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●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。
■たなか・ゆう／1982年10月25日生まれ、さ
いたま市出身。上尾市在住。県立大宮南高等
学校、東放学園映画専門学校デジタル文芸科
(現・小説創作科)卒業。東放学園在学中、恩
師・星敬さん(ＳＦ研究家｡ ＳＦ関連出版コー
ディネーター｡ 日本ＳＦ作家クラブ会員)に師
事し、小説家としての本分を学ぶ。若者を中
心に話題沸騰のライトノベル(ラノベ)にジャ
ンルを絞り、投稿型小説サイト「小説家にな
ろう」へ投稿。2015年９月から「転生したら
剣でした(転剣)」連載開始。2016年６月、同
作品が「第４回ネット小説大賞」を受賞し、人
気ラノベ作家としての第一歩を踏み出す。
■｢小説家になろう｣ 棚架ユウさんマイページ
連載中の３作品が無料で閲覧できます！
https://mypage.syosetu.com/674440
●｢転生したら剣でした｣
●｢出遅れテイマーのその日暮らし｣
●｢デッキ１つで異世界探訪｣

書き続けることが｢修行｣。
夢を紡ぎ、想い伝えて……
小説家

棚架 ユウさん

小説家になれるものな
ら、なりたい̶̶そう思っ
たのは中学生のとき。ゲー
ムとアニメが 大 好きで、
漫画家や声優にも憧れて
いたという棚架さん。｢高
校時代は漫画同好会に在
籍し、書き上げた小説を
仲間たちに見せて感想を聞くのが楽しみでした｣。
高校卒業後の進路に迷っていたとき、小説家になる
ための学びができると知り、意を決して東放学園映画
専門学校へ入学。恩師である星敬 ( たかし )さんの
「書
いてりゃ、なんとかなるんじゃないか」の励ましを糧
に、小説家修行に奮闘する日々が始まりました。

「30歳まで」
の 約束の期限 を過ぎ
最後の賭けで挑んだ「転剣」
がヒット
「20代の頃は、いろいろな新人賞に投稿しては落選す
るの繰り返し。それでも諦めずに書き続けてはいまし
たが､ だんだん『これでいいのか』と不安になる日々｡
30歳を過ぎても思うような結果は出ませんでした」
諦めかけた自分を奮い立たせ、 最後の賭け で挑
んだのが、日本最大級の投稿型小説サイト「小説家に
なろう」への投稿でした。
「ヒット作の傾向や未開拓のテーマなどを徹底研究。
異世界転生もの がブームで、人間以外に転生する
シチュエーションが流行っていました。ありがちな設
定では埋没してしまう̶̶無機物に転生したら、どう
なる !? それまでなかった『剣への転生』というテー
マが閃いて、
『転生したら剣でした ( 転剣 )』という作
品が生まれたのです」
「転剣」は、
「第４回ネット小説大賞」を受賞し、書
籍・コミック・ドラマＣＤ化され、小説家・棚架ユウ
の華々しいデビュー作となりました。まさしく、 起

■マイクロマガジン社 ＧＣノベルズ ｢転生したら剣でした｣特設サイトより出典
https://gcnovels.jp/sword
■コミックライド｢転生したら剣でした Another Wish｣
漫画:いのうえひなこ 原作: 棚架ユウ キャラクター原案 :るろお

死回生の一撃 となったのです。
「
『転剣』の書籍 ･ コミック化では、絵師のみなさんに
恵まれ、自分のイメージする世界観を具現化するうえ
で大きな力添えとなりました ( 書籍イラスト･ キャラク
ター原案：るろお､ コミック作画：丸山朝ヲ )。ドラマ
ＣＤ化では憧れの声優さんたちに出演いただき、夢の
半分が叶った思いで、感慨無量でした」

ペンネームに秘めた､夢の到達点
1000話連載を目標に書き続けます！
「サイト掲載した作品を書籍化する場合は改めて推敲
し、場面展開の順番を変えたり、新たなエピソードを
追加します。ＷＥＢ版そのままでは、お金を出してく
ださる方に申し訳ありませんから」と棚架さん。じつ
は､ 棚架ユウというペンネームにも秘めた想いが……｡
「田中芳樹先生 ( 代表作：銀河英雄伝説、創竜伝など )
の大ファンで、書店の棚に陳列されるとき、田中先生
のとなりに自分の著作を並べてもらえるかも !? という
期待を込めて命名しました。自分の著作で本棚をいっ

