●●●●●●●●●

上尾商工会議所月刊情報紙

●●●●●●●●●

2019年
（令和元年）
9月１日発行 Vol.197

＜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
●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。

Sep.
2019

消費税率10％への引上げに合わせて

10月1日から｢軽減税率制度｣が実施されます
10月1日(火)から消費税率が10％に引上げとなりま
すが、一定の商品・サービスについては軽減税率制度
により8％になります。まずは「軽減税率対象品目」
について、きちんと確認しておきましょう。

持ち帰り・宅配等は軽減税率対象品目
酒類・外食などは対象外となります

軽減税率の対象となるのは、｢酒類 外食を除
く飲食料品｣ と ｢週2回以上発行で定期購読さ
れる新聞｣ です。また、医薬品・医薬部外品、
水道水などは食品表示法に規定する ｢食品｣ に
あたらないので、軽減税率の対象から除外され
ています。ただし、ミネラルウォーターなどの
飲料水(人の飲用のみ)や特定保健用食品、栄養
ドリンク風清涼飲料水は ｢食品｣ に該当するの
で軽減税率の適用対象となります。
●軽減税率の対象とならない
「外食」と「酒類」の定義
★生活に欠かせない水道水は、なぜ軽減税率の対象外なのでしょうか? 飲み水とし
てはもちろん、炊事・風呂・トイレ等、生活のあらゆる場面で使用され、｢食品｣とし
ての水と、生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されるため、人
の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の対象外となります

｢外食｣ の定義とは､「飲食店等を営む者
が、テーブル、椅子、カウンター、その
他の飲食に用いられる設備のある場所に

事業者の皆様へ／軽減税率制度導入の準備は万全ですか？

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、9月30日(月)から来年３月下
旬頃まで、一時的に事務所を移転します。
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
上尾市
上下水道部

上尾市
保育所

ここいち上尾
前田内科

商工会議所は中小企業の軽減
税率対策を全力で応援します
上尾商工会議所へお問合せを!

芝川

システムの改修が必要になるため、軽減税率対策補助
金制度の交付申請など、早めの対策が重要です。
円滑な事務処理や販売のためにも、売上・仕入を税
率ごとに区分し、正しい経理処理が必要になります。
また、請求書や領収書も「区分記載」が必要になってき
ます。店内の価格表示も、お客様にとって分かりやす
い表示をするように心がけましょう! 正しい記帳や
経理処理の実施、税率の問い合わせやクレームに対応
するための従業員教育も早めに準備しましょう!

上尾商工会議所は、
9/30(月)から
移転先での業務開始となります

根貝戸団地

消費税の軽減税率制度は、すべての事業者の方に関
係があります。
●飲食料品の売上・仕入の両方がある方→売上や仕入
について、取引ごとの税率により「区分経理」を行なうこ
とや､「区分記載請求書」等を交付する必要があります。
●飲食料品の売上がなくても、飲食料品の仕入(経費)
がある課税事業者の方→仕入(経費)について、取引ご
との税率により「区分経理」を行なう等の対応が必要と
なります。
●免税事業者の方→課税事業者と取引を行なう場合、
「区分記載請求書」等の交付を求められる場合があります｡
軽減税率制度導入によって、変更となる事務処理を
確認しましょう ! とくに、軽減税率の対象品目 ( 飲
食料品等)を扱う事業者は、レジの入れ替えや受発注

おいて、飲食料品を飲食させる役務の提供」と
なります。ちなみに、屋台などで、料理を提供
しているだけで飲食設備がない場合は軽減税率
の対象となります。また、｢酒類｣ とは、｢酒税
法に規定するアルコール分1度以上の飲料｣ を
いいます。したがって、みりんや料理酒などの
調味料でも酒類に該当するものであれば、その
販売は軽減税率の適用対象とはなりません。
このほか、軽減税率対象か否かの区分けは細
分化されるため、消費の現場では事業者・消費
者の双方で混乱が生じることが想定されます。

上尾市文化センター前
（下車徒歩約5分）

梅林堂

伊奈町→

←上尾駅

■資料出典／日本商工会議所 中小企
業振興部発行｢中小企業のための消費税
軽減税率制度導入と消費税転嫁対策｣

上尾市文化
センター●
●⬅現事務所

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】

(税別)

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

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。

円

■左記プランに含まれていないもの

お棺

メリッ
ト

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

病院やご自宅で
もしものときに

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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AGEバルの秋到来！今年は｢パスポート制｣になってスタンプラリーも開催！お楽しみに！
■AGEバルの楽しみ方<１>
まずは、
「パスポート」
を購入し
ましょう! ｢あげお お土産・観
光センター｣のほか、一部店舗で
も販売予定。参加店の案内マップ
が掲載されているパンフレットも
忘れずに! バルメニューの提供
日時は各店ごとに異なるので、事
前にチェックしておきましょう。

■開催期間／10月５日(土)〜10月31日(木) ★64店が参加します！
■開催場所／上尾駅周辺地区(上尾駅を中心に半径500ｍ圏内)
■主催／上尾市観光協会 ■後援／上尾市・上尾商工会議所・上尾商店街連合会
■パスポート販売場所／｢あげお お土産・観光センター｣(上尾駅東口、A-geoタウン２階）
前売券(９月14日〜10月４日まで)300円・当日価格(開催期間中)400円

あげおビジネススクール 創業パワーアップ講座

売上を確保するために
何をしたらいいの？

＜みほん＞

■AGEバルの楽しみ方<２>〜スタンプラリーに参加
お得なバルメニューが１品800円で楽しめちゃうのが､
AGEバル最大の魅力！パスポート制になって、チケット
の追加購入や使い残しの心配もなくなりました。パス
ポートは ｢1人に1枚 ｣ 必要です。 パスポートを提示し
て、お店で料金(800円)を支払います。このとき、スタ
ンプを押してもらうのをお忘れなく! いろいろなお店
の スタンプ を 集 め て、スタンプラリー に 参 加 し ま し ょ
う。豪華賞品が当たるかも!? ※詳細は、
AGEバル公式
サイト ＜https://ageo-bar.com＞ を 参 照 く だ さ い！
●10/５(土)｢AGEバル マルシェ｣を開催!

