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「動物が好きで、小学生の頃は獣医師かトリマーにな
りたかった」
という吉田さん。現在、祖父母、両親と
ともに暮らす自宅では犬２匹､ 猫６匹を飼っています｡
憧れから､ より現実的な目標へと変わったのは､ さいた
ま市立七里中学校から県立上尾高校へ進学してから。
「中学で３年間続けた卓球部に高校でも入部したので
すが、勉強する時間が足らなくなると思い、すぐに退
部を決意。顧問の先生に相談したところ、
『それなら
簿記同好会に入ったら』
と勧められたのです。在学中
に資格取得を目指して商業科を選択したので、実践力
を磨く場を得て、やる気も増しました。１年生の夏休
みの課題で、祖母の知人に紹介していただいた税理士
さんにお話を聞けたことも貴重な体験となりました」

１年生で３級、２級と順調に合格
１級は３度目の挑戦で目標達成！

後の２月に受験した全経簿記上級に合格して税理士試
験受験資格を取得。３年生になって税理士試験１科目
を受験して不合格とはなりましたが、勉強が本当に大
変だったので、改めて簿記１級合格に意欲が湧きまし
た。簿記同好会で全国高等学校簿記コンクール全国大
会へ連続出場したことも大きな自信になりました」
満を持して受験した昨年11月の第153回日商簿記検
定１級試験。全国合格率9.8％(実受験者数7520名：合
格者数753名)、上尾商工会議所合格率11.1％(実受験
者数36名：合格者数４名)の難関を見事突破し、高校
生現役合格を果たすことができました。
「３月14日の卒業式までの家庭研修期間を活用して、
４月から入学する東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校で
授業に参加させていただき、５月の公認会計士・短答
式試験に挑戦する予定。２年間の在学中に論文式試験
に合格して会計資格の最高峰・公認会計士試験(国家
試験)に現役合格することが次の目標です。努力は辛い
ものではなく、楽しい気持ちでやってきたので、後輩の
みなさんにも 自分がやりたい夢 を叶えてほしいです」
■埼玉県立上尾高等学校
上尾市浅間台1-6-1
https://ageo-h.spec.ed.jp
■撮影協力／上尾市文化センター

■承認テーマ／子育て世代にやさしい 汚れや名前書きのある廃棄中古子供靴の再利用
靴専門クリーニング店 ウォッシューズ

■ウォッシューズ
代表 遠藤 聡さん
「ウオッシューズは、日本
最初の、靴専門クリーニン
グ店。クリーニング師が１
足１足ていねいに、手仕上
げ洗いで洗浄します」

１月29日、｢彩の国ビジネスアリーナ2020｣ 開催初日のさいたまスー
パーアリーナ・展示ホールにて、令和元年度｢彩の国経営革新モデル企
業｣指定式が行なわれ、指定企業に選出された５社に大野元裕･埼玉県知
事より指定書が授与されました。
上尾商工会議所から推薦されたウォッシューズは、靴クリーニング専
門店として2001年７月に開業。ホワイト急便代理店併設、同靴クリーニン
グ部門新設を経て、
2013年10月､ 上尾市平塚に自社店舗として新装開店｡
2014年８月に承認取得後も、継続的に経営革新計画の実践に取り組んで
います。
「中古子供靴の 名前を消す ことで､ リサイクルショップや個
人取引との差別化を実現。子育て世代に安価できれいな子供靴を提供す
るとともに、環境にも貢献」
したことが評価され、県内中小企業のモデ
ル企業に指定されました。同社代表の遠藤聡さんは､ ｢商工会議所担当者
の熱意あふれる指導のおかげ。 上尾にウォッシューズあり と言われ
るようにＰＲにも力を入れ、地域貢献につなげたい｣と話しています。

指定式にて、
大野元裕県知事と記念撮影

▼

指定企業５社のみなさん。左端(手前)がウォッ
シューズ・代表・遠藤聡さん
▼

令和元年度 彩の国経営革新モデル企業
指定企業 ５社 に選出されました！

簿記同好会で顧問の先生や仲間たちと切磋琢磨し、
１年時の６月に簿記３級合格、続いて夏休みから２級
対策に取りかかり11月に簿記２級に合格。最終目標の
簿記１級合格に向けて、２年生の夏休みから部活に加
えてＷＥＢ講座での 自主練 にも励みました。
「２年時の11月(第150回)、３年時の６月(第152回)と
もにわずかに及ばず不合格となりましたが、２年時最

●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。

シルバー人材センター

高齢者活躍人材確保育成事業

シルバー人材センターとは
シルバー人材センターは、60 歳以上の方を対象に地域に密着した

入会者募集

仕事を提供し、シニアの生きがいの充実や社会参加を促進しています。
埼玉県内では、約 47,000 人の方が活躍しています。企業等を退職
された方、自営業を営んでいた方、専業主婦のように

庭木の剪定や

保育補助や
家事援助など

■靴専門クリーニング店 ウォッシューズ
上尾市平塚1-118 (ホワイト急便平塚店に併設)
TEL.048-871-9619(FAX共通)
https://washoes.info
★靴のクリーニング・総合リサイクル業
★営業時間／９時〜18時＜土曜日は午前中のみ＞
★定休日／日曜 祝日

お仕事未経験者など経歴は多種多様です。

庭の手入れなど

仕事内容・働き方
ホーム
センターでの
接客など

シルバー人材センターの仕事は、公園や公民館管理・清掃・保育や
介護補助、家事援助、スーパー等での品出し、事務作業など様々です。
就業時間は、概ね月10日または週20時間の範囲になります。

む
働く × 楽し

（一部業務については、20時間を超える就業も可能です。）
就業を通じて、健康や生きがいを実現し、地域社会の貢献にも
つながります。

スーパーでの
品出し接客など

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 埼玉県伊奈町内宿台 6-26
埼玉県県民活動総合センター内
TEL：048-728-7841 FAX：048-728-2130

埼玉県シルバー連合
1
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7700万人の受験実績を誇る
産業界の信頼ブランド

商工会議所の検定試験

年間75万人が受験する商工会議所の
検定試験は､全国125万会員事業所の人
材ニーズに基づき、企業現場で求めら
れる実践的な能力を育成し、評価・認
定することを目的に実施しており、企
業や教育機関から高い評価と信頼を得
ています。
■他団体との試験の違い
商工会議所の検定試験は､｢商工会議
所法｣という法律に基づいて､全国統一
の基準により実施している｢公的試験｣
です。企業規模や業種、業態などに関
係なく、ビジネス実務に直結する知識
やスキルを重視し、企業が必要とする
人材の育成を目的に実施しています。
■勉強の方法
商工会議所の検定試験には、一部の
検定を除き、公式・公認の学習教材が
あります。このほか、出版社や教育機
関が独自に作成した参考書や問題集、
通信教育などもあります。自分に合っ
たものを利用して学習しましょう。
■受験資格について
上尾商工会議所で施行している検定
試験は、誰でも受験することができま
す｡小学生から大学生、社会人、主婦､
高齢の方など幅広い方々が、専門的な
知識やスキルを身につけるために、ま