▲デビュー作となった「転生したら剣でした」
は書籍・コミック
化されて続々刊行｡2020年３月現在､書籍版(マイクロマガジン社)
は既刊９巻、
コミック版(幻冬舎コミックス)は既刊７巻に及び、
2020年４月現在、
シリーズ累計100万部を突破！ スピンオフとし
て｢転生したら剣でした Another Wish｣がＷＥＢサイト
「コミッ
クライド」
(マイクロマガジン社)にて2020年６月号から連載開始！

ぱいにしたい！という想いも込められています」
現在、｢小説家になろう｣ サイトに３作品を連載中の
棚架さん｡ 更新後も推敲して改訂版を再更新するほか､
書籍化の推敲作業も加わって超多忙の毎日です。
「投稿サイトの認知度が高まり、小説家や漫画家など
プロを目指す人たちの門戸も開けました。どんな分野
でも、努力しなければ夢は叶いません。天才であって
も、努力は欠かせないので
す。どんなに苦しくても続
けていくこと。
『継続は力
なり』という言葉が、この
歳になって骨身にしみます。
『転剣』は 1000 話連載を
目標に書き続けます。まだ
まだ、これから！です」

高齢者活躍人材確保育成事業
業（
（厚生労働省委託）

受講者募集 受講料・テキスト代 無料

受講者募集

60

高齢者活躍人材確保育成講習のご案内

受講者募集！60歳以上の方の
就業を応援します！
養成講習

開催場所
川口リリア
（川口市）

介護スタッフ
クリーンスタッフ

日

程

9/8㈫.10㈭

申込締切

9月2日 13 :30〜15:30（開場12: 45)

9/24㈭. 25㈮

場所 ソニックシティ 小ホール（大宮駅西口徒歩 5 分）

第1部

容

家事支援に必要な知識を
8/25㈫ 習得します。

ニチイ越谷茜教室
9/15㈫.16㈬.17㈭
15㈫.16㈬.17㈭ 9/1㈫
（越谷市）
ソニックシティ
（さいたま市）

内

介護支援に必要な知識や
実技を学びます。

第２部「がんばらない」
けど
「あきらめない」

ビル・オフィスの壁や床、水周り等の
9/10㈭ クリーニングの知識を習得します。

〜老後も働くことによって、いきいきとした生活を送ろう〜 講 師

鎌田 實氏（医師・作家）

※新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、接触確認アプリのインストールをお願いいたします。
※消毒液の設置、社会的距離の確保、マスクの着用など3密に配慮して実施します。今後の状況によって開催中止などの場合は、
（公財）いきいき埼玉 埼玉県シルバー人材センター連合
のホームページで告知のうえ、受講者には個別に御連絡させていただきます。

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 ／ ホームページからのお申込み、もしくは、所定の申込書に
ご記入のうえ、郵送・FAX または電話でお申込みください。
〒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
申込書は、市役所、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。
TEL ０４８−７２８−７８４１ FAX ０４８−７２８−２１３０
ホームページ

https: //www.saitamaken-silver.jp
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働く
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〜
さいたま市シルバー人材センター会員が入会経緯や
就業の様子などをお伝えします。

講習時間／各日１０時〜１５時 ※初日、事前にオリエンテーションを行います。別途受講者に御連絡いたします。
対
象／・シルバー人材センターへの会員登録を希望する６０歳以上の方
・新たな分野で活躍を希望するシルバー人材センター会員
お 問 合 せ