オープニングイベントとして、
10月５日(土)12時〜18時、
上尾駅自由通路にて、｢AGEバル マルシェ｣ が開催され
ます。ＡＧＥバル参加店等のほか、上尾チンドン倶楽部の
みなさんが賑やかに盛り上げます。ぜひ､ ご来場ください !

上尾商工会議所青年部・(公社)埼玉中央青年会議所共催
上尾市後援 高原直泰さん[公開講演会]開催のお知らせ

■主催／上尾商工会議所
上尾市
■後援／埼玉縣信用金庫
埼玉県信用保証協会

＼新しいことに挑戦したいあなたへ／

今取り組むべき｢変革｣の一手

｢売るスキル｣とさまざまな販促法が身につく、創業希望者向けの
入門講座を開催します。本講座は｢特定創業支援等事業｣に位置付けら
れており、全講座修了した人で、国が定める要件に該当する場合には、
市が発行する証明書により、国の支援制度が受けられます。

なぜ、沖縄のサッカークラブが
コーヒー豆を栽培するのか?

■開講日／10月３日(木)・10日(木)・17日(木)・24日(木)<全4回>
※時間はいずれも18時から20時まで
■会場／埼玉縣信用金庫上尾支店 3階 (上尾市宮本町10-31)
■講師／販促プロセスコーディネーター 山崎浩司(やまざき･こうじ)さん
※10/24(木)は埼玉県信用保証協会 経営支援部 創業担当
■対象／上尾市内で創業したい人、創業を考えている人
■参加費／4,000円(税込・全４回分・受講初日に納付) ■定員／20名

■たかはら・なおひろ／静岡県三島市出身のサッ
カー選手 ・ 指導者 、サッカークラブ代表者 。九州
サッカーリーグ・沖縄ＳＶ所属。沖縄ＳＶ
（株）
•ＣＥＯ、
監督兼選手。ポジション：フォワード 。元日本代表

■申し込み方法／9月9日(月)から受付開始。住所・氏名・年齢・電
話番号・ファクス番号・メールアドレスを、電話またはファクスで
上尾商工会議所へ<電話受付:平日8時30分〜17時>

■日時／９月29日(日)
13時30分〜15時＜開場：13時〜＞
■会場／上尾市文化センター 中ホール
■定員／280名＜入場無料 ･全席自由席＞
●第1部「なぜ、沖縄のサッカークラブがコー
ヒー豆を栽培するのか？」
講師:高原直泰さん｡
｢沖縄コーヒープロジェクト｣は、行政・琉球大
学・ネスレ日本による官民学連携のプロジェク
ト。なぜ、高原さんはこのプロジェクトを手が
けるのか。つねに変革に挑戦し続ける極意を
お話しいただきます。●第2部「今、取り組むべ
きSDGsとは？」／プレゼンター：(公社) 埼玉
中央青年会議所。高原さんも取り組んでいる
世界共通のゴール ｢SDGs｣ への理解を深め、
現代社会に生きる私たちが大切にしたいパート
ナーシップについて提言します

■申込･問合せ／上尾商工会議所 TEL.048-773-3111 FAX.048-775-9090

■問合せ／公益社団法人 埼玉中央青年会議所 担当：小池 TEL.080-4134-0579

■講義内容(抜粋)
●就業中でもできるＰＲ ●かんたん販促ツール作成法
●コンセプトのつくり方 ●顧客像／自分に合った売り方を考える
●販促スキル／センスの磨き方
●なかなか売れないとき／収入を安定させたいときには？
●よくある創業時の困りごととその解決法

■申し込み方法

申込フォーム<http://u0u1.net/3yvi>ま
たは下記のQRコードから事前登録。
当日、
会場受付にてチケットの受け渡しを行なっ
てください。
※上尾商工会議所青年部公式
サイト＜https://www.ageocci.or.jp/yeg＞
にて詳細内容を掲載、事前登録もできます
※事前登録の申し込みは先
着順、定員になり次第締め
切りとなります。バリアフ
リー席もあります。お気軽
にお問い合わせください！

9月12日 〜15日
（木）

117

（日） 特選破格奉仕市
特選破格奉仕市

◆正絹振袖（未仕立て品）超
298,000円+税の品

お買得

108
108,,000
000円円

特別
価格

その他、振袖用和装小物も豊富に取り揃えております。

◆正絹本加賀友禅訪問着
メ 880,000円の品

特別価格

◆正絹紋繊袋帯
メ 580,000円の品

特別価格

◆正絹紋意匠色無地
メ 128,000円の品

特別価格

216,000
216,000円
円
194,400
194,400円
円

ママ振袖 応援キャンペーン
お母様の思い出も大切・
・
・と新井屋は考えています。

▲ＱＲコ
申し込

お仕立て上がり

七歳祝着22点セット
お仕立て上がり

お仕立て上がり

正 絹

86,400

ポリエステル100％

23,760

75,600
75,600円
円

ポリエステル100％

9,500

※品切れの際は、
ご容赦ください。

〈思い出の晴着を大切にする方へ〉
振袖生洗い…売り出し期間中のみ

3,500円円

本格派のきものを超破格値で大提供！
充実した最高級品揃いでお届けします。

〒362-0035

上尾市仲町1-6-7

048 -775- 0009
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言葉の力

「姿勢」

埼玉上尾メディックス

※このコーナーに掲載中の『言葉の力』は
コロコロ変わる心を
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ご了承ください。

GO! FIGHT!

