ヨーカドー

ドルチェ

『あぴおを見た』
とお伝えください。

上尾駅西口

上尾市谷津2-1-50-31小池ビル3階 TEL 048-856-9778
営業時間 20：00 〜 0：00（月曜〜土曜）・ 定休日/日曜
メタルトップ
フロアレディ・ホールスタッフ募集中
！

メーカー保証
7年!

給湯＋追い焚き＋エコ
GT-C2062SAWX

・20号（2～3人用）
・オート壁掛
・リモコン付（台所&浴室）

工事費
コミコミ

N3GQ2RVQ1

お買得コンロ
メタルトップ

128,000円 49,800円円
換気扇交換

シングルレバー水栓

( )

29,800円〜
円〜

税別

18,000円〜
円〜

( )

)

工事費
コミコミ

税別

(

15,000円〜
円〜

工事費
コミコミ

トイレの換気扇
税別

工事費
コミコミ

( )

15,000円〜
円〜

28,000円〜
円〜

シャワー水栓交換
)

工事費
コミコミ

工事費
コミコミ

税別

浴室鏡交換

(

( )

税別

8,000円〜
円〜

25,000円〜
円〜

手すりの取付

トイレの修理
工事費
コミコミ

工事費
コミコミ

税別

22,000

(税別)
(税別)

( )

10,000

(税別)
(税別)

税別

水栓水漏れ修理
工事費
円〜
円〜
コミコミ
浴室換気扇交換
工事費
円〜
コミコミ
円〜

)

トイレ
トイレのの修
修理
理

棚澤
秋山
倉部
須長
栁田
田村
古 賀
藤沼
松 澤
吉川

(
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浴
浴室
室まわり
まわり修
修理
理

新井鼓大郎
関谷 妃菜
貝塚 裕成
青木 祥晃
長谷部愛優
田中 怜美
塚本 芽衣
永澤 怜実
須賀 大翔
森 島
凛

税別

小
小さな
さな工事
工事も
も
喜んで!!
喜んで!!

級

結衣
怜英
夏未
詩織
季也
心葉

( )

1万円からの
万円からの

3

飯田
榎本
寺崎
海谷
藤原
横田

税別

キッチン
キッチンまわり
まわり修理
修理

工期 約1時間

級

齋藤 妃莉
中村 壱颯
戸 部
空
石田健太郎
皆川 琥晴
青木 愛莉

川口
相原
金井

オールタイム60分
￥2,500円（税込）

☎ 048-871-5477
ピュアレストQR+
ビューティトワレ
CH931SPF

2

優也
志衣
航大

ドルチェ

上尾中央
総合病院

●●●

級

日坂
中原
石島

Dolce

まずはお電話にてご連絡ください 【受付】平日 9:00〜17:00

組み合わせトイレ
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★

まいこ
カフェ
●

1

亮磨
大輝
佑成

お問い
合わせ先

パ 週2日〜

むさし野グループ上尾

時給表

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

後藤
榎本
宮城

3 万円

当社規定による

訪問介護ステーション

土日祝時給アップ

見積無料! 工事費・処分費コミコミ! ※全商品税抜価格
他社より高い場合はご相談ください！

合格おめでとう！
第216回珠算検定合格者 （6/23実施）

上尾市

★土・日・祝、お盆・年末年始勤務は時給UP！
9:00~18 : 00 の間で 1時間〜 週1日 〜 勤務可能

☆こんな方にオススメ!
・生産性をあげて残業時間を減らしたい…
・
「働き方改革」
に対してどう対応すればいいのか…
・人材不足解消のために非正規社員の処遇を改善したい…
※労務管理・企業経営の専門家があなたのお悩みを解決します!!

ゼクシス

時給

時間

｢埼玉働き方改革推進支援センター｣を
ご利用ください！
受付時間：平日 9時〜17時 TEL.0120-729-055

今まで経験してきた仕事、積み上げた技術や資格などを活かし
て起業する方が増えています。顧客の課題・地域の課題・社会の課
題を解決する経営者になるために必要な知識を学ぶ２日間です。
日 時：8月21日㈬・22日㈭18時30分〜21時30分
会 場：鴻巣市市民活動センターエルミこうのすアネックス3階
（鴻巣市本町1-2-1）
内 容：8/21…創業手続、ビジネスプラン作成、資金調達
8/22…地域ビジネスの集客方法
講 師：Step up consulting ㈱代表取締役 山内 正明 氏
対 象：独立開業を目指すサラリーマン、
OL、主婦、学生。副業でビジネス
を始めたい方。創業後5年以内の方、経営の基本を学びたい方
定 員：20名
（先着順） 受講料：2，
000円
問合せ：鴻巣市商工会 TEL.048-541-1008 Fax.048-541-1071

他社とのかけもちもOK!