事
30名
先着順 1

日時 令和2年

講習
習 ▶ シルバー人材センターに登録 ▶ 就業

家事支援スタッフ

料制
無
前申込

埼 玉 県シル バ ー 連 合

8月号

2020/07/22 10:35

新型コロナウイルス感染症による
会員企業への影響等に関する調査報告
●本年７月以降の業績について

上尾商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響により、市内企業
の事業活動に大きな影響が出ていることを鑑み、会員企業を対象に再度、ア
ンケート調査を実施しました。
■調査期間：７月１日〜10日 ■調査対象：1679社
■回答企業数：366社 ■回収率：21.8％
■業種内訳
建設業91社(24.9％)、製造業78社(21.3％)、サービス業77社(21.0％)、
小売業63社(17.2％)、卸売業18社(4.9％)、飲食業17社(4.6％)、
運輸業９社(2.5％)、その他13社(3.6％)

その他
4.4％

変化なし

大幅な減少になる見込み

14.0％

増加の見込み
3.3％

37.9％

40.4％

●前年同月比(３・４・５月)の業績について

やや減少になる見込み

すべての業種の総計で、｢大幅に減少した｣約46％と｢やや減少した｣約35％
を合わせると、80％以上の企業で前年より業績悪化となっています。
とくに目を引くのは飲食業で、8割以上の企業が
「大幅に減少」と回答して
います。次いで、卸売業の約61％、小売業の50％、製造業の約47％が大幅減
少となっています。
その反面、運輸業については、最も多かった回答が｢やや減少した｣ 約56％
で、大幅減少は約 22％にとどまりました。ほかの業種と比較しても、減少幅
が少なくなっている傾向がみられます。

第３波による活動自粛等によっては再度収入減になる恐れもあり、資金繰り
支援を望む意見が目立ちました。一方で、売上増加を目指すべく
「取引先紹
介や販路開拓」を望む声もあり、商工会議所では専門家を活用した事業を今
後予定しています。

●その他、企業から寄せられたおもな意見・要望

●本年７月以降の業績について

★仕事が全くなく、県・市・商工会議所の補助金支援を全力でお願いします
★緊急事態宣言後､急に来店客数が激減｡ 今後が心配。専門家をお願いしたい
★現状コロナによる影響は少ないが、長い期間による受注減については予測
がつかない。１、２年後の業績について不安がある。しかし、同時に雇用
の拡大も進めていかなければならない
★製造の中でも、当社の工場用設備機器関連の部品製造はこれから本格的な
落ち込みが始まる｡ 今年度第１四半期の営業活動が全くできていないため､
第２四半期は最悪の受注状態になる
★持続化給付金の要件、売上減少率を30〜40％程度にしてもらうと申請がで
きる。要件を緩和してほしい

７月以降の業績については、全体の約８割 (大幅減少：約 38％､ やや減少：
約 40％ )が減少見込みと答えており、第２波の影響で活動自粛等の措置が講
じられると、減少幅も増加すると思われます。
｢大幅減少見込み｣ と｢やや減少見込み｣ の回答を合わせると、業種別では､
飲食業が約94％、卸売業と運輸業がともに約89％、製造業が約87％の順で割
合が多く、全体的に３〜５月のときよりも７月以降の業績悪化を懸念してい
る結果となりました。＜図版参照＞

●第２波・第３波の影響に向けた対策について

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
新型コロナウイルス感染症により、市内企業の事業活動に多大な影響が出
ています。一旦は終息に向かう兆しが見えて緊急事態宣言も解除になりまし
たが、その後徐々に感染者数が増加し、第２波への懸念が再燃しつつありま
す。製造業では、３〜５月の売上は前期と比較すると減少傾向でしたが、７月
以降はコロナ禍の影響で消費マインドが落ち込み、高額な商品(自動車)の購
入を控えることが予測され、自動車関連業種の売上減少が加速するとの意見
も聞かれました。
サービス業では、年内のイベント等が中止や延期となり、コロナの終息(出
口)が見えない限り厳しい状況は続きそうです。小売・飲食業では、緊急事態
宣言解除後も客足は戻っておらず、ここにきての感染者の増加は今後の事業
活動への影響が懸念されます。
一方で、新規取引先の紹介や、この難局を乗り越えるための専門家からの
指導等、前向きな意見も多く寄せられ、テレワーク (在宅勤務 )など新しい生
活スタイルを取り入れる企業も出てきています。商工会議所では、いただい
たご意見を基に､企業目線に立った施策支援に取り組んでまいります｡

