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上尾商工会議所青年部

｢2020フレッシュあげお｣が本格始動！

鐘本 千優（かねもと・ちひろ）

■趣味・特技／映画鑑賞、チアダンス。５歳からバトントワリング、
ダンス、チアダンスを習得。高校時代はチアダンス部に所属し、地区
大会・全国大会で１位獲得！日本一という大きな目標を成し遂げた達
成感は自信となっています。■将来の夢／大学では国際ホテル科を専
攻。ホテルスタッフにふさわしい技量やおもてなしの心を専門的に学
び、将来は海外のホテルで活躍したい。■抱負／市民の皆様とふれあ
うことは、普通の大学生ではできない貴重な経験となるはず｡｢フレッ
シュあげお｣の活動を通して、さらに広く深く上尾を知り、上尾市の
よさをたくさんの方に伝えていきたいと思っています。

■上尾商工会議所青年部公式サイト http://www.ageocci.or.jp/yeg

上尾商工会議所青年部(令和元年度会長・秋元宏章さん)で
かねてから取り組んできた｢2020フレッシュあげお｣ 募集・
選考について、応募多数の中から書類審査を経た11名の候補
者が１月定例会に合わせて開催された最終選考会に臨み、厳
正なる審査を経て、鐘本千優さん、鈴木愛珠さん、髙橋理沙
さんの３名が選出されました。
キラリ☆あげおＰＲ大使を兼任する
「2020フレッシュあげ
お」
は、令和２年度会長･島村典泰さんのもと、新年度スター
トと同時に活動開始。４月中旬に予定されている上尾市長・
上尾市議会議長への表敬訪問を皮切りに、上尾市の商工業の
発展とイメージアップに貢献します。ご期待ください！

笑顔を大切に、できることを一生懸命に……
これから１年間、よろしくお願いいたします

鈴木 愛珠（すずき・まなみ）

▲｢2020フレッシュあげお｣に選出され
たみなさん。(写真左から)鐘本千優さ
ん、
鈴木愛珠さん、
髙橋理沙さん

▲取材したのは新年度制服の試着選考会
の日。新型コロナウイルス感染防止に配
慮して限られた人数で速やかに行なわれ
ましたが、
「2020フレッシュあげお」
の
みなさんの笑顔は春の陽光のように輝い
ていました。どのコスチュームに決定し
たのか、お披露目する日をお楽しみに！

■趣味・特技／弓道、書道。弓道は初段で、週１回、上尾市民体育館
の弓道場へ通っています。二段昇段が目標。■将来の夢／航空会社の
グランドスタッフ(空港業務)になること。■抱負／４月から大学の観
光に関する学部で、住んでいる人にとっては当たり前のことでも「観
光」という視点でどのように情報発信するのかということを考え、学
ぶ予定です。まずは自分の生まれ育った上尾市についてよく知り、市
民の方々に 上尾のよさ を発信していきたいと思います。将来は人
と関わる仕事に就きたいと思っているので、｢フレッシュあげお｣とし
て笑顔を大切に、大勢の皆様とふれあっていきたいと思っています。

髙橋 理沙（たかはし・りさ）

■趣味・特技／中学時代は水泳部、高校では茶道部に在籍していまし
た｡趣味は食べ歩きとアニメ(好きな作品は『デュラララ!!』)ですが、
大学３年になると就活も始まるので忙しくて、なかなか時間が取れま
せん。■将来の夢／英文科専攻ですので、好きな英語を活かした職業
に就きたいと思っています。上尾市は交通アクセスもよく、とても暮
らしやすい街ですので、結婚して子供を持ったら市内にマイホームを
持ちたいです。■抱負／授業とアルバイトが中心だった大学生活に、
なにか打ち込むものがほしくて、｢フレッシュあげお｣に応募。最終選
考会では緊張しました。３人で力を合わせて頑張りたいと思います。

上尾商工会議所青年部
政や関係諸団体と連携･連帯を図りなが その成長こそが私たちの未来を輝か
第34代・令和２年度会長 島村 典泰 ら、種々の事業活動にまい進いたします。 せ、ひいては私たちの愛する地域の活
私たち上尾商工会議所青年部は本年
度、創立42年目を迎えます。青年部会員
にとって有益な、時代に即した学びと気
づきの場を提供し、また、会の内外にこだ
わらずさまざまな交流の場を創出し、行

目的が達成できたか否か、結果の１ 性化につながっていくのです。
みんなの未来にサ・ク・ラ・サ・ケ！
つひとつを受け止め、その要因を検証
し、次の機会に活かす｡ この作業を地 ★上尾ＹＥＧの公式ＨＰを移転・刷新
しました。ぜひアクセスください！
道に繰り返すことで、やがて大きな成
https://ageoyeg.jp
長の実感を得られるのだと考えます。

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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4月のイベント情報
■新型コロナウイルス感染拡大予防のため
下記のイベントは開催中止となりました
■上尾市観光協会主催分
●３月24日(火)〜４月５日(日)開催予定の｢上尾さくらまつり｣
●４月４日(土)開催予定の｢第25回キラリ！あげお駅 de ほっと市｣
●４月４日(土)開催予定の｢第５回北上尾駅 駅からハイキング｣
心待ちにされていた皆様、出店予定の皆様にはご迷惑をおかけい
たしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
上尾市観光協会 http://www.ageo-kankou.com
■北西酒造
「2020年蔵まつり」
●４月11日(土)開催予定
すでに報道のとおり、新型コロナウイルスが国内において感染拡
大する可能性を鑑み、｢2020蔵まつり｣の開催について継続的に検
討を重ねた結果、ご来場者様、開催パートナー様への感染被害抑止の
観点から、開催中止を決定いたしました。
皆様に楽しんでいただけるよう、長期間にわたり準備を進めてま
いりましたので、心苦しい決断となりました。ご来場を予定されて
いたお客様、蔵まつりを楽しみにしていらした皆様には大変申し訳
ございませんが、諸事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。
北西酒造株式会社 代表取締役社長 北西 隆一郎
https://www.kitanishishuzo.co.jp