安定させるのは難しいけれど、

2019-20シーズン｢GACHI WIN〜勇躍進撃〜｣で優勝を!

姿勢を整える習慣を

10月のリーグ開幕に向けて、2019 -20

10月開催の試合日程
■第74回 国民体育大会 いきいき茨城ゆめ国体2019
埼玉代表として国体本戦に出場します｡ ご声援を!
★開催期間／10月２日(水)〜10月５日(土)
★会場／ひたちなか市総合運動公園総合体育館
※試合日程・組合せは、９月７日(土)の抽選会で決定します。
詳細は下記公式サイトを参照ください！

■2019-20 V.LEAGUE Division１ WOMEN
●10月12日(土) 第１試合 14時〜
会場／ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館)
vs 東レアローズ
●10月19日(土) 第２試合 15時〜
会場／埼玉県立武道館 ★地元開催です！
vs JTマーヴェラス
●10月20日(日) 第２試合 16時〜
会場／埼玉県立武道館 ★地元開催です！
vs PFUブルーキャッツ
●10月26日(土) 第１試合 11時〜
会場／YMITアリーナ(くさつシティアリーナ・滋賀県)
vs KUROBEアクアフェアリーズ
●10月27日(日) 第１試合 12時〜
会場／YMITアリーナ(くさつシティアリーナ・滋賀県)
vs トヨタ車体クインシーズ

身につけるだけで

シーズンのスローガンが 決 定しました!

心も整うようになる。

「勇躍進撃｣は、A M Gスローガンの ｢躍

進」と、チームスローガンの ｢勇気をもっ

て勢いよく前進する｣ をかけ合わせた吉
田敏明監督の造語。合わせて、新キャプ

揮毫・文／書道家

テンに井上美咲選手 (＃13・ミサキ) の就

までチーム一丸となって、昨年から継続

する｢GACHI WIN｣と合わせた新スローガン

で､V.LEAGUE DIVISION 1(D1)優勝を

目指します。ご支援 ご声援を願います。

7月17日、田中家料理店と
して新規開店しました。
四季折々の食材を丁寧に
用いて、お客様を最上級
の美味しさでおもてなし
いたします。
地元のお客様を美味しさで支える
「第二
のダイニング」
として愛されるよう日々努
力と精進を重ねてまいります。 至 川越上尾陸橋

■国体本大会へ出場が決定！
８月17日、船橋アリーナで開催された第

74回国民体育大会関東ブロック大会にて、
埼玉上尾メディックスは､ 東京代表(ＧＳＳ

東京サンビームズ)に[２-１]、神奈川代表
(松蔭大学)に[２-０]と２戦全勝し､ 国体本
大会への出場権を獲得しました。10月２日

岡田 功さん

▼普段は自宅の和室
に飾られている思い出
の品。仕事場で拝見
すると、職人の魂が伝
わってくるようです

期す選手たちの活躍にご期待ください！

至 桶川
上尾駅
東口

はら内科
クリニック
駿河屋

■読者プレゼント❶／お食事券
（1,000円）
を10名様

本格インド料理カレー！
おすすめ
表装の仕事を始めたのは曽祖父。跡を継いだのが
アジアンダイニング
孫にあたる父(栄一さん)で、私が三代目となります｡
ライスとナンはお替り自由で食べ放題です！
父は熊谷で修業したのですが、同じ表具店で修業し､
ランチタイムは、カレー・ナンまたはライス・サラダ・ドリ
ンクがセットになった
「ランチセット」
（790円〜）
、日替わ
独立して表装専門店を立ち上げたのが叔父 誠治です｡
り特製カレー＆6種のカレーから選べるランチタイム弁当
（ワンコイン500円ランチ）
もあります。ディナータイムは、
叔父は書道家との付き合いも広く、親しい作家の方
甘口から辛口まで30種類のカレーから選べる
「ディナー
セット」
（1,060円〜）
、お子様にもおすすめなマイルドな
からこの版画を頂戴したようで、棟方志功の作品だ
カレーもあり家族連れでも楽しめます。
あぴお特典・読者限定サービス
と伝え聞いています。
本誌切抜持参で
なぜ、私に託したのか。子どもの頃から
「いさお､
有効期限：2019年9月末日
いさお」と可愛がった甥っ子が表具職人の道を歩み
2名様から40名様まで各種パーティ承ります。
（
「食べ放
始めた餞 (はなむけ )だったのでしょうか。名前に同
題＋飲み放題」の2時間コース・お一人様3,000円〜）
お
持ち帰りもできます。
じ
「功」の字がありますし、兄への感謝を込めてそ
●住所／上尾市地頭方401-1 ●TEL／725-7778
の息子に、となったのかもしれませんね。大きさは
●定休日／年中無休 ●駐車場／有
●営業時間／ランチ11:00〜15:00 ディナー17:00〜23:00
縦70cm×横120cm｡ 下地や額縁は手近なもので、
高価
■読者プレゼント❷／お食事券
（1,000円）
を10名様 ※ディナーのみ
な材料ではありませんが、裏打ちや貼り方などは、
職人気質だった叔父らしい、きっちりした仕上げと
■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
なっています｡ この作品をもらってから４、５年後、 ＜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
叔父が54歳で亡くなってから30年。私も58歳になり､ 「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
室内装飾全般が主体となりましたが、職人の技術と
募ください。
心意気は今も脈々と息づいています。
★申込締切／9月17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。
上尾青色申告会会長に就任し、消費税引上げ後の
※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。
確定申告対応に力を合わせて尽力してまいります。