■上尾商工会議所の検定試験・予定表

た、自分自身のステップアップのため
に活用しています。
●日商簿記
企業が求める資格の第１位が日商簿
記。簿記は、企業の経営活動を記録・
計算・整理して、経営成績と財政状態
を明らかにする技能です。企業の活動
を適切かつ正確に情報公開するととも
に､経営管理能力を身につけるために､
簿記は必須の知識です。
その最高峰が日商簿記１級。極めて
高度な商業簿記・会計学・工業簿記・
原価計算を修得し､会計基準や会計法､
財務諸表等規則などの企業会計に関す
る法規を踏まえて、経営管理や経営分
析を行なうために求められるレベルで
す。合格すると税理士試験の受験資格
が得られ、公認会計士、税理士などの
国家資格への登竜門となっています。
2019年度から３級を中心に出題範囲
が改定され、出題の前提が個人商店か
ら小規模の会社へ変更。ビジネススタ
イルの変化や会計実務の動向を踏まえ
た､より実践的なものとなっています｡

３月のイベント情報

※このイベントは

●日時／３月７日(土)
延期となりました
●会場／上尾市文化センター 中ホール
●上映作品／きょうされん結成40周年記念映画
｢星に語りて〜Starry Sky〜｣
★第１回上映：11時〜＜10時開場＞
★第２回上映：16時〜＜15時開場＞
●料金／全席自由席
1,000円＜当日券：1,200円＞
★映画内容の詳細は、ＱＲコード
から｢星に語りて公式サイト｣へ
■問合せ／あらぐさ福祉会 TEL.048-726-5720
大 切 な 人 だ か ら

そ の 人 ら し い 北本・桶川・上尾
お葬式

試験日

第219回

６月28日(日)

第220回

10月25日(日)

第221回

2021年２月14日(日)

全室冷暖房完備

納得の

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！

第155回

６月14日(日)

第156回

11月15日(日)

第157回

2021年２月28日(日)

申込方法
上尾商工会議所窓口
※ 暗 算・段 位 の 受 験
料については上尾
商工会議所ＨＰを
ご参照ください

簿記〔日本商工会議所検定〕
１級：7,850円
２級：4,720円
３級：2,850円
※第157回は２〜３級の施行となります｡
１級は施行しません

上尾商工会議所窓口
上尾商工会議所ＨＰ
※申 込 書 はHPか ら ダ
ウンロードできます

ビジネス実務法務検定試験Ⓡ〔東京商工会議所検定〕
第47回

６月21日(日)

第48回

12月6日(日)

１級：11,000円 ２級：6,600円
３級：4,400円
※第47回は２・３級のみ施行

福祉住環境コーディネーター検定試験Ⓡ〔東京商工会議所検定〕
第44回

７月5日(日)

第45回

11月22日(日)

１級：11,000円 ２級：6,600円
３級：4,400円
※第44回は２・３級のみ施行

環境社会検定試験(eco検定)Ⓡ〔東京商工会議所検定〕
第28回

７月12日(日)

第29回

12月13日(日)

第11回

6月27日(土)

第12回

11月8日(日)

電話または
インターネットにて
申込登録
★東京商工会議所
検定センター
＜電話＞
TEL.03-3989-0777
※受付／10時〜18時
(土･日･祝日を除く)
＜インターネット＞
https://www.kentei.org

5,500円

ビジネスマネジャー検定試験Ⓡ〔東京商工会議所検定〕
6,600円

※申込登録後、送付さ
れる払込取扱票にて
受験料の払い込みを
行ない申込完了とな
ります

※｢ビジネス実務法務検定試験Ⓡ｣、｢福祉住環境コーディネーター検定試験Ⓡ｣、

｢環境社会検定試験(eco検定)Ⓡ｣、｢ビジネスマネジャー検定試験Ⓡ｣は、東京商
工会議所の登録商標です

■問合せ／上尾商工会議所 TEL.048-773-3111 https://www.ageocci.or.jp
※窓口受付時間／８時30分〜17時(土・日・祝日を除く)
※試験日の約３カ月前に試験会場や申込期間等の詳細が決定しますので、上記ＨＰを
ご確認ください｡ また､ 上尾商工会議所では郵送による申込受付は行なっておりません

平成31年度県展陳列洋画作品展
●開催期間／３月12日(木)〜３月18日(水)
●展示時間／10時〜18時 ※初日・３月
12日(木)は13時から開場、最終日・３
月18日(水)は16時で閉場となります
●会場／市 民 ギャラリー
上尾駅東口・アリコベール上尾
サロン館２階
★第69回埼玉県美術展覧会
（平成31年度
県展）
の洋画部門で陳列された上尾市在
住・在勤・在学または市内の美術クラブ
に所属している作家たちの作品展です。
同県展で招待・出品委嘱
者の作品および特選・入
選を果たした作品のほか､
招待作家の作品も展示さ
れます
■問合せ／上尾市 生涯学習課
TEL.048-775-9496

※このイベントは

上尾さくらまつりを開催します！中止となりました
●開催期間／３月24日(火)〜
４月 ５日(日)
●会場／上尾丸山公園
上尾市文化センター
★上尾丸山公園では、開催期間中
の土・日曜日、自然学習館前駐車場
にて上尾市観光協会推奨土産品販
売や、ＪＡさいたま女性部による手
作りまんじゅう等の販売があります
＜ＪＡ分は3/28
（土）
・29
（日）＞
※上尾市文化センターは工事中の
ため、ぼんぼりの点灯はありません

第25回 キラリ！ 駅 de ほっと市

●日時／４月４日(土) 11時〜17時 ※このイベントは
●会場／ＪＲ上尾駅自由通路
中止となりました
★岩手県陸前高田市と福島県本宮市の特産品および上尾
市観光協会推奨土産品等の販売を行ないます
■問合せ／上尾市観光協会 TEL.048-775-5917
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

●棺

● 会葬礼状

● 仏衣

● 会葬帳

充実のサービス内容

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。

● 布団

● 香典帳

●会館・祭壇使用料は無料です

●駅まで無料送迎車があります

最期を飾る粋な出で立ち

● 納棺具一式

● 位牌

●返礼品は2割引きです

●会館には宿泊施設完備です

● カラー写真

● 塔婆類

● 式場看板

● 受付用品

●病院まで寝台車でお迎えに参ります ●当社での霊安室は無料です

● 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

●大型駐車場完備

●「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
（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

プラザオオノ
プラザオオノ上尾店

365 日
24 時間
受 付

上尾市緑丘 2-5-2

フリーダイヤル

男の旅立ち 29

一式

万円

※税別

● 羽織ちりめん
● 旅支度一式

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
2

心に残るお別れ

骨壷／鳳凰

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/
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１級：2,340円
２級：1,730円
３級：1,530円
４〜６級：1,020円
７〜10級：910円

地域最大級

桶川市社会福祉協議会指定店

3つの地域密着型メモリアルホール

受験料(消費税込)

珠算・暗算・段位〔日本商工会議所・日本珠算連盟検定〕

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

あらぐさ福祉会後援会 映画上映会

完全個室

試験回

めざせ！
キャリアアップ
資格取得で
新しい自分へ！

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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言葉の力

「平和」

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
平和でありますように。
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ご了承ください。