コミセンクラシック
〜５人で奏でる珠玉の名曲〜

▲小林沙紀さん

あげおプラモ展〜あげ☆プラSTATION 2020〜 展示作品募集！
★プラモデルを「見る・買う・作る・動か
す」
を楽しむイベントです
●日時／６月７日(日) 10時〜16時30分
●会場／上尾市文化センター ホワイエ

▲｢あげおプラモ展｣昨年の会場風景

★上尾市ゆかりの音楽家
たちによって華麗に紡
がれる名曲の数々……

▲長尾春花さん

▲小針彩菜さん

●日時／６月28日(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／AGEO QUINTET
小林沙紀(ヴァイオリン、ヴィオラ)
長尾春花(ヴァイオリン)
小針彩菜(マリンバ、パーカッション)
赤間亜紀子(ピアノ)
清水 篤(ピアノ)
●入場料／2,500円
※全席指定。未就学児の入場はできません
●入場券販売／４月11日(土)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
■問合せ／上尾市コミュニティセンター
TEL.048-775-0866

①完成作品展示コーナー
一般公募で集まったプラスチック･モデル(プ
ラモ)の作品展示 ★展示する作品を募集／ジャ
ンル・経験不問 ※小学生以下は保護者の承認
が必要。作品内容によっては展示できない場合
があります ●定員：60作品(先着順) ●１作品
につき出展料200円 ●申込：文化センターにあ
る指定の申込書
（文化センターＨＰからダウン
ロード可）に必要事項を記入して、直接または
郵送・ファクスで上尾市文化センターへ！
＜４月６日(月)10時から受付開始＞ ※展示す
る作品は、事前または当日朝の搬入となります
②初心者プラモデル制作教室
[１]10時30分〜12時30分 [２]13時30分〜15時
30分 メルクールの会(模型サークル)会員など
一般モデラ̶の指導によるプラモデルの制作
●参加費：１人300円 ※別途、制作するプラモ
デルの購入費が必要です ●定員：各回10名
③ミニ四駆コースで実走コーナー
イベント内で購入・制作した物または持参し
た物の実走 ●参加費：１人100円 ※混雑時は
人数を制限することがあります
④プラモデル専門店の出張販売
プラモデル、工具や塗料などの販売 ※購入
したプラモデルは、その場で制作できます

▲赤間亜紀子さん

▲清水 篤さん

■主催／(公財)上尾市地域振興公社
■後援／上尾市
■問合せ／上尾市文化センター
TEL.048-774-2951

新型コロナウイルス感染拡大の防止
｢閉所｣｢密集｣｢会話｣にご注意を！

うつらない うつさない

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために､
｢こまめな手洗い」や
「咳エチケット」などの基本
的な感染予防策を徹底しましょう！
不要不急な集まりを避け、人混みをできるだけ
避けましょう。高齢者や持病のある方はとくにご
注意ください。発熱など風邪症状があるときは無
理をせず､ 学校や会社を休み､ 外出を控えましょう｡
企業・団体では休みやすい環境を整えてください｡

▲３つの
『咳エチケット』
(首相官邸・厚労省ＨＰより)

上尾市住宅リフォーム応援商品券を利用できる加盟店を募集！

★登録無料★

７月１日(水)から実施する
「住宅リフォーム
応援商品券」を利用できる店舗を募集しま
す。この商品券は、消費税・地方消費税率の
引上げによる市内業者への影響を緩和すると
ともに、地域経済の活性化を図るため、住宅
のリフォーム工事を行なった市民に対して商
品券を交付するものです。
■利用できる店舗・事業所は……
原則として、上尾市内に所在する店舗・事
業所 ※登録の際、換金のための口座が必要
■換金方法・換金手数料は……
登録した店舗が
「使用済商品券」
「交付金
交付申請書」を商工課の窓口に持参し、換金
手続きをお願いします。
10営業日以内に指定
口座へ入金します。換金手数料は無料です

■換金期間は……

令和２年７月１日(水)から令和３年３月19
日(金)まで ※土・日・祝日および年末年始
＜12/29(火)〜1/3(日)＞を除く､ ９時から17時
■登録・申込方法は……
商工課にある申込書(上尾市ＨＰからダウ
ンロード可)に必要事項を記入し、５月29日
(金)までに直接または郵送(５月29日必着)に
て商工課へお申し込みください
■問合せ／上尾市 環境経済部 商工課
〒362-0042 上尾市谷津2-1-50
上 尾 市 プラザ22内
TEL.048-777-4441 FAX.048-775-5024

上尾市・伊奈町でご葬儀をお考えの皆様へ…上尾で 20年以上の実績 のアザレア・ホールがお手伝い致します
祭壇・葬具基本価格

〈祭壇・葬具基本一式

200,000 円

（税別）

〈内容〉
・祭壇
・盛菓子
・枕飾り
・手続き

・お柩
・果物
・ローソク
・喪章一式

・位牌塔婆
・飾り額
・線香
・司会進行

・会葬礼状
・看板一式
・案内板
・後飾り祭壇

・骨壷
・カラー写真
・ドライアイス
（10kg）
・火葬場花束 etc

アザレア・ホール

家族葬から一般葬など各要望に対応できる葬儀式場

〒362‑0031 埼玉県上尾市東町 3 丁目1963‑2
TEL : 048‑777‑1911 FAX : 048‑777‑1912

URL http://www.azalea.ne.jp

一 般 葬（
（通夜・告別
通夜・告別

親族 20 名 一般 50 名想定）

821,000 円（+ 税）

総額

上記金額には料理・返礼品含んでおります

親族20名想定）
親族20名想定）

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

508,000 円（+ 税） + 式 場 費
508,000
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