ニューデリ

上尾駅

アリオ

市民体育館

大平中

エネオス

マクドナルド

■室内装飾 岡田表具店
上尾市中分3-227
TEL.048-725-1636 FAX.048-725-1909

高齢者活躍人材確保育成講習のご案内
高齢者活躍人材確保育成講習のご案
内（厚生労働省委託）

技能講習 ▶ シルバー人材センターに登録 ▶ 就業
受講者募集 まだまだ働きたい、
受講料
テキスト代
無料

旧中山道

●住所／上尾市愛宕1−28−20
●TEL／775-3112
●営業時間／ 17：00〜23：00
（LO22：30）
●定休日：日曜日

(水)開幕の本戦で、埼玉代表として優勝を

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

上尾青色申告会 会長
岡田表具店 代表

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！

任が発表されました。若手からベテラン

運動公園

※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！
※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！

叔父から譲り受けた
棟方志功の版画作品

〜ことばのちから〜

ヤマダ
UD
トラックス 電機

2014 ・ 2015 ・ 2017 看護師国家試験100％合格

上尾市医師会 上尾看護専門学校

60歳からの就業を
応援します！

３ヶ年の教育課程で、大学に負けない良い授業

講 習
介護サポート

開催場所
ウェスタ川越
（川越市）

日 程

申込締切

9/24.26.27 9 /13 正午

内 容
介護補助に必要な知識を
習得します。

お店サポート 県民活動総合センター
10/15.16.17 10/ 7 正午
「鮮魚」 （伊奈町）
熊谷ハートピア
保育サポート
10/29.30.31 10/21 正午
（熊谷市）

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。

県民活動総合センター
11/5.6.7
（伊奈町）

調理実習を交えながら、食品
の取扱い等について学びます。

調理サポート

10/28 正午

保育補助に必要な知識を
習得します。

時 間 ／ 各日概ね 10 時〜 15 時
（保育は 10 時〜 16 時）
対 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
※既にシルバー人材センターの会員の方は、受講できません。

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、ハローワーク、シルバー人材センター、県民活
動総合センター等にあります。
埼玉県シルバー連合
お 問 合 せ

ホームページ

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）

〒362-0812 伊奈町内宿台 6 - 26 県民活動総合センター内

TEL ０４８−７２８−７８４１ FAX ０４８−７２８−２１３０

ここから始まる あなたの未来

2020年度生 学生募集
選考方法

出願資格、試験科目等はHPを参照してください。

URL https://www.ageons.jp

出願期間

試験日

合格発表

推薦選考（高校長推薦） 2019年
10月26日㈯ 10月29日㈫
第1回 社会人特別選考 10月 8 日㈫〜10月17日㈭
第1回 一 般 選 考

2019年
12月 7 日㈯ 12月10日㈫
第2回 社会人特別選考 11月19日㈫〜11月28日㈭
第2回 一 般 選 考

2020年
3 月14日㈯ 3 月17日㈫
第3回 社会人特別選考 2 月25日㈫〜 3 月 5 日㈭
♦社会人の方へ
本校は、専門実践教育訓練給付金の支給の対象となる
厚生労働大臣指定講座を運営するスクールです。

【お問い合わせ】入 試 事 務 局
〒362- 0021
埼玉県上尾市原市 3494-4
T E L . 048−722−1043

看護
国家 師
(2017 試験
年3
卒業生
100月％
)
合格

入場無料・
お申込み
不 要 で す！

す こ や か 教室

糖尿病と高脂血症
〜 治療の重要性とその治療方法 〜

講師：生活習慣病センター 橋本 佳明 医師
日時：2019年9月21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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あなたもチャレンジしてみませんか！

「べに花健歩会」令和元年度 後期会員募集

第21回 アイデアグランプリ IN あげお

くらしに役立つ身の回り品アイデア
キッチン用品・バス用品・トイレ用品のアイデアを幅広く募集します

募集するアイデア 「キッチン・バス・トイレ用品に関する商品化可能なアイデア」
応募方法 応募は無料で、
1人何点でも、どなた
でも応募できます。応募用紙はＨＰか
らダウンロードできます。また上尾商
工会議所窓口でも配布します
締 切 9月20日㈮ 到着受付分までとします
共 催 上尾アイデアクラブ
上尾レディースアイデアクラブ
後 援 上尾市・一般社団法人発明学会
申込・お問合せ 上尾商工会議所 TEL.773-3111
検索
アイデアグランプリ IN あげお
詳細はＨＰをご覧ください

第8回 あげお良いとこ探しフォトコンテスト作品募集
応募テーマ：①上尾の四季・風景部門 ②上尾のイベント・お祭り部門
③上尾の元気・笑顔部門
応募期間：9月1日㈰〜12月31日㈫ 応募点数：テーマごとにお1人5点まで
撮影対象期間：平成31年1月1日〜令和元年12月31日 発 表：令和2年3月
選 考：観光協会会長賞各1点
（賞状及び賞品）
、佳作各5点
（記念品）
応募方法：上尾市観光協会のホームページ
（http://www.ageo-kankou.com）
から
詳しくは上尾市観光協会へ TEL.775-5917

＜後期行事予定＞ 電車利用3回、バスウォーク2回
①9/14㈯
開港地横浜の明治洋館巡りウォーク
（4km）
②10/12㈯ 青梅昭和レトロ市内＆釜の淵公園散策ウォーク
（5km）
③11/8㈮
八ッ場ダム＆吾妻渓谷散策バスウォーク
（6km）
④1/4㈯
隅田川七福神巡り
（6km）
⑤2/29㈯
秩父札所巡り③バスウォーク
（8km）
・会員は上尾・桶川を中心に高崎線沿線在住60〜70歳代約60名
・新規会員
（75歳未満）先着10名募集します
・年会費
（後期分）個人1人1,500円、家族2人2,500円
・お試し参加歓迎、ご連絡いただければ詳細資料を送付いたします
問合せ：べに花健歩会 会長 小林 080-2048-4511
（8時〜18時受付）