と願うことも大事だけど

３位決定戦でデンソーに完勝！魅せた不屈の魂

すでにある

ファンの皆様の大声援に応えて
リーグ最終戦を勝利で締め括る

平和に感謝する時間を

■令和元年度 天皇杯・皇后杯
全日本バレーボール選手権大会(女子)
ファイナルラウンド
★開催期間／３月25日(水)１回戦〜３月29日(日)決勝
★会場／川崎市とどろきアリーナ
●３月26日(木) ２回戦 Ｃコート第４試合 16時〜
vs １回戦＜関西大学（近畿Ｂ代表 大阪）vs 札幌山
の手高等学校（北海道代表 北海道）＞の勝者

ファイナル初進出をかけた１月25日の
セミファイナル・ＪＴマーヴェラス戦。
２セットを連取され、チーム一丸の追撃
となった第３セットもわずかに及ばず、
[０-３]でＪＴが勝利。気持ちを切り換
え､果敢に挑んだ翌日の３位決定戦では､
埼玉上尾メディックスらしいタフな戦い
ぶりで観客を魅了し、プレミアカンファ
レンス１位のデンソーエアリービーズに
[３-０]で完勝！2019-20シーズン最終戦
を歓喜の勝利で飾り、
2014-15Ｖ.プレミ
アリーグ３位以来となる最終順位３位の
好成績でシーズンを締め括りました。
３月25日から天皇杯・皇后杯ファイナ
ルラウンドが開幕します。令和最初の頂
点へ！引き続き、応援・ご声援願います｡

※第２試合以降の時刻表示は開始予定時間です
※３月27日(金)準々決勝以降の組合せ等、詳細については
下記公式サイトを参照。ハイライト動画も配信中！
※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、下記公式サイトを参照ください

●2020年度バレーボール女子日本代表チーム登
録メンバーに、山岸あかね選手と吉野優理選手
が選出されました。
FIVBネーションズリーグ、
そして、東京2020オリンピックへ！ご注目を‼

3月開催の試合日程

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

年愛用している
料理のパートナー
20

◀針ヶ谷さんが手に持って
いるのが右上のフライパン
小 ︒ 子どもが小さい頃は
これでケーキも焼きました
■株式会社 アオヤマ
上尾市東町1-5-24 TEL.048-771-7671
https://www.aoyama1970.com
★ビニール製品の製造加工。詳細は上記ＨＰへ

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！

テレビ雑誌で話題のアガリコ系列の餃子バル！

アガリコ餃子楼 上尾店

上尾駅
氷川鍬
神社

王様のブランチ、笑ってこらえてなど…
メディアで話題、都内を中心に大人気の
餃子バル
『アガリコ餃子楼』
が上尾に上
陸‼餃子を中心とした中華・点心・多彩
なフードは40種類以上！
ドリンクメニューもお手頃な値段設定！
●住所／上尾市仲町1-7-23
サンシャインビル43ビル 1F
●TEL／708-2973
●営業時間／[月・火・水・日・祝]
18:00〜24:30
[金・土] 18:00〜翌2:00
●定休日／木曜日
https://tabelog.com/saitama/
A1104/A110401/11047670/

藤村病院

丸広

東武ホテル

サンクス

ベルーナ
サンシャイン43

アガリコ餃子楼

■読者プレゼント❶／お食事券 1,000円×10名様

※注意事項
（クーポン併用不可、
2000円以上の会計から使用可)

よく見ると細かい傷がいっぱいですね(笑)。2000
年にマイホームを建てた頃に、セット買いしたステ
ンレス製のお鍋。毎日使っている ベスト３ です｡
わが家は子ども３人｡ちょうど長男が小学生になっ
た頃で、まだオーブンもなく、友人に勧められて奮
発しました。鍋の内側がフラットで洗いやすく、焦
げ付きも簡単に落とせるんですよ。直径31センチの
大鍋は煮込み料理に大活躍。わが家の冬の定番は味
噌と醤油で味付けした「もつ煮」、鍋物では寄せ鍋が
人気です。子どもたちも社会人となり、長男は結婚
して独立。料理教室に通っている娘が家でも作って
くれるので、日曜日の夕食はできるだけ家族団らん
で食卓を囲みます。何気ない日常の積み重ねですが､
使い込んだ鍋にも家族の歴史が刻まれています。
父(青山正信さん)が青山商会として創業したのが
1970年４月。３年前から実家に通って仕事を手伝い､
2018年10月に株式会社アオヤマへ改組・社名変更。
まだまだ未熟な代表取締役を､父と息子(末っ子の二
男)が支えてくれます。今年は創業50周年に加え､父
が傘寿(80歳)､ 長男夫婦に第一子(初孫)誕生の予定。
公私ともに忙しく慶び多き節目の年になりそうです｡

補聴器のこと何でもお聞きください

LOOKマツエ

眼鏡と補聴器の

昭和34年創業の地元の眼鏡・補
聴器の専門店です。技術と信用を社
是とし、地域に根ざしたお店であり
続けるよう日々精進しています。補
聴器においては認定補聴器専門店の
認可を受けています。送迎・出張サー
ビス、レンタル補聴器も好評です。
●住所／上尾市谷津2-1-50-9
モンシェリー3号館1階
●TEL／776-2809 ●定休日／木曜日
●営業時間／9:30〜19:30
●駐車場／西口大駐車場
https://www.matue.co.jp

LOOKマツエ
LOOKマツエ

西口

ゼクシス

埼玉りそな
銀行

イトー
ヨーカドー

■読者プレゼント❷／ 補聴器用空気電池5シート(1シート6粒入)を4名様
■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、＜〒362-0013 上尾市大字上尾村1157 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／3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。

オール電化・リフォーム電気工事・LED取付工事・エアコン設置工事

これまで培った当社の技術と信頼が、
皆様の生活の快適で安全な環境を支えています

株式会社

SANSHIN

武田双雲

上尾駅

針ヶ谷 まさ美さん

増やしていきたい。

上尾駅西口

株式会社 アオヤマ
代表取締役

〜ことばのちから〜

三進電気工事

募集

Sanshin Electrical Work System
【本 社】
〒362-0066 上尾市領家131-3
電気工事士 TEL048-726-1337 FAX048-726-1515
〒362-0064 上尾市小敷谷499-5
施工管理技士【工事部】
TEL048-783-8800 FAX048-783-8801

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

http://www.sansindenki.co.jp

社員・アルバイト・協力業者募集中です

造園 設計 施工 管理 伐採 草刈 等一式

？
肝臓病教室
こんなに高額！？肝疾患治療 〜助成制度が適応となれば安心して
テーマ 第18回

治療を受けることが出来ます〜

場 所：会議センター B館8階
日 時：2020年3月14日(土) 13:00〜14:30 (受付12：40)

入場無料・お申し込み不要で、どなたでも参加できます
【お問い合わせ】上尾中央総合病院 消化器内科外来 ℡：048-773-1111㈹ URL：http://www.ach.or.jp

すこや か 教室
教室 2020年3月14日（土）15：00〜16：00

認知症について〜 脳神経内科 専門医による認知症の講義〜

株式会社 緑星 上尾市上町1‑11‑21
FAX 048‑627‑0597

電話 048‑778‑9546
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講 師：脳神経内科 科長 德永 惠子 医師
場 所：上尾中央総合病院 Ｂ館8階 会議室3+4