0120 - 65 - 0983

もしもの時は

24時間 詳しくは当社まで ご連絡お願いいたします
対 応

アザレア・ホール

2
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家 族 葬（
（通夜・告別
通夜・告別
総額

上尾伊奈斎場つつじ苑

436,000 円（+ 税） + 式 場 費

お支払い︑供花物は含まれておりません︒

お勧めします

総額

親族20名想定）
親族20名想定）

＊但し︑火葬料・ドリンクは公営斎場売店へ

事前見積（無料）、館内見学を

588,000 円（+ 税）

総額

一 日 葬（
（告別のみ
告別のみ

＊宗教者へのお礼︵お布施︶も含まれておりません︒

476,000 円（+ 税）

総額

含まれておりません︒

親族 20 名想定）

公営斎場でのご葬儀希望の皆様も弊社にお任せください
＊但し︑火葬料・供花物・ドリンクは

一 日 葬（
（告
告別のみ

「県央みずほ斎場」
「思い出の里会館」
「浦和斎場」でのご葬儀も承ります。 家 族 葬（通
（通夜・告別
（通夜
夜・告別 親族 20 名想定）

まずは

上尾伊奈斎場つつじ苑

安置料無料

＊宗教者へのお礼︵お布施︶も含まれておりません︒

弊社式場・公営斎場どちらでも
施行対応致します。

200,000 円 、お料理・返礼品を含んだ葬儀費用の一例〉

オ
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言葉の力

「努力」

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
努力は、
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ご了承ください。

心から楽しめれば

県知事･県議会議長を表敬訪問〜来季は優勝を！

最高の遊びとなる。

揮毫・文／書道家

本格インド料理カレー！

ニューデリ

ライスとナンはお替り自由で食べ放題です！
（ランチ、ディナーとも）

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」（800円〜）
、日替わり特製カ
レー ＆6種 の カレー か ら 選 べ る ランチタイム 弁 当
（550円 ラン
チ）もあります。ディナータイムは、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」
（1,090円〜）
、お子様に
もおすすめなマイルドなカレーもあり家族連れでも楽しめま
す。ディナータイムはスープをサービスします。

あぴお特典・読者限定サービス

▶神尾高善議長と
井上美咲選手

ディナー…10％OFF or
本誌切抜持参で ランチ…デザート1品！ ソフトドリンク人数分
有効期限：2020年4月末日

2名様から40名様まで各種パーティ承ります。
（
「食べ放
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。

■合同会社 スリーペンズ
上尾市原市43-9 TEL.048-716-6002
★受付時間：10時〜20時
http://threepens.com
■漫画素材ＤＬサイト コミカン
https://comican.site

●住所／上尾市地頭方401-1 ●TEL／725-7778
●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

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／2020年4月5日㈰〜2020年4月19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／
Ｂ 会員（火曜日〜金曜日の平日利用）200名
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／2020年7月1日〜2021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

日・祝日
年 会 費

Ａ会員

Ｂ会員

3,869円 8,259円 8,259円 8,259円
3,869円 11,394円
3,869円 10,624円 10,624円
16,300円 86,400円 64,400円 41,800円

※上記はセルフ料金です。キャディ付の場合、お一人様 3,520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

●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)
●定休日／月曜日
この広告を持って来ていただくと、
お買い物金額から10％引きとなります。
（発行日より1か月間有効です）

おだんご革命 .COM 検 索

さきたま
風月庵
ジョナサン

柏座二丁目

上尾駅西口

谷津観音

■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／4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。

丸広上尾店６階催場

※最終日は16時閉場

2021年度 まるひろ特選ランドセルフェア

電気工事で
社会に貢献する!!

※従業員を随時募集中

「上尾市平塚サッカー場」
屋外夜間照明工事を当社
が担当し完工しました。
4 月 18 日以降利用予約が可能
となります。詳細は上 尾市の
ホームページをご覧ください。

★上尾電気工事協同組合加盟店

三光電気工事株式会社
TEL. 048-775-8817

FAX. 048-775-8819

〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘４丁目５-６

上尾中央総合病院主催

2020年 看 護の日
〜 看護師のみなさんと交流を深め､
日頃の健康づくりにお役立てください! 〜

● 期間中、ランドセルをお買上げ（ご成約）のお客様（先着20名）に、
「ムーミンバレーパーク入園チケット」親子ペアをプレゼント
（ランドセルお渡し時に進呈）※企画が変わる場合もございます。

会場：ショーサンプラザ１階 センターコート

上尾駅西口から直結、イトーヨーカドー駅前店併設

参加無料

日時： 2020 年5月12日(火）10時〜12時

※各日11:00〜12:00／14:00〜15:00

ベビーＢＧ参加ブランド
赤ちゃんの城、ホットビスケッツ、ムージョンジョン etc…

上尾中央
総合病院

■読者プレゼント❷／お好きな商品（1,000円相当）を10名様

ア
ベビー子供服 ＆ランドセルフェ

3
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当店の人気No1商品です。ぜひ一度食べてみてね。
季節限定の大きなおはぎ、モチモチ桜もち、
道明寺、かしわもちなど
たくさんの商品を取り揃えています。