上尾市市民活動支援センター 〜公開講座〜
日 時：令和元年9月28日㈯ 13時〜16時30分
会 場：上尾市プラザ22会議室
対 象：市内で市民活動・地域活動をしている方、関心がある方
定 員：50名
（先着順・1団体2名まで） ※参加費無料
申込み：9月3日㈫ 午前9時より。住所・氏名・年齢・電話番号を直接または電話、
FAXに
て上尾市市民活動支援センターへ。
TEL.778-1810 FAX.778-1820 ※月曜休館
内 容：
内
容
講
師
第 1部
第2部
＜講演＞

上尾市市民活動支援センター
所長 鈴木 秀行

助成金申請のコツ教えます
〜助成金情報や申請までの準備を学びます〜

村田 惠子 さん

自分たちで考えるまちづくり、いろいろな人と交
第3部
＜交流会＞ 流し素敵なまちの在り方を考えてみましょう

RUN 伴 in 埼玉2019 〜上尾・蓮田・桶川・伊奈ルート〜
日 時：9月22日㈰ 10時〜12時30分
会 場：上尾市役所 参加費：無料
内 容：認知症の理解の普及のために、
4つのスタート地点からゴールがある
上尾市役所に襷をつなぐ。上尾市役所では、地域住民のための認知
症啓蒙イベント
（地域の企業15社がブース出展）
やスペシャルゲストによる
生ライブを開催します
問合せ：RUN伴2019埼玉実行委員会 TEL.090-3907-0432

第3次上尾市市民活動推進計画について

〜賑わいのあるまち 上尾を創る〜

ファシリテーター
村田 惠子 さん

※村田惠子さんプロフィール
越谷市在住。認定NPO法人・埼玉県指定NPO法人さいたまNPOセン
ター専務理事。障害者ボランティア、
NGO活動、アースデイ実行委員を
経て、
2000年
「さいたまNPOセンター」創設に参加

マリンバデュオコンサート
日 時：12月15日㈰ 開演14時
（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：小針彩菜、小西沙帆
入場料：前売券2,000円、当日券2,500円
※全席指定、未就学児の入場は不可
入場券販売：9月14日㈯ 9時から上尾市コミュニティセンター、
上尾市文化センター、イコス上尾にて販売
問合せ：上尾市コミュニティセンター TEL.775-0866

第8回 お月見ライブチャリティコンサート
日 時：9月28日㈯ 16時より
会 場：遍照院 本堂
（上尾市上町1-6-6）参加費：無料
内 容：和楽器と洋楽器によるコンサート
（琴、尺八、ピアノ、フルート、二胡他）
問合せ：お月見ライブコンサート実行委員会 村岡 TEL.775-1315

親子で作るイルミネーション参加者募集
日 時：10月5日㈯ ①9時〜②10時30分〜③13時〜④14時30分〜(各回90分)
会 場：上尾市プラザ22 定 員：各25組
（先着100組）※応募多数は、初心者を優先
対 象：市内に在住の小学生と保護者 ※参加費：500円(当日集金)
内 容：
「あげおイルミネーション」
で飾り付ける電飾の製作
申込み：ハガキかFAX(こども1人につき1枠)で希望時間(第2希望まで)、住所、親
子氏名(ふりがな)、日中連絡がとれる電話番号・FAX番号、学校名、学
年を記入し9月20日㈮迄(必着)に上尾市観光協会(〒362-0042 上尾市谷津
2-1-50上尾市プラザ22内)へ
問合せ：上尾市観光協会 TEL.775-5917 FAX.775-5024

第17回 AI♥犬フェスティバル

日 時：10月19日㈯ 9時40分〜13時10分 会 場：上尾市上平公園 ※雨天中止
内 容：しつけ方教室
（9月20日㈮ 応募締切）
、ドッグダンスショー、
Teto Teプロジェ
クト、わんわん まて ゲーム他 ※しつけ方教室は事前申込が必要です
問合せ：上尾市生活環境課 TEL.775-6940 伊奈町役場環境対策課 TEL.721-2111
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

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/

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。

● 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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独自の防犯システムをトータルサポート!
■キラリ☆あげおＰＲ大使
2019フレッシュあげお
河合 杏奈さん

アイ･ティ･ブリッジ

｢安心と安全｣のスペシャリスト集団

アイ･ティ･ブリッジ(ITB)は､2007年7月に設立｡
創業10周年を経た現在、自社工事会社(アイ･ティ･サ
ポート)を併設し、関東一円に支店を展開しています｡
また､ 生産拠点として自社工場を中国に設立｡ 防犯カメ
ラの販売・開発・製造からシステム提案・設計施工・
保守管理まで一貫したトータルサポート体制を確立し
たことで一気に躍進し、防犯カメラ等セキュリティ関
連の設置件数は昨年度、関東圏でトップシェアを誇っ
ています。本社を訪ね、代表取締役・河原畑(かわら
ばた)光一さん(アイ･ティ･サポート代表取締役兼務)
にお話をうかがいました。

起業してゼロからのスタート
未知数の防犯業界で1番を狙え！
河合 会社設立までの経緯を教えてください。
河原畑 東京のOA機器会社で約７年半、営業担当と
して勤務し、さまざまな業種業態の企業様との人脈が
広がる中で、ビジネスの源泉となるビッグデータを蓄
積することができました。独立起業を考えたときに、
未知数の可能性に惹かれてセキュリティ関連業界を選
択し、防犯カメラの販売に着手。まさにゼロからのス
タートでした。私は上尾生まれの上尾育ちですから、
どうしても地元(愛宕)で起業したかったんですよ。
河合 セキュリティ関連というと、大手警備会社が
シェアを独占しているのかと思っていました。
河原畑 防犯カメラの販売・設置に関しては、小さな
会社が大半を占めます。ちなみに、人口比における防
犯カメラ設置率では、先進国ではもちろん、アジア圏
でも日本は ワースト1位 なんですよ。長年､ ｢水と
安全はタダ｣と比喩された風土･文化が 日本のセキュ
リティの甘さ となり、世界から立ち遅れた要因とい
えるでしょう。東京2020(五輪開催)まで 1 年を切りま
したが、ここ数年、危機感が高まり、業界全体で受注
件数は右肩上がりとなっています。わが社のお客様は
法人が９割を占めますが、一般家庭でも防犯カメラや
簡易セキュリティシステムを導入される事例が増えつ
つあります。防犯カメ
ラで「映像を残す」こ
とはとても重要で、犯
人解析・追跡につなが
るので抑止力にもなり
ます。ダミーカメラで
は効果なしです。つね
に泥棒のほうが一歩上
手で、最新機器にも精
通しているんですよ。