上尾中央総合病院 総務二課
入場無料・お申込み【お問い合わせ】
不要です！
℡：048-773-1112 URL：http://www.ach.or.jp
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確定申告はお済みですか？
今年の確定申告の提出期限は、所得税が3月16日㈪、
消費税が3月31日㈫となります。税のしくみを理解し
て、期日までに必ず確定申告書を提出しましょう。

所得税のしくみ

◎白色申告の場合
事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行うすべての方
(所得税及び復興特別所得税の申告の必要が無い方も含む)は、帳簿を備え付けて収入
金額や津陽経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間のすべての所得から所得
控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
◎所得金額の計算
所得は、その性質によって下の 10 種類に分かれ、それぞれの所得について収入
や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法が決められています。

◇帳簿書類の保存期間
保存が必要なもの

①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得
⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得

帳簿

保存期間

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

７年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

◎所得税額の計算
所得税額は、課税所得金額に所得税の税率を適用して計算します。

書類

決業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、
送り状、領収書などの書類

5年

■ 青色申告制度
青色申告をすることができるのは、事業所得のある方です。青色申告者には、
数多くの特典があります。
①青色申告特別控除…事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む方が、
記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、こ
れらの所得を通じて 65 万円を控除することができます。
それ以外の場合は最高 10 万円の控除となります。
※ e-Tax による申告( 電子申告 )または電子帳簿保存の要件を満たしている場合
は最高 65 万円控除、それ以外は最高 55 万円控除となります。（令和 2 年分より）
②青色事業専従者給与の必要経費算入…青色申告者と生計を一にしている配偶
者や15 歳以上の親族で、その事業に専ら従事している方( 青色事業専従者 )に
支払った給与は、納税地の所轄税務署に提出した届出書の範囲内で、青色事
業専従者の労務対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。

◎課税所得金額の計算
課税所得金額は、各個人の 1 月1日から 12 月 31日までの 1 年間すべての所得か
ら所得控除額を差し引いて算出します。所得控除とは、控除の対象となる扶養親
族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、下のよ
うな種類があります。

消費税のしくみ

消費税課税事業者は、税率ごとの区分経理と区分記載請求書等保存方式への対
応が必要です。令和元年 10 月 1日より、消費税率の引き上げにあわせて軽減税
率制度が実施され消費税の課税事業者においては、通常の帳簿づけに加えて税率
ごとの区分経理も求められます。

①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控
除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除
⑨寡婦控除・寡夫控除 (27 万円、特別寡夫 35 万円 ) ⑩勤労学生控除 (27 万
円 ) ⑪配偶者控除 ⑫配偶者特別控除 ⑬扶養控除 ⑭基礎控除(38 万円 )

①複数税率に対応した経理及び仕入れ税額控除制度
●軽減税率制度の実施に伴い、消費税の税率が標準税率と軽減税率の複数税
率になりますので、消費税の申告を行うために、取引等を税率の異なるご
とに区分して記帳するなどの経理(区分経理）
が必要です。
●課税仕入れ等に係る消費税額を控除する（仕入税額控除）には、帳簿及び請
求書等の保存が必要ですが、令和元年 10 月1日以降の仕入税額控除の方式
は以下のとおりとなります。

■ 記帳や帳簿等の保存

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を
記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

◎青色申告の場合
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則( 一般的には複式簿記 )により記帳
を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳しても良いことになっています。
標準的な簡易帳簿の種類は下記のとおりです。

◇仕入税額控除の方式 のスケジュール
令和元年10月1 日
請求書等保存方式

①現金出納帳 ②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳 ⑤固定資産台帳

帳簿

書類

保存期間

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など

７年

決算関係書類

損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

７年

現金預金取引等
関係書類

領収証、小切手控、預金通帳、信用証など

その他の書類

取引きに関して作成し、または受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)

③消費税額の計算
●売上と仕入を税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
●売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、軽減税
率制度実施前と変わりません。
※令和元年 10 月1日からは一定期間、中小事業者に対しては税額計算の特
例が設けられています。
（国税局ＨＰより抜粋 www.nta.go.jp）

７年(※)
５年

※前々年分所得が 300 万円以下の方は５年
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適格請求書等保存方式

②区分記載請求書等保存方式
（令和元年10 月1日から令和 5 年 9 月30日）
●令和元年 10 月1日以降は、区分経理に対応した帳簿及び請求書等（区分記
載請求書等）
の保存が必要となります。
●なお、令和 5 年 10 月1日からは、適格請求書等保存方式（いわゆるインボイ
ス制度）
が導入されます。

◇帳簿書類の保存期間
保存が必要なもの

令和 5年10月1日

区分記載請求書等保存方式
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フレッシュあげお

訪問レポート

葬儀用開花菊のバックヤード

BACK FLOWER
◀格納庫のような巨大倉庫の２階に
作業場・保管倉庫があります

■キラリ☆あげおＰＲ大使
2019フレッシュあげお
津崎 奈南さん

１年を通して必要なタイミングで加工・配送

バックフラワー(BACK FLOWER)は2018年８月に創業｡
葬儀用の開花白輪菊を主体に、葬儀会社から一般のお
客様まで、幅広い需要に対応している花き卸売業者
です。取り扱っている花々は、生花からプリザーブド
フラワーまで多種多彩。同社を訪ね、代表取締役・山
口正志さんにお話をうかがいました。

自社加工の開花菊を世に広めたい！
45歳で独立起業
津崎 会社設立までの経緯を教えてください。
山口 大学卒業後に上京して、東京・江戸川区にあるフ
ラワービジネスの総合企業に入社。営業部長として仕入
業務なども担当するようになり、花き三大市場の１つ、
葛西市場(東京都江戸川区)に頻繁に出入りしていまし
た。そこで、マレーシア産の白輪菊に出会ったのです。
この菊を自分の手で開花菊にしてもっと世に広めたいと
思い、長年培った葬儀用花祭壇の製作・施行の経験とノ
ウハウを生かし、
45歳での独立起業を決断しました。
マレーシア産白輪菊は、パハン州にある高原リゾー
ト地、キャメロンハイランドで栽培されており、数年前
から日本人指導者が派遣され、国産品に劣らない品質
を誇ります。当社ではマレーシア産･神馬(じんま)･秀
２Ｌの白輪菊を仕入れ、開花調整・加工して、一定基準
の品質チェックに合格したものだけを販売しています。
津崎 上尾市を本拠地に選んだ理由はなんですか？
山口 葬儀スタイルも時代とともに変化し、供花用と
して洋花需要が伸びる傾向にあります。それでも、や
はり主役は白輪菊。高品質・低価格で提供するために
は、コスト削減が必須です。会社員時代からチームで
仕事をしていた方にお声がけいただき、上尾市浅間台
に事務所を構えることができました｡ 上尾市は都内に
比べて地代が安く､ 交通アクセスは利便ですから仕
入・配送にも迅速に対応できます。単なる卸売ではな
く、仕入から開花までを加工し、オリジナル商品の製
作も手がける｢卸売加工業｣として、付加価値の創出に
取り組んでいます。