社員・アルバイト・協力業者募集中です

4/4 ・4/5

※ディナーのみ

草もち（毎日100個限定です）
一口食べるとよもぎの香り

〒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

ランドセルご相談会

ヤマダ
UD
トラックス 電機

さきたま風月庵

アースロジスティックス株式会社

4/1 〜 6

マクドナルド

おだんご革命

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

導入しました！

アジアンダイニング

ニューデリ

エネオス

■読者プレゼント❶／お食事券
（1,000円）
を10名様

幼少期から漫画家に憧れ、高校３年の頃から出版
社を巡って指導を受けながら、作品づくりをしてい
ました。一時、電力会社に就職しましたが、漫画へ
の夢は断ち難く、漫画家のアシスタントをしたり、
ＷＥＢ制作会社に就職したり、さまざまな現場を経
験する中で 漫画ビジネス に関心を持ちました。
培ってきたノウハウを活かして、漫画で企業を応援
し、世の中を盛り上げたい！そんな想いで、2015年
４月､「合同会社スリーペンズ」を立ち上げました。
スリーペンズは６人の漫画家チーム。業態は今注
目のテレワーク(在宅勤務)。デジタル化のメリット
を最大限に活用し、それぞれの個性とセンスを生か
しつつ、ネットワークによる合作で制作に取り組み
ます。社名の由来は、戦国武将・毛利元就の ３本
の矢 の教え。漫画家ひとり(１本のペン)では太刀
打ちできない難題も、チームで力を合わせればビジ
ネスとして成り立つ！企業の販促物やＷＥＢ制作を
主体に、ライトノベルの書籍化も受注しています。
2018年12月からＷＥＢで漫画素材を提供する「コミ
カン」も運営。絵心と夢を失うことなく、漫画ビジ
ネスの可能性を広げていきたいと思っています。

カートナビ

市民体育館
大平中

上尾駅

川上 慎司さん

アリオ

上尾駅

▶ 役 員 を 務 める 妻・千 晶 さ
ん
︵ペンネーム･川上ちまき︶
も会 社の主 戦 力︒手にして
いるのは書籍化された作品

合同会社 スリーペンズ
代表社員・漫画家・漫画プランナー

おすすめ

アジアンダイニング

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

漫画家たちのチーム力で
新時代のビジネスを構築！

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！

大野元裕知事と
冨永こよみ選手

２月７日の畠山稔・上尾市長への表敬訪
問に続き、３月12日、吉田敏明監督､ 主将･
井上美咲選手、冨永こよみ選手、山岸あか
ね選手、青柳京古選手の埼玉上尾メディッ
クス一行が埼玉県庁を訪問。大野元裕・埼
玉県知事、神尾高善・県議会議長へＶリー
グ第３位入賞を報告しました。
井上美咲キャプテンが｢今季３位という
結果は上尾市をはじめ地元埼玉県の皆様
の支えがあってこそ。これからも皆様に貢
献できるように頑張っていきます｣と感謝

苦ではない。

を述べ、選手一同、来季優勝へ決意を新た
にしました。
新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み､
３月25日に開幕予定だった令和元年度天
皇杯・皇后杯ファイナルラウンドは開催中
止となりましたが、５月１日開幕の黒鷲旗
大会に向けて準備を進めるメディックス。
４月４日に組合せ抽選会が行なわれる予定
ですので、次号で詳細を報告する予定です。
今度こそ、優勝を目指して！その活躍で
みんなを笑顔に！ＧＯ！ＦＩＧＨＴ！
！
▶

Ｖリーグ第３位入賞を報告
地元の皆様の応援に改めて感謝

土 曜 日

〜ことばのちから〜

上尾駅東口

※COVID-19の感染拡大の状況によっては中止の可能性があります。
また、混雑時には入場制限をする場合があります。予め、ご了承ください。
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中小企業・個人事業主のみなさまへ̶̶̶̶

上尾商工会議所では、経営・金融・税務・労働・法律など
経営に関するあらゆるご相談に応じています。創業支援・
経営改善支援 ( 経営革新計画 )・中小事業者持続化補助金等
各種補助金の利用促進、地域の経済・需要動向調査等々、
｢伴走型小規模事業者支援｣を積極的に展開しています。

商工会議所は、強くて身近なパートナーです！

上尾商工会議所 事業活動レポート
■需要動向調査・小規模事業者持続化補助金
提供いただいた調査結果をもとに
補助金を活用して看板を製作

顧客開拓に取り組んでいます！
林接骨院
院長・柔道整復師

林

勝美 さん

1987年に開院以来、上尾・伊奈を中心に、信頼と安心の接骨
院として地域の皆様にご愛顧いただいてきましたが、保険適用
規定が厳正化する中、高齢化と同業他社の増加で来院者数が減
少傾向となってきました。税理士事務所から
「経営全般につい
て相談できるし、顧問料も節約できるから」と上尾商工会議所
へのバトンタッチを勧められ、2018年秋に入会しました。
入会して間もなく、商工会議所で実施する需要動向調査に参
加。用紙作成や集計・分析は商工会議所で行なうため、それほど
手間はかかりませんでした。患者様の率直なご意見を知ること
ができ､ ｢充実した施術内容の割に値段が安い」という回答が多
数ありましたので、消費税率引上げ・衛生材料高騰に伴う自費
診療
（保険適用外）
の価格変更に踏み切ることができました。
経営改善の第一歩として、2019年12月、小規模事業者持続化
補助金を活用して看板を製作し、
「肩こり･ 腰痛」を大きく打ち出
すことで自費診療の需要喚起をアピール。併せて、ホームページ
のリニューアルとフリーペーパー広告掲載も実施しました。
毎日、ネットで業界の動向を情報収集していますが、当院の
特色をどう打ち出していくか、ホームページやＰＰＣ広告など
ＳＮＳの効果的活用法も勉強中です。自費診療へのシフトと新
規顧客の開拓が今後の課題。商工会議所に入会して、気持ちも
前向きになり、一歩前へ進むことができました。担当者の親身
な指導に奮起して､経営革新計画書作成にも取り組む予定です｡

▲駐車場のフェンスに設置された看板
も新しくなって、認知度アップ！

▲県道５号さいたま菖
蒲線に面して建つ林接
骨院。さいたま市から
上尾・伊奈方面へ向か
う仕事帰りの車客も今
後の主要ターゲットに

■林接骨院
上尾市平塚822-1 TEL.048-772-3699
https://www.ageo-hayashibone.com
●診療時間／午前：９時〜12時 午後：15時〜19時
★土曜日の午後(15時〜18時)は完全予約制
★夜間診療も行なっています＜要予約＞
月・火・水・金 19時〜20時30分
●定休日／木・日・祝日
●駐車場／車いす対応駐車場：３台収容