■IT Group
株式会社 アイ･ティ･ブリッジ
本社／上尾市愛宕1-16-8 レーベンビル２階
TEL.048-778-3399(代) FAX.048-778-3379
https://www.it-bridge.net

▲自社で開発・製造した最新の防犯カメラを説明する河原畑社長。
｢白を基調にしているので、見た目もスマートですね｣と河合さん

●ITB-H76YE
▲試作開発室での作業風景｡ クリーンブースも完備されており､
まるでラボ(研究室)そのものといった感じの雰囲気。産官学連
携による政府関連の国家プロジェクトにも取り組んでいます

●ITB-HG6154CE
■自社ブランドの防犯カメラは、いずれ
も高性能レンズ・高精細画像の自信作。
お客様の要望・予算・設置環境に合わせ
て、防犯・セキュリティのプロ＝防犯設
備士有資格者が最適なシステムを提案!

●ITB-H86YE

豊富な施工実績と信頼の技術力
AIによる次世代システムも登場！
河合 従業員数は現在、どれくらいですか？
河原畑 支店を含めて約100名。中国工場では約200名
の従業員を擁しています。年間の半分は中国工場へ駐
在し、生産性向上と品質管理に努めています。自社ブ
ランド製品の開発・製造、グループ会社の工事部隊と
CS課(顧客対応､ 保守サービス)の専属部隊を完備し､
防犯カメラ以外にもセンサーシステムやネットワーク
セキュリティなどをトータル的に企画・提案できるの
がわが社の強みです。
河合 豊富な施工実績とノウハウの蓄積、信頼の技術
力が御社の原動力となっているのですね。
河原畑 社名のとおり、ＩＴ(情報技術)など最新技術
の導入にも取り組んできました。ＡＩ(人工知能)によ
る次世代セキュリティシステム｢DEFENDER-X(ディフェ
ンダーエックス)｣は、A I が人間の精神状態(感情)を

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
組み合わせトイレ

・節水
・節電
・フチなし

(税別)
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換気扇交換
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10万円以上のご成約の方に
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円〜

(

梅雨の時は要注意!! 天井や壁のシミは…

トイレ
トイレのの修
修理
理

お買得コンロ

128,000円 49,800円円
税別

浴
浴室
室まわり
まわり修
修理
理

小
小さな
さな工事
工事も
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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

税別

1万円からの
万円からの

メーカー保証
7年!

給湯＋追い焚き＋エコ

( )

キッチン
キッチンまわり
まわり修理
修理

工期 約1時間

自動解析し、色に変えて可視化。カメラ映像から不審
者を瞬時に事前検知して犯罪を未然に防止する画期的
な防犯システムです。2014年ソチ五輪(ロシア)で導入
され、検証結果により高い信頼性が証明されました。
河合 顔認証の上をいく､ まさに最先端の技術ですね！
河原畑 同様のA I 解析を応用した｢Mental-Check
er(メンタルチェッカー)｣は、企業に義務付けられた
ストレスチェックに最適で、従業員の健康管理や環境・
業務改善にも役立ちます。今後はロボット産業など新
たな分野の技術開発にも挑戦し、安心・安全な社会、
メタルトップ
人にやさしい環境づくりに貢献したいと思っています。

円分

建ての方

以上の戸

ピュアレストQR+
ビューティトワレ
CH931SPF

▲本社オフィスにて。河原畑社長、河合さん、取締役・金子哲也さん

税別

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

激安

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！

築15 年

▼セキュリティシステムの施工事例／工場編
[音声通報システム]二重・三重の安全ガードシステ
ムで、大切な人や財産を守ります。★侵入予防：建
物のドア・窓まわり付近をセンサー等で警戒。★侵
入検知・威嚇：侵入者を検知し､ 光や音などで威嚇｡
★監視カメラ：昼間は設備の稼働状況をモニタリン
グ｡ 夜間はセンサーカメラと連動した録画を行なう｡
★通報：セキュリティコントローラが電話回線を通
じて、異常事態を緊急連絡先へ知らせてくれる

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!

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!

9月号
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商工会議所からのお知らせ
中央高等技術専門校

【税理士：竹腰 宜史】
●13日㈮ 午後1時〜4時
※電話予約優先、1人30分 ★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
●3日㈫・10日㈫・17日㈫・24日㈫
【企業ＯＢ専門家が対応】
●20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

残業代の計算には基本給以外の手当も含む
と聞いたことがあるのですが、具体的には
どのようにすれば良いのでしょうか。その他法的な
留意点を教えてください。
1. 単価計算に含む手当
残業の1時間あたりの単価を計算するときは手
当も含めなければなりません。ただし「残業単価
計算に含めなくて良い手当」
が限定的に決められています。
・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当
・住宅手当※ ・臨時に支払う手当
・１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
※住んでいる状況に関わらず一律に支払われる住宅手
当は除外できない
なお、歩合給についても残業計算を行う必要がありま
す。歩合給の場合、
「1ヶ月の歩合給÷残業込みの総労働
時間×割増率」
により割増賃金をもとめます。
2. 残業時間の端数処理
残業時間を集計する際に、日ごとに15分単位や30分単
位で切り捨てて計算する誤りがよく見られます。残業時間
については、労働基準法にて1日について1分単位で集計
する義務があります。ただし、
1ヶ月単位で集計した残業等
時間を30分単位で四捨五入することは認められています。
3. 所定労働時間
1ヶ月の所定労働時間が長すぎる誤りが起こりがちで
す。例えば「1日8時間で25日出勤だから25×8時間＝200
時間」
とすると、法定労働時間を上回る所定労働時間と
なります。最大でも週40時間（一部の
企業は44時間）
の範囲に収まるように
所定労働時間を設定しなければなり
ません。
●今月の回答者
ＰＭサポート生方事務所
社会保険労務士