▲プリザーブドフラワーを使った
オリジナル商品や生花のアレンジ
メントなども手がけています

▲｢地域の皆様に喜んでいただけ
れば｣と、道路沿いに設置された
｢お花の無人販売スタンド｣

▲代表取締役・山口正志さんとフレッシュあげお・津崎奈南さん

▲葛西市場から仕入れてきた白輪 ▲品質や咲き具合をチェックしな
菊。生い茂る葉からも品質と鮮度 がら既定の寸法に裁断。花を労わ
るていねいな手仕事が信条です
のよさが伝わってきます

▲脱葉、水あげを済ませた開花菊はすぐに
利用できるので、お客様の作業軽減にも大
きく貢献し、好評を博しています
（写真左か
ら、三分咲きと五分咲きの開花白輪菊）

▲裁断された白輪菊の余
分な葉を落とします

都内中心に県内需要も徐々に拡大
｢５年継続｣が第１段階の目標です
津崎 葬儀用供花の注文は、いつ起こるか分からない
のですから、仕入や在庫管理も大変でしょう？
山口 繁忙期の目安はある程度できますが、花は生き
ものですから、こまめに仕入管理しなければなりませ
ん。現在は月・水・金の週３回、夜明け前の３時に出
社して葛西市場へ仕入に行っています。急ぎのご注文
に少しでも迅速に対応できるように、休日夜間は携帯
電話でご相談を受けています。お問い合わせの電話を
逃さず、
「お客様の声を拾うこと」
がビジネスの糸口｡
おかげさまで、都内だけでなく、埼玉県内のお客様も
少しずつ増えてきています。
津崎 今後の抱負をお聞かせください。
山口 まずは｢バックフラワー(BACK FLOWER)｣とい
う会社の認知度を上げること。｢５年継続｣を第１段
階の目標として､ 地道にがんばりたいと思っています｡
会社入口の道路沿いに「お花の無人販売スタンド」

5
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■株式会社 BACK FLOWER(バックフラワー)
上尾市浅間台1-20-7
TEL.048-729-6243 FAX.048-775-8849
http://www.backflower.net
★開花白輪菊を箱売り(80本組)で提供＜送料無料＞
※価格は相場に応じて変動します(１本あたり80円
〜100円ほど､ 毎週日曜日に改定)。開花具合は一
分･三分･五分咲き(同一価格)から選択できます
※18時までの注文で翌日午前中に納品(ヤマト運輸
翌日配送エリアに限定)。別途、臨時チャーター
便も手配可能(有料)
★休日夜間の急なご用命にも対応します
■平日日中：９時〜18時は上記の電話番号へ
■休日夜間：090-4204-4973(担当・山口)

▲裁断・脱葉などの加工作業を終えた開花白輪菊は、
15℃まで温度調節できる保管倉庫で出荷を待ちます

を設置してから、個人のお客様からのお問合せ・ご注
文も増え始めました。納品等で余った花を廃棄処分す
るのはもったいない、地域の皆様に少しでも喜んでい
ただけるならと思って始めた取り組みで、１本50円で
販売しています。予想以上に好評で、すぐに売り切れ
てしまうため、無人販売スタンド用の花を仕入れるよ
うになりました。会社営業日の朝８時頃に準備してい
ますが、無人のため、釣銭の対応はできませんので、
ご理解・ご協力をお願いしています。
昨年11月には、あげお産業祭に出店。プリザーブド
フラワーやアレンジフラワーなども販売して、市民の
皆様と直接ふれあう貴重な機会を得ることができまし
た。今年も出店する予定ですので、ご期待ください！
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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3月無料相談日

商業講演会のご案内

※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：金子 聡】
●17日㈫午後1時30分〜3時30分
★人事労務管理（労働時間、賃金、就業規則、各種規程、
助成金等）
に関するご相談、各種手続き、労使トラブル
など ※電話予約優先、
1人30分

労務・年金

【税理士：大谷津 和夫】
●13日(金)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
●3日㈫･10日㈫･17日㈫･24日㈫

経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】
●27日㈮午後1時〜4時

ライオンズクラブは
スペシャルオリンピックスを支援しています。

スペシャルオリンピックス
（SO）
は、知的発達障害
のある人たちの自立と社会参加を目指し、日常的な
スポーツトレーニング、その発表の場である競技会
に年間を通して、提供している組織です。
上尾ライオンズクラブは、2005 年より奉仕活動の
一環として、スペシャルオリンピックスの練習補助、
大会会場でのボランティア活動をしています。
また、アスリート（競技者）と一緒に練習プログラム
並びに競技会に参加し、アスリートに笑顔をいただ
いています。
上尾ライオンズクラブは、2 月 2 日㈰に上尾市文
化センターで開催した第 4 回チャリティカラオケ大
会のチャリティ金の一部をスペシャルオリンピック
スへの支援に活用させていただきます。

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

上尾商工会議所会員事業所対象

★販路拡大、現場改善、社員教育、パソコン全般など

2020年4月から労働者派遣法が改正にな
ると聞きましたが、派遣社員の待遇が変

わるのでしょうか？

派遣社員と派遣先に雇用される通常の社
員との不合理な待遇差を解消すること等
を目的に2020年4月1日から労働者派遣法が改正
されます。
⑴派遣社員の賃金を決定する方法
派遣社員の賃金は、２つの方式のうちいずれか
１つを選択して決定する義務が生じます。
①
「派遣先均等・均衡方式」
・・・派遣先での同等
職務の社員の賃金を考慮して決定
②
「労使協定方式」
・・・派遣元で労使協定を締結
して賃金を決定
⑵派遣先から派遣元への情報提供義務
いずれの方式の場合も、派遣先は、労働者派遣
契約の締結にあたり、予め派遣元事業主に対し一

●今月の回答者
金子社会保険労務士事務所
社会保険労務士 金子

聡

TEL.048-782-5092

上尾商工会議所では、会員企業の福利厚生サ−ビス事業
の一環として、生活習慣病(成人病)予防の集団検診を実施
しますので、ぜひご活用ください。
期 日 ：4月20日㈪〜24日㈮
［各検診日定員50名］
受付時間：9 時 30 分〜/10 時 30 分〜/11 時 30 分〜
会 場：上尾市文化センター 2 Ｆ 201 集会室
検査項目：身体測定・循環器検査・消化器検査・肝機能検
査・血栓脂質検査・腎機能検査・糖尿病検査・
血液一般検査・大腸ガン検査・特定健康検査 (40
歳以上の方 )
検診料：12,200 円
（税込 ･1 名）
実施機関：医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院
※上尾商工会議所の生命共済制度
「パ−トナ−あげお」
に加入
されている事業所については、還元事業としてご加入者で
受診される方 1 名につき2,000 円を割引して受けられます。
申込･問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111

合格おめでとう！
第218回珠算検定合格者 （2/9実施）
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＜プロフィール＞一橋大学経済学部卒。2003年㈱佐田入社、2005
年代表取締役社長に就任。バブル時代の大手取引先そごう倒産の傷
跡が深く、破綻寸前の企業を黒字化するも莫大な有利子負債は如何
ともしがたく、2007年金融機関の債権放棄とともに会社を再生ファ
ンドに譲渡。2008 年に引継ぎを終え㈱佐田退社。その後、2011年
7月に会社の再々生のため㈱佐田に呼び戻され、2012年代表取締役
に復帰しオーダースーツの工場直販事業強化を柱に企業改革を進める。