■創業支援

市と連携の創業支援事業計画

独立資金の融資相談で悩み解消

長年の夢が叶いました！
がってん食堂大島屋
上尾店 代表

伊能 大樹さん

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

大手フランチャイズ (ＦＣ )直営店だった
「がってん食堂大島
屋 上尾店」を、社内独立制度を活用し､ＦＣ加盟店として2019
年１月１日創業。2019年２月15日にリニューアルオープンしま
した。独立資金の調達に奔走し、金融公庫の創業融資相談会に
参加したのを機に上尾商工会議所へ入会。創業支援を受けて、
労働保険などの準備にも早めに着手することができました。
とにかく地域の情報がほしかったので、それだけでも入会の
メリットは充分にあります。上尾市で実施している創業資金融
資利子補給補助金 (返済した利子の20％を３年間補助 )について
も担当者からご紹介いただき、大変助かりました。セミナー開
催の案内も随時ファクスいただけるので、積極的に参加してい
ます。新型コロナウイルス感染拡大の影響は飲食業にも打撃と
なり、２月から週末の売上が減少しましたが、平日のランチ需
要はなんとか維持できています。今は雌伏のとき。ＦＣ本部と
も相談しながら打開策を模索中で、商工会議所担当者から小規
模事業者持続化補助金の活用も提言いただきました。状況をみ
ながら、需要喚起と経営改善に取り組みたいと思っています。
現在、｢春メニュー｣ を展開中で､ ｢春のばらちらし丼｣ (天ぷら
セット1450円 ･税別／単品1050円 ･税別 )や｢桜鯛とマグロの漬
け丼｣(天ぷらセット1500円・税別／単品1100円・税別)が人気で
す。市場場外の旬の味覚が気軽に味わえる当店自慢の料理で、
お客様を笑顔に、健康になっていただければと願っています。

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！

▲アンダーパスで線路東西
を結ぶ｢はなみずき通り｣に
建つ、がってん食堂大島屋
上尾店。大きなサイン看板
と、のぼり旗が目を引きます

■がってん食堂大島屋 上尾店
上尾市春日2-11-2 TEL.048-778-2188
https://www.gatten.co.jp/brand/?name=ohshimaya
●営業時間／11時〜22時＜L.O.21時30分＞
★４月１日(水)から営業時間が変更となります
★月〜木･日･祝日／11時30分〜21時30分＜L.O.21時＞
★金・土・祝前日／11時30分〜22時＜L.O.21時30分＞
●定休日／年中無休 ●駐車場／20台収容 ●全席禁煙
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
4

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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◀タッチパネル導入で利便性も向上

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

▲家族連れ・グループ客がくつろ
げるようにテーブルの間隔は広め

桶川市若宮 1-1-19

プラザオオノ北本店

北本市山中 1-115

4月号
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新型コロナウイルス感染症対策!!

当所では、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている中小企業・小規模企業の
皆様を対象に
「経営相談窓口」
を設置し、様々な経営課題に対応しています
【資金繰り】

◎セーフティネット保証 4 号・5 号

◎新型コロナウイルス対策マル経

＜セーフティネット保証 4 号＞

対象者…①指定地域において1 年以上継続して事業を行っていること
②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最
近 1 カ月の売上高等が前年同月と比べて 20% 以上減少しており、か
つその後 2 カ月を含む 3 カ月間の売上高等が前年同期と比べて 20%
以上減少することが見込まれること
（ 売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要 ）

対象者：新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 カ月の売上高が前年
または前々年同期と比較して 5% 以上減少した方であって、売上減少
申告書
（参考様式）
を提出できる方
融資額：一般マル経＋別枠 1,000 万円
※但し、日本政策金融公庫国民生活事業における新型コロナウイルス感染
症特別貸付のうち、金利引き下げ措置に対する3,000万円を限度とする
限度額に含まれる等、他の貸付と重複（一般貸付・感染症特貸、一般マ
ル経・生活衛改善貸付等）
する場合の貸付残高合計額に限度がある
返済期間：運転資金 7 年以内
（据置 3 年以内）
設備資金 10 年以内
（据置 4 年以内）
利 率：①貸付日から当初 3 年間…0.31%（一般マル経適用利率－0.9%）
②貸付日から3 年経過後…1.21%
取扱期間：３月17日㈫～３月31日
（火・公庫申込受付分まで）
※本措置は、国の
「平成31年度予算事業」
のため2020年3月31日までの
記載となっておりますが、以降の対応については国会で審議された
「令和
2年度予算」
の成立を前提に
「令和2年度も措置」
される予定になっています。

＜セーフティネット保証 5 号＞

対象者…①指定業種（宿泊業、飲食業、乳製品製造業、理美容業等）に属する事業を行
っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
※時限的な運用緩和として、2月以降直近 3ヶ月の売上高が算出可能
となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月
間の売上高等の減少でも可
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20% 以上を
占める原油等の仕入れ価格が 20% 以上上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できない中小企業者
（ 売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要 ）
内 容…対象資金：経営安定資金
保証限度額：一般保証とは別枠で 2 億 8000 万円

【補助金・助成金】
◎雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事
業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇
用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの

②補助上限額、補助率
・一般型…1,000 万円、中小企業は1/2、小規模事業者は 2/3を補助
・グローバル型…3,000 万円、中小企業は1/2、小規模事業者は 2/3を補助