生方 隆

TEL.725-3715

お詫び
８月号 6 頁「第２１６回珠算検定合格者」において、須長恵佑さん・
野口颯来さんの名前が間違っていました。正確には砂長恵佑さん・野
田颯来さんです。お詫びと訂正いたします。

今月の求人情報
求人募集！
作業内容 公共工事のお仕事・除草（草刈り）

13,000 円 (試用期間 12,000 円 )

日 給
履歴書不要・免許証保持者・置き場に来られる方

●詳細はお電話にてお問い合わせください。
上尾市平方 3501‑1

柿の園 TEL.090-6009-7201
情報誌あぴお に、 ご応募お待ちしてます
求人募集 ＋広告の掲載 コーナー
ができました。
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。

家庭塾さくらだ

詳細 掲載サイズ 34 60ミリ
TEL048-671-9909
（税別）
掲 載 価 格 10,000円
(平日14：00〜20：00)
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

今年度上尾ライオンズクラブでは、
『和 合』を
キーワードとしてメンバー一丸となり奉仕活動に
取り組んでおります。国内はもとより地球上いた
る所で発生する災害の被災地への災害援助活動、
また、多くの合併症をもたらす糖尿病への予防、
そして、障碍者のスペシャルオリンピックスへの
支援、視力に障害のある方々への支援活動を行っ
ております。それらの資金醸成の一環として、
チャリティーゴルフ大会を企画いたしました。主
旨をご理解いただきましてご参加くださいますよ
うご案内いたします。
●開催日：令和元年10月23日㈬
●場 所：リバーサイドフェニックスゴルフクラブ
上尾市平方606-1 TEL.048-725-1441
●参加費：4,000円 ●プレー費：10,200円(食事代込)
(70歳以上の方は700円免税となります。免許証
等持参ください)
●競技方法：18ホールズ ストロークプレー(新ぺリア)
●申込締切：令和元年9月10日 （先着200名締切）
●申込み先：上尾ライオンズクラブ事務局
TEL.048-774-8794 FAX.048-776-3305

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

彩の国ビジネスアリーナ2020〜出展者募集〜
彩の国ビジネスアリーナ2020は、中小企業の受注確
保・販路開拓、技術力向上等を目的とし、広域的企業
間ネットワーク形成による新たなビジネスチャンス創出
の場を提供する国内最大級のビジネスマッチングイベ
ントです。出展者募集要領などの詳細はオフィシャルサ
イト
（http://bizmatch.saitama-j.or.jp）
をご覧ください。
日 時：令和２年1月29日㈬〜30日㈭
会 場：さいたまスーパーアリーナ
（さいたま市中央区）
募集定数：760小間
募集締切：令和元年10月15日㈫※募集定数に達し次第締切
問合せ：彩の国ビジネスアリーナ2020実行委員会事務
局､(公財)埼玉県産業振興公社(取引支援グ
ループ)内 TEL.048‑647‑4086

健康診断のご案内
会員企業の福利厚生サービス事業の一環として、事
業主・従業員を対象とした健康診断を下記のとおり開
催します。この検診は、労働安全衛生法に基づいた法
定検診ですので、職場の健康管理にご活用ください。
日 時：10月15日㈫〜21日㈪
受付時間：午前9時30分〜12時30分まで(午後1時健診終了)
会 場：上尾市文化センター201号室
健診料：8,200円(税込)
※受診者で､ 上尾商工会議所生命共済｢パートナーあ
げお｣への加入者1名に付き1,500円割引致します
実施機関：医療法人 藤仁会 藤村病院
定 員：各健診日定員100名で申込受付順となります
問合せ･申込み：上尾商工会議所 TEL.773-3111

令和２年度入校生募集

募集科目：機械制御システム科・空調システム科・情報制御
システム科
※各科25名定員、令和2年4月から2年間

一般選考

【特定社会保険労務士：生方 隆】
●17日㈫ 午後1時30分〜3時30分
★人事労務管理に関する相談全般、就業規則、各種手続き

『災害援助・糖尿病予防・アイバンク・
スペシャルオリンピックス支援
チャリティーゴルフ大会』
の開催ご案内

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

※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

検索

推薦選考

福地 孝男】
輝久】
【弁護士：藤木
●4日㈬ 午後1時30分〜4時30分

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

上尾ライオンズクラブ

対 象：高等学校を2019年度中に卒業見込みの方
応募受付：令和元年10月1日㈫〜10月8日㈫
選考日：令和元年10月11日㈮ 合格発表：令和元年10月17日㈭
選考方法：作文試験、面接試験
対 象：概ね30歳までの方
応募受付：令和元年10月1日㈫〜11月1日㈮
選考日：令和元年11月7日㈭ 合格発表：令和元年11月12日㈫
選考方法：筆記試験(国語･数学)、面接試験

オープンキャンパス〉
開催日：令和元年９月21日㈯ 10時〜12時
内 容：入試情報等概要説明、見学および実習体験(機
械制御システム科・空調システム科・情報制御
システム科から希望する科)
申込み：電話・Fax・E-mail・電子申請からお申し込みください
問合せ：埼玉県立中央高等技術専門校
TEL.781-3241 FAX.781-8990
E-mail n813241@pref.saitama.lg.jp
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0804/