マル経資金のご案内
＜小規模事業者経営改善資金＞
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融資です。
融資額：2,000 万円以内 利 率：1.21％（R2.2.3 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ケ月以上受
けている ③義務納税額を完納している ④原則として同一
地区で最近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には別途要件あり
問合せ：上尾商工会議所 中小企業相談所

TEL.773-3111

相談所トピックス
令和2年4月1日より、すべての雇用保険被保険者について
雇用保険料の納付が必要となります
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっています
が、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日ま
での間は、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除され
ていました。令和2年4月1日からは、高年齢労働者について
も、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要
となります。
(※)保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労
働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方
を指します。
※詳しくは、埼玉労働局労働保険徴収課(TEL.600-6203)まで

上尾商工会館 耐震工事工期延長
昨年 9 月 30 日より、3 月下旬の予定で実施しております耐
震化及び老朽化に関する改修工事ですが、工期を 6 月下旬
まで延長いたします。引き続き、ご理解とご協力をお願い
申し上げます。

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

翠
漣
純佳
遥
佑哉
潤人

上尾市 サチバレエスタジオ

バレエ

ピラティス

生徒

さん

確認を行いましょう。

生活習慣病検診のご案内

時：3 月11日㈬ 15 時〜16 時 30 分
（受付開始14 時 30 分）
会 場：上尾市プラザ 22
テーマ：〜迷ったら茨の道を行け〜
「自社の価値を活
かす方法」
オーダースーツSADAの革命
講 師：㈱オーダースーツSADA 代表取締役社長
北京佐田服装有限公司 総経理 佐田 展隆 氏

募集

定の情報提供をしなければなりません。派遣先か
ら情報提供がないときは、派遣元事業主は労働者
派遣契約を締結してはいけません。
労働者派遣に関わる会社は、今一度改定点の

日
LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

【弁護士：藤木 孝男】
●4日㈬午後1時30分〜4時30分

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

= 一般市民の方も相談できます =

法 律

検索

上尾ライオンズクラブ

http://sbsageostudio.sub.jp

Sachi ballet studio

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

上尾市 サチバレエスタジオ

2月

弥生

如月

29 ・3 1 2 3

エアコンのクリ-ニング

花粉・ウイルス・カビ・湿気をカットして、 春 日本店
限定
日本 にて
お部屋の空気をクリーンにしませんか? ひなまつり
ハウスクリーニング
世界で1つだけの桜餅
月

桜あん、粒あん、カスタードクリーム、
トッピングでキウイ、苺、
りんごなど

お部屋のお片付けします!

〒362-0061 埼玉県上尾市藤波3-319-1

http://www.sakaedk.co.jp

ポスティング
スタッフ募集‼

株式会社シンクリーンエス

0120-323-253

Mail:scyudo2016@yahoo.co.jp
上 尾市平方162 8 ‑ 5

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
格
期
短納 高品 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！

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

株

2020東京オリンピック記念企画

参加期間

手づくり桜餅コンテスト開催 2/29〜3/3
金 5,000 円分 銀 3,000 円分 銅 2,000 円分
商品券 商品券
商品券

4日間 限定
特別
価格

！
めざせっ！
！
金メダル！
投票期間

2/29〜3/15

1ヶ 280 円
2ヶ 500 円
3ヶ 600円

りんごタルト

まとめて買うほどお得です
！
第21回 食糧庁長官賞受賞
第22回 大 臣 栄 誉 賞 受 賞

TEL.048-771-3657
6

-25
上尾春日本店 上尾市春日
上尾市春日2-11
上尾市春日2
2 -1
11 -2
25
2
5 P 完備
☎ 048 - 777 - 4598

0120 - 86 - 5505

川越店☎049-222-8777 大宮そごう店☎048-657-7314

〒362-0011 上尾市平塚 1988
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を作ってみませんか？

www.saikaan-ooki.com
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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

創業支援「女性のためのプチ起業はじめ方
セミナー」を開催 30名が受講

1月22日㈬、上尾市
プラザ22で「女性のた
めのプチ起業はじめ
方セミナー」を開催。
創業・ベンチャー支援
センター埼玉 女性創
業支援アドバイザー
中小企業診断士 森尚子氏を講師に、起業する前の基
礎知識や自分らしい起業のカタチや県内の女性起業
家の事例などを講演いただき、終了後は個別相談も
行いました。

観光・飲食業部会
「農と食の展示商談会2020」を視察

観 光・飲 食
業 部 会（ 鈴 木
明治部会長）
は 、2 月5日 ㈬
さいたまスー
パ ー アリー ナ
で 開 催 され た
「農と食の展示・商談会2020」を視察しました。全国
有数の食料品製造品出荷額を誇る埼玉県の食材を全
国各地にPRするイベントで、129団体の農畜産物の生
産者や食品製造業者がブースを出展し、食品バイヤー
を中心に4,159名が来場し賑わっていました。

経営安定セミナー開催 28名が受講
「なぜ焼き鳥は串にささっているのか」

2月13日㈭
上尾市文化セ
ンターで経営
安定セミナー
「儲ける仕組
みの コツ
がわかる『焼
き鳥』はなぜ串にささっているのか」を開催しました。
㈱経営科学研究所 代表取締役・中小企業診断士 初鹿
野浩明氏を講師に、なぜ焼き鳥は儲かるのか・どれだ
け売 上を上げ れば
利 益 が出始めるの
か等の講義内容で、
経営の効率化・生産
管理・生産性の向上
など分かりやすく解
説いただきました。

Dolce

エジュール

ドルチェ

オールタイム60分

（税込）
￥2,500（税込） ￥2,500

初回60分

カウンター6席 ボックス6〜8人程度 カラオケ有り 焼酎飲み放題

TEL

上尾市柏座1丁目10-3-19
B1-B 斉藤ビル

エイトナイン
クリニック

上尾駅
西口

ローソン

上尾中央
総合病院

スナック バー

エジュール

ファミリー
マート

『あぴおを見た』
とお伝えください。

TEL

048-856-9778

上尾市谷津2-1-50-31小池ビル3F

営業時間20：00 〜0：00（月曜〜土曜）
定休日/日曜

上尾駅
西口
吉野家

銀行 イトー
ヨーカドー
ゼクシス

048-729-8072

au

上尾駅西口

フロアレディ ・ ホールスタッフ募集中 ！

「彩の国ビジネスアリーナ2020」
当所会員企業6社が合同出展

1月29日㈬・30日
㈭、さいたまスーパ
ーアリーナで開催さ
れた国内最大級のビ
ジネスマッチングイ
ベント「彩の国ビジ
ネスアリーナ2020」
で、上尾商工会議所
会員企業展示ブース
を設け、6社（梅田ス
クリーン印刷㈱・㈱
井上製作所・㈱三愛
製 作 所・㈱ ア オ ヤ
マ・㈱飯田製作所・
㈱共栄製作所）が参加し合同で製品を展示しました。ま
た、他に当所会員企業7社が単独で出展しました。2日間
の来場者数17,603人、約600の企業・団体が出展し、受
注確保・販路拡大につながる大盛況のイベントでした。