＜助成内容＞

◎小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

助成率…大企業 1/2、中小企業 2/3
支給限度日数…1 年間で 100日（3 年間で 150日）
★新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品調達・供給等の
停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和２年５月31日まで可能
②生産指標（ 売上高等 10% 減 ）の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮
③雇用指標（ 最近 3カ月の平均値 ）が対前年比で増加している場合も対象
④事業所設置後、1 年未満の事業主も対象
※詳しくは、埼玉労働局職業安定部職業対策課（048-600-6209）まで

①対象者：小規模事業者（ 常時使用する従業員が 20 名以下、商業・サービス業
で 5 名以下 ）
②補助額：50 万円まで
（補助上限引き上げオプション適用者は100 万円）
③補助率：2/3 以内
④対象経費：a.今回「買い物弱者対策の取り組み」による補助上限引き上げ措置
は実施しないため、
「買い物弱者対策の取り組み」を行う場合の
み使えた
「車両」
はない
※車両のうち
「減価償却資産の耐用年数等に係る省令」
で
「機械及び
装置」区分に該当するもの（例:ブルドーザー、パワーショベルそ
の他の自走式作業用機械設備）
のみ
「機械装置等」
での計上が可能
b. 補助対象とならない経費例として
「動物」
を明記
c.設備処分費は、災害型では特に制限が無いが、全国型では補助
対象経費の総額の1/2 が補助対象経費への計上上限
d.販売のほか、有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・
購入に係る経費は不可
⑤公募等スケジュール：第 2 回受付締切り…6 月5日㈮→ 8 月採択発表予定

第 3 回受付締切り…10 月2日㈮→ 12 月採択発表予定

第 4 回受付締切り…2021.2 月 5 日㈮→ 4 月採択発表予定
※第1回は 3 月31日㈫に締め切りました

◎ものづくり・商業・サービス業補助金（ 通称:ものづくり補助金 ）
①補助対象者（ 一般型及びグローバル型）
・申請要件…以下の要件のいずれも満たす 3～5 年の事業計画を策定し、従業
員に表明している中小企業・小規模事業者等
要件 1…事業計画期間において、給与支給総額を年率平均 1.5% 以上増加
要件 2…事業計画期間において、事業場内最低賃金 （ 事業場内で最も低い
賃金 ）を地域別最低賃金 +30 円以上の水準にする
要件 3…事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均 3% 増
加（ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの）

この他にも、様々な施策がありますので
上尾商工会議所 HP（www.ageocci.or.jp）をご覧ください

大雨・強風の後は要注意‼

雨漏りの施工実績2700 件超！

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
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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4月無料相談日
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
【特定社会保険労務士：武藤 成子】
●21日㈫午後1時30分〜3時30分
★労働保険・社会保険の諸手続、就業規則等の作成・改
定、その他人事労務管理全般に関するご相談
※電話予約優先、
1人30分

労務・年金

【税理士：伊澤 愛子】
●10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
●7日㈫･14日㈫･21日㈫･28日㈫

金 融

経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】
●17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

当社の業務は、月毎の労働時間に繁閑差が
あるため、
「1年単位の変形労働時間制」
を
採用しています。この度、中途入社の従業員から
週40時間を超えた時間分について、割増賃金を請
求されました。途中採用者の場合、
「1年単位の変
形労働時間制」
は適用できないのですか。

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

【弁護士：福地 輝久】
●8日㈬午後1時30分〜4時30分

ー
『蛍の自生環境づくりへの取り組み』
ー

上尾ライオンズクラブ（第 47 期会長：箕輪
登）では、環境保護活動の一環として、2002 年
より丸山公園内北口側に『蛍の里』を作り、毎年
6 月中旬から 7 月中旬まで蛍が飛び交う環境づく
りに取り組んでいます。2 年前より専門家のア
ドバイスを受け、毎月 1 回蛍の幼虫が自生でき
る環境整備を実施しています。雑草除去作業、
せせらぎに堆肥や環境改善資材の散布。2 月 22
日の作業では、カブトムシの幼虫を捕獲し自生
できる場所に移す作業も行いました。6 月中旬
から 7 月には丸山公園に蛍が飛び交うぞ！

ボランティア活動に興味のある方、事務局にご
連絡ください。
上尾ライオンズクラブ
（正会員：55 名／賛助会員：2 名／家族会員：6 名）
事務局：上尾市柏座 2 5 3 TEL.048 774-8794
ホームページで検索 http://www.ageo-lionsclubs.jp

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

マル経制度のご案内

「1年単位の変形労働時間制」
とは、対象労
働者の範囲や年間労働日数の限度、
1日及
び1週の限度時間、連続労働日数等の制限があり
ますが、労使間で協定を結び、監督署に届け出る
ことで、
1年間の労働時間を平均して1週40時間以
下の範囲で労働させることができる制度です。し
かし、変形労働対象期間の途中採用者の場合は、
対象期間が終了した時点、途中退職者の場合は、
退職した時点で対象期間を平均して週40時間を超
えた場合は、割増賃金を支払う必要があります。
従業員の方には、監督署に提出した三六協定
届
（各種協定書等）を提示しなが
ら説明し、納得を得られるよう努
めてください。

(小規模事業者経営改善資金)

融資額： 2,000万円以内 金利：1.21%（R2.3.2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）
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あり
問合せ： 上尾商工会議所 Tel.773-3111
※P.5の新型コロナウイルス対策マル経をご参照ください

第７回「上尾まちゼミ」

●今月の回答者
武藤社労士・行政書士事務所
特定社会保険労務士 武藤

成子

TEL.048-781-7640

確定申告期限延長
新型コロナウイルスの影響により、所得税確定
申告と消費税確定申告の申告期限と納税期限は4
月16日㈭までの延長となっています。

お店の方が講師となり、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
所主催で開催しま
し た。
7回目を 迎 え
る今回は、
20会員が
参 加店舗となり、
2
月7日〜3月6日の期
間に22講座が開催
されました。