県税からのお知らせ
地方税を複数自治体へ一括納付できるようになります！

令和元年10月1日から、地方税共通納税システムを利用
して一部の地方税（法人都道府県民税、法人事業税、地方
法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税（特
別徴収分、退職所得分））
を複数自治体へ一括納付すること
が可能となります。また、国税の電子申告システム「e-Tax」
でも導入されているダイレクト納付（事前に登録した金融
機関口座を指定して、直接税金を納付する方法でインター
ネットバンキング契約が不要で、代理人に依頼して納付す
ることができる）
も利用できます。利用開始手続など詳しく
は、
eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）内の「地
方税共通納税システムの特設ページ」
をご覧ください。
問合せ： 上尾県税事務所 TEL.772-7140
埼玉県税務課
TEL.830-2657

各種補助金のための事前準備に活用できます！

経営革新計画策定セミナー

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17時30分〜19時30分
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
※分かりやすく実績があり好評の講師で、
県内多くの商工会議所で講演を行って
おり、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

第2回

現在の経営・事業分析／新事業の考え方①

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

第4回

新事業の実現に向けて／意見交換会
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

質

期
短納 高品

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

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

ポスティング
スタッフ募集‼

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

格

低価

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください
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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

支部長会議を開催

上平支部 普通救命講習会を開催

8 月9日㈮ 、
「支部長会議」
を会員支援委
員会の主催に
より、お多福
で開催しまし
た。神田会頭・10支部の支部長が出席し、会員拡大の
依頼と支部事業について意見交換を行いました。

上尾西ロータリ
ークラブは、水野
会長を先頭に、
7月
27日㈯、上尾丸山
公園内
「ロータリー
の森」除草、下枝
伐採等の整備作業
を行いました。
「ロータリーの森」
とは、地球温暖化防止
のための緑化推進として、上尾市民の憩いの場として
2006年上尾市より1000坪の土地をお借りしてスポーツ
少年団の皆様と500本のこならの木を植樹したことから
始まり、毎年整備を継続し
て、今年で13年になる当クラ
ブの特別奉仕プロジェクト
事業です。これからも皆様
の憩いの場となるように整
備してまいりたく思います。

上尾商工会議所青年部
−7月定例会を開催−

7月24日㈬、商工
会議所で、新しい
商 業グループ「ア
クティブ50」の活
動として、㈱LINE
を講師にセミナー
を開催。新たな集
客・販売促進のツールとして注目されているLINEの事
業者向けサービスや中小企業の活用事例などSNSを活
用した販促方法を学びました。

日 時：10月31日㈭ 18:30〜21:00(18:00受付開始)
場 所：東武バンケットホール上尾 フローラ
上尾市宮本町2-1 アリコベールサロン館4Ｆ
会 費：5,700円（懇親会費を含みます）
参加資格：20歳〜44歳の経営者またはそれに準ずる方
持 物：名刺100枚程度、会社案内や商材等
お問合せ：上尾商工会議所事務局 TEL.773-3111
詳細・申込：https://ageoyeg.jp/form/october2019/
「ビジネスの可能性、拡げてみませんか？」

丸山公園内
「ロータリーの森」整備

上平支部（野﨑
実支部長）は、7月
24日㈬、上尾市消
防本部で「普通救
命講習会」を開催
し、参加者14名は
心肺蘇生・AEDの使用法などの講習を受けました。

㈱LINEを講師にセミナーを開催

上尾商工会議所青年部交流会の開催

上尾西ロータリークラブ

7月27日㈯、
「７月
定例会〜奥多摩の自
然を満喫しよう。夏の
思い出に家族みんな
で交流を〜」
と題し、
奥多摩町氷川キャン
プ場にて家族定例会を開催しました。また、
8月1日㈭、日
本ＹＥＧ田中暢之会長(岐阜県・各務ヶ原YEG)が上尾Ｙ
ＥＧを訪問され、意見交換を行いました。
（写真下）

2019フレッシュあげお活動
−あげお花火大会に参加−

8月3日㈯、平方河川敷で開催され、約1万発の
花火が打上げられた「第24回あげお花火大会」に
2019フレッシュあげお3名が参加しました。

ペコペコ酒場

フィジー

上尾商工会議所の新入会員をご紹介します。商工会議所に入会し、地域で信用ある企業の登録を
公益社団法人 日本柔道整復師会会員

林 接骨院

院長

自慢の
フィジー ツァ！
ッ
ピ
き
焼
窯
れ♪
召しあが

林 勝美

048-772-3699 上尾市平塚822-1

TEL.

ＡＭ9：00〜12
：00 ＰＭ3：00〜7：00
（土曜午後のみ予約制 3：00〜6：00） 休日：日、木、祝日

Mail:saito@humancapital.co.jp
骨 折、脱 臼、捻 挫、打 撲、肉 離れ等（保 険 適 用 ）

上尾市宮本町10-1 2F
営業時間 定休日／日曜日

昼 11:30 〜 LO13:30
肩こり、慢性腰痛等（保険適用外） 夜 18:00 〜 LO22:30

施設系・訪問系スタッフ募集中！

良質な施術を低価格で！

沢田整体院

詳しくはこちらへ

受付時間：9 時 〜 21時 まで
電話番号：048-773-6669
住
所：上 尾 市 緑 丘 5 - 1 9 - 2
60分整体：2，
700円 全身矯正：5，
000円

看護小規模多機能

ふくしのまち上尾

上尾市壱丁目 451‑1

デイサービス
介護職・看護職・送迎職
訪問介護・訪問入浴介護
介護職

ふくしのまち上尾
介護職
看護職

ドクターズプロ

医師確保対策パートナー
ー

齋藤 則広

上尾市日の出 3‑9‑1

Mail : saito@humancapital.co.jp

【医師招聘師】

きたかた応援大使
喜多方市長委嘱

埼玉県上尾市瓦葺 2826‑1
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