発明学会講演会を開催「発明家の
ためのクラウドファンディング活用法」

2 月1 7日㈪ 、
上尾市プラザ22
で、一般社団法
人発明学会 事
務局長・発明ア
ドバイザー松野
泰明氏を講師に、「発明家のためのクラウドファンディ
ング活用法」をテーマに講演会を開催。発明学会が大
手運営会社と業務提携し行っている「発明クラウド
ファンディングサポートプロジェクト」で12件目標額を
達成した実績（成功率63%）など講演いただきました。

上尾商工会議所女性会
−会員親睦交流事業を開催−

上尾商工会議所女性会（内田冨美代会長）は、1
月18日㈯、会員親睦交流事
業として、上尾市文化セン
ター大ホールで開催された、
ものまね界の大御所コロッ
ケさんによる｢コロッケコン
サート2020inあげお｣を観覧
しました。30曲以上のものま
ねが披露され、歌にトークに
観客を大いに沸かせる演出
力を学びました。

上尾北ロータリークラブ

『啓発看板寄付』

上尾北ロータリークラブ（金子禎伴会長）では、
10月18日に県立上尾高等学校に啓発看板を寄付し
看板の除幕式を行いました。標語は「信頼と 絆を
育む 地域愛」、「英知と理想 未来を創る 仲間た
ち」と決まり、金子会長・林校長・福島教頭・金子
PTA会長・クラブ会員21名が集りクラブ例会場の前
で、啓発看板の除幕式を行いました。除幕式では金
子会長が「大石北小学校から始まり12年で大石・上
平事務区の小中高の12校すべてに啓発看板が寄贈
されました」と話し、また、林校長は「啓発看板の
趣旨や上尾北ロータリークラブの奉仕の理念をみん
なで理解し有志の生徒たちから標語をつのりまし
た」と話されました。現在同校ではブロック塀の補
強工事を行っているため、看板の設置は3月末にな
る予定です。上尾北ロータリークラブでは、継続事
業として、奉仕部門で行っている「花いっぱい運
動」書き損じはがきの回収、上尾あゆみ会への支援
など様々な仕活動を今後も行っていきます。

上尾商工会議所青年部
−１月定例会開催−

1月28日㈫、上尾市
文化センター小ホール
で１月定例会「2020フ
レッシュあげお最終選
考 会 」を開 催しまし
た。来年度から活躍い
ただくキラリ☆あげお
PR大使「2020フレッ
シュあげお」3名を選
考するため、１次審査
を通過した12名の候補者が一人ずつ壇上で個性豊か
なPRを行い、7名の特別審査員と共に厳正に審査し
ました。また、2月8日㈯、県連ヤングリーダー研修
会所沢大会に16名で参加しました。

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

〒362-0064 上尾市小敷谷 730-5
電話 048-726-2133 FAX 048-726-2123
Mail：info@fujitaku.net
HP：fujitaku.info
営業時間：9：00〜19：00 定休日：毎週水曜日

雨漏りの施工実績2700 件超！
7

あぴお2020_03_203号_07.indd 2

3月号

2020/02/21 9:44

http://www.hakuba-saitama.com/
会員登録で未公開物件を盛りだくさん！
！

エステート白馬 上尾駅前店

開催中

マイホーム資金なんでも相談会

無料・予約制

お買い物ついでにお悩みを解消しましょう！

‼

マイホームのお金に関する疑問を解消します
これから教育費もかかるのに、家を買っても大丈夫かな？
定年まであと10 年だけど買えるかな？
賃貸と購入の場合ではどっちが得をする？
今は共働きだけど、いくらのものを買ったらいいかな？
自分にとって適正な支払額は？
そもそも、いくら位の住宅ローンを組めるかな？ などなど…

●相談員

ファイナンシャルプランナー
損保ジャパン日本興亜
ひまわり生命保険㈱所属

インターネットで調べたけどはっきりし
ないこと、いまさら聞きづらいことなど

大平 英輔

どんなことでもお気軽にご相談くださ

2016 年度 MDRT 成績資格
会員、AFP（日本 FP 協会認
定）
。住宅関連の相談をメイン
に活動中。
時事問題、法務から
税金まで、あらゆる分野に造
詣 が 深 い。相 談 件 数 は 年 間
150 件。

い。ご相談内容に応じてファイナンシャ
ルプランナーが懇切丁寧にお悩みを解
決いたします。

●お電話にてお申込みください●
●
●

営

No. 1 - 0 0 1

新 築

ビルトイン車庫付きの新築戸建2,990

（税込）
万円

No. 1 - 0 0 2

売 地

No. 1 - 0 0 3

中古戸建

全4区画の分譲地 1,880〜2,080万円 リフォーム済みの中古戸建 2,099

（税込）
万円

No. 1 - 0 0 4

中古戸建

No. 1 - 0 0 5

売 地

東南角地の中古戸建 2,380 万円 65坪の土地 2,470万円

業

★1階に2部屋を配置★土間収納で収納力UP ★建築条件なし★嬉しい都市ガス ★間仕切り施工で5LDKに変更可★平成20年築のオール電化住宅 ★東南角地につき陽当り良好★リフォームのご相談も承ります ★建築条件なし★65坪の広々とした敷地面積
★家族が近くに感じるリビングイン階段 ★建物はお好きなメーカーさんで建築できます ★区画整理完了の小泉エリア★西小学校・西中学校 ★住みやすい住環境もご確認ください ★建物はお好きなメーカーさんで建築できます
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩13分
●交通／JR高崎線北上尾駅 徒歩20分
★41坪のゆとりある敷地面積★参考プランもあります ●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩27分
★富士見小学校・西中学校

1

●交通／ JR 高崎線上尾駅徒歩 13分
●土地／73.12㎡（22.11坪）
●建物／106.4㎡（32.18坪）
●間取／4LDK
（令和2年2月完成済）
●建確№／第19UDI1W建03248号
●所在／上尾市柏座3丁目

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩13分
●土地／137.34㎡〜137.35㎡（41.54坪）
●地目／畑●用途／第一種低層住居
●建ぺい率／50%●容積率／80%
●所在／上尾市大字上●現況／更地

●土地／143.16㎡（43.30坪）
●建物／95.22㎡（28.80坪）
●間取／4LDK（平成20年3月築）
●所在／上尾市小泉2丁目

●土地／106.48㎡（32.21坪）
●建物／93.56㎡（28.30坪）
●間取／4LDK（平成7年5月築）
●所在／上尾市浅間台2丁目

リフォーム済みのため、そのまま新生活スタートできます♪

空家につき、ゆっくりご見学いただけます♪

広い土地のため、プランニングもし易いです♪

No. 1 - 0 0 6

No. 1 - 0 0 7

No. 1 - 0 0 8

中古戸建

●土地／216㎡（65.34坪）
●用途／第二種住居●地目／畑
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市小泉9丁目●現況／更地

新 築

南西×北西の角地 2,480 万円 桶川駅 徒歩12分2,580

（税込）
万円

新 築

春日の新築戸建 3,580 万円

（税込）

課

★平成25年築の中古戸建★4LDKにも変更できます ★駐車スペース並列2台分をご用意★耐震等級3の地震に強い建物 ★駐車スペースは2台分をご用意★ウオークインクローゼット2ヶ所の収納力
★約13帖のルーフバルコニー付き★小屋裏収納もあります ★19帖の広々としたLDK★スーパーまで徒歩5分（約350m） ★対面式キッチン★都市ガス・本下水★富士見小学校・西中学校