不動産無料相談
相談日
令和2年

令和２年度雇用保険料率のお知らせ

検索

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB

= 一般市民の方も相談できます =

上尾ライオンズクラブ

場

所

4月 6 日㈪ アリオ上尾 １階 光の広場
4月 7 日㈫ 上尾市役所 市民相談室
4月10日㈮ 北本市役所 相談室
4月22日㈬ 桶川市役所 相談室

不動産の売買・賃貸
土地などの相談

アリオ上尾 １階 光の広場

午後1時〜4時※直接会場へお越しください。

令和2年度（令和2年4月1日〜令和3年3月31日）の
雇用保険料率は、以下の表のとおりです。
①労働者負担
②
①＋②
（失業給付の
事業主負担 雇用保険料率
保険料率のみ）
一般の事業

3／1,000

６／1,000 ９／1,000

農林水産・清酒
製造の事業

4／1,000

7／1,000 11／1,000

建設の事業

4／1,000

8／1,000 12／1,000

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

★その他のお知らせ
①雇用保険手続の届出に必ず法人番号及びマイナ
ンバーの記載をお願いします
※法人番号が必要な届出については、法人番号
の記載をお願いします
②雇用保険手続は電子申請(e-Gov)が便利です
※24時間365日いつでも申請可能となり、オフィ
スや出先のPCから申請できます
③雇用保険に関する一部の手続きを特定の法人が
行う場合、令和２年４月以降に開始される各法人
の事業年度から、電子申請により行うことが義務
付けられます
④高年齢労働者の雇用保険料免除措置終了となります
※平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間
は経過措置として、保険年度の初日(4月1日)
において満64歳以上の高年齢労働者に関して
は、雇用保険料が免除されていましたが、令
和2年度からは一般の被保険者と同様に雇用保
険料の納付が必要となります

相談所トピックス
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
事業主の皆様へ
厚生年金保険料等の猶予制度のご案内

⒈換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、
事業の継続等を困難にする恐れがあるなどの一定
の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の
納期限から6カ月以内に管轄の年金事務所へ申請す
ると、換価の猶予が認められる場合があります
⒉納付の猶予
下記のいずれかに該当する場合、管轄の年金事務
所を経由して地方局長へ申請することにより、納
付の猶予が認められる場合があります
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気に
かかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
※詳しくは、大宮年金事務所(048-652-3399)にお問い
合わせください
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

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！

上尾市役所 市民相談室 (第3別館1階)

毎 月 第 一 火 曜 日 午 後1時〜4時

※事前に電話で予約してください。
（一人30分）

TEL : 048 ( 775 ) 4643

TEL.048-771-3657

〒362-0011 上尾市平塚 1988

北本市役所（相談室）

さいたま市浦和区東高砂町6-15 埼玉県宅建会館2階

TEL : 048 ( 594 ) 5529

毎週月・水・金曜日 午前１０時〜正午、午後１時〜３時

偶数月第四水曜日 午後1時〜4時

※祝日・年末年始・本会の休業日を除く
※予約はおこなっておりません
※文書・電子メールでの相談は受け付けておりません

ポスティング
スタッフ募集‼

桶川市役所（３階相談室）

※事前に電話で予約してください。（一人30分）

TEL : 048 ( 786 ) 3211

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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格

低価

私達の技術で、人の想いをカタチにします。

お急ぎの方は、協会本部でのご相談もしており、 毎月第二金曜日 午後1時30分〜4時30分
※事前に電話で予約してください。（一人30分）
お電話またはご来所にてご利用いただけます

無料相談所専用電話 TEL:048
（811）
1818

質

期
短納 高品

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

株
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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

令和元年度 永年勤続優良 従業員表彰式を開催！

上尾ロータリークラブ

◀祝 賀 パーティでは︑上尾 市 出
身のピアニスト赤間亜紀子さん
が演奏を披露

2月26日㈬、東武バンケットホール上尾にて令和元年度「永年勤続優良・特別功労 従業員表彰式」を開催、
19事業所51名を表彰しました。

埼玉県央地域クラブ会員の
都市連合会を開催

令和元年度 被表彰者・氏名一覧（合計51名様／順不同・敬称略）
▼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・堀克己／同・土田実／同・砂原晴美／大沢精密工業㈱・谷口雅俊／㈱サイタマ・ユ
ウセイ・中里幸子／㈱島村工業・岸田博之／㈱新日本エグザ・武蔵谷潤一／山岸珠算塾・山岸道子
（以上、
8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
大沢精密工業㈱・柴田利夫／同・西中洋之介／㈱埼英スクール・陸川崇／㈲新道自動車・新道正男／トヨタ
カローラ埼玉㈱・畑野いく子／同・山﨑彰子
（以上、
6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
㈱上尾グリーンガーデン・神田安比古／税理士法人 荒井会計事務所・小木曽澄恵／㈱大塚・浅井享／㈱サ
イタマ・ユウセイ・吉田幸夫／同・秋元洋子／㈲昭栄産業・島村英親／同・福田誠／㈱トウヨーネジ・内田佳
菜子
（以上、
8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
㈲岡田製作所・金子秀司／㈱トウヨーネジ・谷田順子／㈱ニチネン・佐々木亜矢子／同・矢島あすか／同・岡
野良美／同・三井貴大
（以上、
6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
埼玉総合ビル管理㈱・須賀清一／同・林厚子／同・棚澤妙子／㈱サイタマ・ユウセイ・宮司淳子／同・金山弓
子／千代本興業㈱・田中俊二／同・渡辺宏之
（以上、
7名）
▼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
関東物流システム㈱上尾営業所・岩澤勝／同・髙橋秀幸／同・佐藤栄二／同・萩原秀雄／埼玉総合ビル管
理㈱・稲見勝一／同・渡辺きみ子／同・千代こずえ／㈲嶋田食品工業・小川信子／同・青山リナ／同・冨田華
菜子／同・山田ちえ／同・榎原ミラグロス／同・大畠奈津枝／同・永嶋泉／同・柳澤博子
（以上、
15名）
▼特別功労従業員
※上尾商工会議所会頭表彰
㈲嶋田食品工業・菅井真由美
（以上、
1名）
＜上尾商工会議所青年部