1,300 円 〜 2,000円

埼玉労働局からのお知らせ

創業セミナー 〜受講生募集〜

歓迎
！

給与

第 4 回 新事業の実現に向けて／意見交換会

＜１日目＞ 日 時：8月7日㈬
内 容：第１部 落語セミナー
第２部 いちばんやさしい事業承継セミナー
＜２日目＞ 日 時：8月23日㈮
内 容：第１部 事業承継にまつわる
「お金」
の話
第２部 事業承継にまつわる
「法律」
の話
会 場：北本市文化センター第２研修室（北本市本町1-2-1）
講 師：7日 小林 工(中小企業診断士)他、
23日 亀石 浩司(税理士)他
開 演：14時〜16時(13時30分開場) 対 象：経営者、後継予定者
定 員：30名(申込先着順)※セミナー終了後、16時〜17時まで個
別相談あり（希望者のみ）
問合せ：北本市商工会 TEL.048-591-4461 Fax.048-591-4043
E-mail info@kitamoto-sci.jp

ブラ
ある ンク
大 方も

オープニングスタッフの募集です！

第 3 回 新事業の考え方②／自社の強みを活かす新事業選定

商工会議所では、10月の消費税軽減税率の導入を目前に控え、何
時でも何処でも何度でも無料で視聴できる消費税軽減税率対策セ
ミナーをホームページ上に開設しました。映像と音声による本格的
なセミナーが受講できますので、ぜひご利用ください。
視聴期間：12月31日㈫まで
内
容：①複数税率対応レジ導入補助金
講師 井手 美由樹 氏
②軽減税率の基礎知識
講師 仲光 和之 氏
③消費税
「区分経理の実務」
講師 小野
恵 氏
④キャッシュレス決済入門
講師 井手 美由樹 氏
操作方法：ステップ1…商工会議所のHPより軽減税率対策セミナー
のバナーにアクセスします
ステップ2…消費税軽減税率対策セミナーページが表示
されたら
【ログイン】ボタンをクリックし ID
（k0648）
とパスワード
（3111）
を入力します
ステップ3…動画と音声による本格的なセミナーを何時
でも何処でも何度でも無料で視聴できます
問 合 せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111

8月号
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●あなたのげんきのおてつだい・上尾商工会議所●
…………………………………………… 上尾商工会議所が実施した主な事業をご紹介します

第162回議員総会 開催
上尾商工会
議所は6月25日
㈫、東武バンケ
ットホール上尾
で第162回通常
議 員総 会を開
催しました。当
日は、畠山稔上尾市市長、小林守利上尾市議会議長、椎木
隆夫埼玉県県央地域振興センター所長をはじめとする来
賓等8名、当所役員・議員60名が出席しました。議事では、
平成30年度事業報告書並びに収支決算報告書の承認、令
和元年度補正予算(案)の承認の2議案について審議し、い
ずれも全員賛成で承認されました。平成30年度事業報告
については、本紙7月号でご紹介しましたが、収支決算報

リーダー養成実践セミナー
小原歯車工業・伊藤鉄工を視察

7月4日
㈭、第3回
「 リー ダ
ー養成実
践セミナ
ー」工 場
見学会を
実施し29名が参加しました。172品目15,200種類もの多種多
様な歯車を在庫管理・即納する世界的な歯車メーカーの
「小原歯車工業」
(川口市)、マンホ
ール蓋などの鋳
物鋳造メーカー
「伊藤鉄工」の工
場を見 学し、先
進的企業の実際
の製造現場を視
察しました。

告は、一般会計等8会計の総合計569,813千円、繰入金
43,662千円、純合計526,151千円となりました（グラフ参
照）。令和元年度補正予算（案）は、繰越金が確定したこ
とにより、5会計の補正（総合計15,299千円の増額）を行い
ました。また、総会の冒頭、関東商工会議所連合会ベスト
アクション表彰の栄に浴された上尾商工会議所ものづくり
グローバル経営研究会代表理事の永倉宏之氏に、表彰状
の伝達が行われました。

財政調整会計
70,533

一般会計
133,303

活性化基金会計
135,380

商工業振興会計
12,649

上尾ロータリークラブ
（須田悦正会長）野球部は、阪

相談所会計
65,787

収益事業会計
126,452

ものづくりグローバル経営研究会・
永倉宏之代表理事

キャッシュレス決済ポイント還元や
レジ導入補助金
消費税軽減税率対策セミナーを開催

コアで劇的な逆転勝利をおさめました。甲子園の土を
踏みしめた時の高揚、大銀傘を仰ぎ見たときの胸の高
ウグイス嬢のアナウンス、ヒットの快感、そして勝利の
美酒と、野球大会を満喫。当クラブの会員になって一
緒に甲子園の土を踏んでみませんか⁉