ご見学はいつでもお気軽にお申しつけください♪

営

No. 2 - 0 0 1

中古戸建

通勤や通学に助かる、駅から徒歩13分の立地♪

No. 2 - 0 0 2

リビングイン階段 築浅一戸建 2,780 万円 今泉

業

★並列駐車可能★ポーチ付き
★対面キッチン

●交通／ JR 高崎線上尾駅徒歩17 分
●土地／126.60㎡（38.30坪）
●建物／100.4㎡（30.37坪）
●間取／4LDK（平成30年5月築）
●所在／上尾市弁財一丁目

2

リビングに勉強用カウンターのある家

売 地

1,500

万円

★建築条件なし
★フリープランにて建築可
★更地になりました

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩23分
●土地／118.28㎡（35.77坪）
●地目／宅地●用途／第一種低層住居
●建ぺい率／60%●容積率／100%
●所在／上尾市大字今泉●現況／更地

●交通／JR高崎線桶川駅徒歩12分
●土地／120.01㎡（36.30坪）
●建物／92.74㎡（28.05坪）
●建確№／第HPA‑19‑11187‑1号
●間取／4LDK（令和2年1月完成済）●所在／上尾市大字上

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩12分
●土地／129.54㎡（39.18坪）
●建物／105.58㎡（31.93坪）
●建確№／第19UDI1W建08122号
●間取／4LDK（令和2年5月完成予定）●所在／上尾市春日1丁目

空家につき、
ゆっくりご見学いただけます♪

ご見学は365日いつでも承っております♪

住みやすい住環境をご確認ください♪

No. 2 - 0 0 3
両面道路に面する
風通しの良い家

No. 2 - 0 0 4

No. 2 - 0 0 5

●交通／ニューシャトル原市駅徒歩 6 分
●土地／113.24㎡（34.25坪）
●建物／103.23㎡（31.22坪）
●間取／3LDK（平成25年10月築）
●所在／上尾市五番町

中古戸建

1,230

万円

★お住み替えにつきご売却
★都市ガス、本下水

●交通／ JR 高崎線桶川駅徒歩 23 分
●土地／103.03㎡（31.17坪）
●建物／80.96㎡（24.49坪）
●間取／4DK（平成6年12月築）
●所在／上尾市大字上

コープ裏の住宅街

売 地

売 地

南道路 奈良町 1,790万円 本町 平屋用地向け1,800万円

★建築条件なし★整形地★陽当り良好 ★建築条件なし★不整形地
★別所小学校まで徒歩6分
★更地で引き渡します
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩33分
●土地／183.45㎡（55.49坪）
●用途／第一種中高層住居●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／160%
●所在／さいたま市北区奈良町●現況／更地

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩13分
●土地／270.63㎡（81.87坪）
●用途／第一種中高層住居●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市本町2丁目●現況／古家つき

都市ガス・本下水

No. 2 - 0 0 6

好きなハウスメーカーで建築可

No. 2 - 0 0 7

売 地

売 地

柏座の土地 2,450万円 約230㎡ 泉台の整形地 2,480万円

課

★建築条件なし★南道路に面する
★中央病院裏の住宅街

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩8分
●土地／113.29㎡（34.27坪）
●用途／第一種住居●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市柏座1丁目●現況／古家つき

2014年、屋根外壁リフォーム済み

営

No. 3 - 0 0 1

中古戸建

No. 3 - 0 0 2 売りマンション

No. 3 - 0 0 3

売 地

★建築条件なし★形のきれいな土地
★都市ガス・本下水
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩20分
●土地／230.59㎡（69.75坪）
●用途／第一種中高層住居●地目／宅地
●建ぺい率／60%●容積率／150%
●所在／上尾市泉台1丁目●現況／更地

地区計画B地区 歩道に面する

都市ガス・本下水

No. 3 - 0 0 4

中古戸建

No. 3 - 0 0 5 売りマンション

平成28年度 住友林業施工の家 4,280 万円 パーク上尾壱番館2,590万円 上尾市本町 売地1,680万円 サーマルスラブ採用のオール電化住宅1,480 万円 コスモ上尾カルディアコート最上階 2,650万円

業

★JR上尾駅徒歩6分★ペット飼育可（細則あり） ★南側道路に面し陽当り良好
★平成28年築 住友林業施工
★建築条件なし★現況更地
★センターパークが目の前、生活施設充実！ ★新規フルリノベーション物件
★都市ガス・本下水
★木の温もりを感じるリビングダイニング！ ●交通／JR高崎線上尾駅徒歩6分

3

●交通／ JR 宇都宮線東大宮駅徒歩15 分
●土地／128.25㎡（38.80坪）
●建物／102.53㎡（31.02坪）
●間取／4LDK（平成28年7月築）
●所在／上尾市大字瓦葺

●専有／81.95㎡（24.79坪）
●バルコニー／16.95㎡
（5.13坪）
●間取／4LDK（昭和60年3月築）
●管理費／6,670円●修繕積立金／18,360円
●所在／上尾市柏座3丁目

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩17分
●土地／138.87㎡（42.01坪）
●地目／宅地●用途／第一種低層住居
●建ぺい率／50%●容積率／80%
●所在／上尾市本町5丁目●現況／更地

南側、北側の両面道路に面した立地

★平成20年8月築 こだわりの注文建築★お車2台駐車可能 ★JR北上尾駅徒歩7分★ペット飼育可（細則あり）
★土壌蓄熱式床暖房【サーマ・スラブ採用】 ★新規リフォーム済物件★現況空室につきいつでも内覧可
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩7分
●専有／68.00㎡（20.57坪）●バルコニー／11.2㎡（3.39坪）
●間取／4LDK（平成15年2月築）
●管理費／10,900円●修繕積立金／10,585円
●所在／上尾市緑丘2丁目

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩17分
●土地／149.11㎡（45.11坪）
●建物／77.86㎡（23.55坪）
●間取／2LDK（平成20年8月築）
●所在／上尾市大字西門前

新規リフォーム物件

平成20年築 注文住宅

No. 3 - 0 0 6 売りマンション

No. 3 - 0 0 7

新 築

コスモ上尾ステーションアベニュー3,580万円 上尾市緑丘4丁目新築戸建 3,180 万円

課

★JR上尾駅徒歩4分！★東南角部屋で陽当り良好！ ★南西、北西側道路に面した角地で陽当り良好！
★新規内装フルリフォーム済！
★耐震等級3（最高等級）★L・D部分床暖房標準仕様
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩4分
●専有／75.24㎡（22.76坪）●バルコニー／9.1㎡（2.75坪）
●間取／3LDK（平成11年3月築）
●管理費／9,700円●修繕積立金／19,340円
●所在／上尾市上町1丁目

住友林業施工の家

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩10分
●土地／111.68㎡（33.78坪）
●建物／105.03㎡（31.77坪）
●建確№／第HPA-19-09550-1号
●間取／3SLDK（令和1年12月築）●所在／上尾市緑丘4丁目

駅徒歩4分! 東南角部屋

専有面積81.95㎡ 新規リノベーション物件

北上尾駅徒歩10分 角地

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
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