令和２年度理事＞

上尾商工会議所青年部 −２月定例会開催− 令和2年度新体制スタート
2月25日㈫、2月定例
会・通常総会を開催、令
和2年度役員・事業計画及
び収支予算が承認され、
島村典泰2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、2月21日㈮〜22日㈯静岡県沼津市で開催され
全国各地から7,627名が参加した第39回全国大会「ふ
じ の くに 静
岡ぬまづ 大
会 」に 上 尾
ＹＥＧ会 員
16 名が 参 加
しました。

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

島村 典泰
秋元 宏章
寺脇 貴浩
高尾周太郎
小山 雅史
中込 英久
臼田総一郎
星野 裕太
河野 淳行
小川 晋平
奥川 淳一
尾花 瑛仁
神田安比古
山本 良彦
馬場
康
斉藤
学
尾崎 大吾
根岸 昌也

令和２年度理事＞

島村電業㈱
㈱住タック
㈱TECサービス
㈱ベルコンピュータシステム
㈱コヤマ
㈱上尾サービスセンター
臼田産業㈱
㈱むさしのグランドホテル
㈲カワホーム
㈱情報化ビジネス
㈱Re-style
大和商事(株)
㈱上尾グリーンガーデン
㈱みらいマーク
こうのす司法書士事務所
㈲美光産業・上尾ゴルフリンクス
㈲かれん
㈱ファインビルケア

２月27日に当クラブが主管となり、埼玉県央地
域のクラブが集まって「インターシティミーティン
グ（都市連合会）」を開催しました。記念講演で
は、東南アジアで２万5000人以上の幼い命を無償
で救い続けている特定NPO法人ジャパンハートの
吉岡秀人様をお迎えし「世界はあなたの勇気を待
っている！」と題したメッセージを披露していただ
きました。懇親会では上尾市出身在住・小針彩菜
さんのデュオに、マリンバとスティールパンの軽快
な音色を演奏していただきました。会員たちは奉
仕理念を勉強しながら親睦を深めました。

中小企業のための災害に備える
事業継続計画
（BCP）作成セミナーを開催
2月20日㈭、上尾
市プラザ22で「中
小企業・個人事業
主のための事業継
続計画の作り方セ
ミナー」
を上尾市と
共催で開催しました。東京海上日動リスクコンサルティン
グ㈱営業支援部 調査役 松島輝夫氏を講師に
「来るべく
災害に備えるために 〜事業継続計画
（BCP）
の作り方〜」
をテーマに、自然災害による事業停止への備えや
「事業継
続力強化計画」
認定制度などについて講演頂きました。

海外人材活用セミナーを開催
2月19日㈬、上尾市プ
ラザ22 で「海外人材活
用セミナー」を上尾市
と共催で開催しまし
た。㈱リナティス 代表
取締役 津和野眞佐子氏
を講師に、外国人技能
実習制度・新たな在留資格制度・海外人材採用の注意
事項について講演頂きました。

目指せ

メダル!!!

３度目の 挑戦 !!
３度目

『欲しい』を技術で応えます !
TEL ０４８０-２２-３３０１
営業担当： 吉澤

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

造園 設計 施工 管理 伐採 草刈 等一式

総合板金加工メーカーが提供する感動

70 年

おかげさまで創業

● 工作機械 ● 特殊車輌 ● 食品機械

● 産業車両 ● 空調機器 ● 半導体製造装置
● 空港設備 ● 医療機器 ● 建設機械

イーテック

㍿ 高須賀製作所

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

株式会社 緑星 上尾市上町1‑11‑21
電話 048‑778‑9546 FAX 048‑627‑0597
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翔吾

〒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
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上尾商工会議所は、あなたの企業を
全力で応援します!!

新型コロナウイルス感染症対策
相談窓口開設中‼
相談窓口開設中
相談窓口開設
中‼
新型コロナウイルス感染症に関する
中小企業・小規模企業者様のご相談窓口を開設しています
新型コロナウイルスの流行により、
影響を受けているまたは、
その恐れがある
中小企業・小規模企業者からの経営上の相談を受け付けています。
細かな経営の方向性や対応策など、
疑問や不安の解消に向けてご相談ください。

☆資金繰り支援

☆助成金・補助金支援

◎新型コロナウイルス対策マル経

◎ものづくり補助金

融資額:一般マル経+1,000万円

補助上限額:1,000万円(一般型)

返済期間:運転資金7年以内(据置3年)

3,000万円(グローバル型)

設備資金10年以内(据置4年)

補助率:中小企業1/2、小規模事業者2/3

利率:0.31%(当初3年間、その後1.21%)

◎小規模事業者持続化補助金

◎セ−フティネット保証

対象者:小規模事業者

4号…売上高が前年同月比20%以上減少

補助額:50万円

している企業対象

補助率:2/3以内

5号…売上高が前年同月比5%以上減少し
ている企業対象
※詳しくは、中面5ペ−ジをご参照ください
●現事務所↓

芝川

前田内科

←上尾駅

〒362-8703 埼玉県上尾市二ツ宮750
TEL.048-773-3111 FAX.048-775-9090

根貝戸団地

上尾市役所
国道17号

ここいち上尾

梅林堂

上尾商工会議所

上尾市
上下水道部

上尾市
保育所

伊奈町→

BUS

BUS

上尾市文化センター前
（下車徒歩約5分）

上尾市文化
センター

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、
一時的に事務所を移転しています。
◆移転先／上尾市上下水道部庁舎３階

http://www.ageocci.or.jp
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