マル経融資のご案内！＜無担保･無保証人･低利＞
経営改善を図る小規模事業者を支援するため、上尾
商工会議所の推薦により受けられる国の制度資金です。
融資額：2,000万円以内 利 率：1.21%
（R1.7.11現在）
返済期間： 運転資金 7年以内
（据置1年以内）
設備資金10年以内
（据置2年以内）
[融資対象]①従業員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④原則、同一地域で最近1年以上事
業を営む⑤商工業者かつ日本政策金融公庫生活事業の
融資対象業種⑥1,500万円を超える借入は別要件あり

問合せ：上尾商工会議所 中小企業相談所 TEL.773-3111

フレッシュあげお −上尾夏まつりに参加−
2019フレッシュあげお小熊彩椰さん・河合杏奈
さん・津崎奈南さんが、
7/7㈰開催「第3回上尾市
8020よい歯のコンクール」
で80歳で20本以上歯が
ある方を表彰するイベントに参加しました。また、
7/14㈰上尾駅周辺で開催され多くの人で賑わった
「上尾夏ま
つり」
の神
輿 渡 御の
ア ナ ウン
スを 担 当
しました。

講 師 の一般 社 団 法
人さいたま市地域活
性 化 協 議 会・ 星 野 邦
敏代表理事

▼

質

神甲子園球場で開催された
「全国ロータリークラブ野
球大会」
で東京秋川ＲＣと対戦し、
15−13というハイス

鳴り、スコアボードに記された名前を見た時の興奮、

今年10月、消費税10％引上げと同時に導入される軽減税
率制度に向けた「消費税軽減税率対策セミナー」を、6月19
日㈬、東武バンケットホールで、㈱IdealWork代表取締役
中小企業診断士 井出美由樹氏を講師に開催しました。ま
た 、6 月 2 6 日
㈬、商工会議
所で、Idea
REST代表 門
浩司氏を講師
に「カード 決
済・電子マネ
ー決済がもた
らすキャッシ
ュレ ス 化 入
門」をテーマ
に講演頂きま
した。

6月25日㈫、上尾商工会議所で、6月
定例会「今、上尾市にとって必要なま
ちづくりとは」
を開催しました。一般社
団法人さいたま市地域活性化協議会代
表理事の星野邦敏氏を講師に、さいた
ま市での事例をヒントに上尾市の活性
化について考えるワークショップを実
施しました。星野先生の興味深い講義
を聞いた上尾YEGメンバーからは様々
な意見やアイデアが飛び出し、大変有
意義な定例会となりました。

期
短納 高品

全国ロータリークラブ野球大会で逆転勝利！

〔単位：千円〕

上尾商工会議所青年部 −6月定例会を開催−

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

上尾ロータリークラブ

会計別決算規模
退職給与積立金会計
20,239
議員活動会計
5,470

▶

Topics

格

低価

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！

安置料無料

476,000 円（+ 税）

家 族 葬（通
（通夜・告別
（通夜
夜・告別 親族20名想定）
総額

588,000 円（+ 税）

総額

821,000 円（+ 税）

一 般 葬（
（通夜・告別
通夜・告別 親族20名 一般50名想定）

上記金額には料理・返礼品含んでおります

もしもの時は

〒362‑0031 埼玉県上尾市東町 3 丁目 1963‑2

URL

総額

436,000 円（+ 税） + 式 場 費

家 族 葬（
（通夜・告別
通夜・告別

親族20名想定）
親族20名想定）

508,000 円（+ 税） +
総額 508,000

一 般 葬（（通夜・告別
通夜・告別 親族 20名
20 名 一般 50
20
50 名想定）
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

012 0 - 6 5 - 0 9 8 3

TEL : 048‑777‑1911

http://www.azalea.ne.jp
7
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〈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
告別のみ 親族20名想定）
親族20名想定）
上尾伊奈斎場つつじ苑

24時間 詳しくは当社まで ご連絡お願いいたします
対 応

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

株

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︒
︵お布施︶
も含まれておりません︒
＊宗教者へのお礼

総額

＊但し︑供花物・ドリンクは含まれておりません︒

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

館内見学・事前見積
︵無料︶
ご相談を承ります

ポスティング
スタッフ募集‼

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︒

TEL.048-771-3657

〒362-0011 上尾市平塚 1988

※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。

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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