すべての業種で､ ｢衛生用品の備蓄｣ と｢ソーシャルディスタンスの確保」の
回答が上位を占めており、感染拡大防止に向けた基本的な対応はとれている
ようです。全体では、
「衛生用品の備蓄」が約 27％、
「ソーシャルディスタン
スの確保」が 18％となりました。次いで多かったのは
「イベント・懇親会の
禁止」約 10％で、コロナウイルスが終息しない限り、飲食業等にとっては厳
しい状況が続きそうです。
また、新しい働き方への取り組みについては、全体で｢テレワーク (在宅勤
務 )」は約４％、
「会議のオンライン化」は約６％にとどまり、業種別で 10％
を超えたのは、卸売業の
「会議のオンライン化」約13％のみでした。

●今後必要な支援策について
全体では、｢税制の優遇措置｣ 約 26％､ ｢無利子 ･低利子などの資金繰り支援｣
約22％､「専門家によるアドバイス支援 (経営相談 ･補助金等支援 )」約14％が
上位を占め、３項目合計で６割を超える数値となり、先行きを見据えての支
援策が必要となっています。
給付金や支援金等は一定の目途がつきましたが、今後予想される第２波・

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

200,000 円

（税別）

〈祭壇・葬具基本一式

200,000 円 、お料理・返礼品を含んだ葬儀費用の一例〉

アザレア・ホール

上尾伊奈斎場つつじ苑

安置料無料

〈内容〉

・お柩
・位牌塔婆 ・会葬礼状
・骨壷
・祭壇 ・盛菓子
・果物
・飾り額
・看板一式
・カラー写真 ・枕飾り・ローソク
・線香
・案内板 ・ドライアイス（10kg）・手続き
・喪章一式
・司会進行 ・後飾り祭壇・火葬場花束 etc

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

アザレア・ホール

彩の国「新しい生活様式」安心宣言実施 新型コロナウィルスへの取り組み

親族 20 名想定）

一 般 葬（
（通夜・告別
通夜・告別

親族 20 名 一般 50 名想定）

588,000 円（+ 税）

総額

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

マスクの配布 アルコールの設置 スタッフのマスク着用
換気
スタッフの検温 3 密の回避
皆様に安心してご利用していただくために感染防止に取り組んでおります
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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︒

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

家 族 葬（通
（通夜・告別
（通夜
夜・告別

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

お勧めします

476,000 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︒

事前見積（無料）、館内見学 を

親族 20 名想定）

含まれておりません︒

まずは

一 日 葬（
（告
告別のみ

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

「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。

家族葬から一般葬など各要望に対応できる葬儀式場
＊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。
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言葉の力

「大志」

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
著作権の関係でWebでは掲載できません。
志を大きく持とう。
ご了承ください。

GO! FIGHT!

大志はエゴを

2020-21V.LEAGUE 10/17㈯開幕！〜試合日程・組合せ発表
■2020-21 チームスローガン

Creation! Evolution! Revolution!

〜ことばのちから〜

丸め込んで、

今季は12チーム１リーグ制で実施
初戦の相手は因縁の東レアローズ

2020-21 V.LEAGUE DIVISION 1 WOMANの
編成および大会日程が発表されました。
個人そしてチームが一層の進化を果たし、
メディックス初のＶリーグ制覇という革命を起こそう！ 10月17日(土)に水戸大会、白山大会、佐
賀大会の３カ所で開幕。12チームによる
ホームゲーム開催日程
２回戦総当たり方式でレギュラーラウン
ドが行なわれ､ その結果により１〜４位､
■2020-21 V.LEAGUE Division１ WOMEN
レギュラーラウンド・ホームゲーム開催分
５〜８位、９〜12位の３グループに分け
●10月24日(土) 第１試合 12時〜
られ、Ｖ.ファイナルステージ(最終順位
会場／毎日興業アリーナ久喜
（久喜市総合体育館）
vs ヴィクトリーナ姫路
決定戦)が行なわれます。
●10月25日(日) 第１試合 12時〜
埼玉上尾メディックスの開幕初戦は、
会場／毎日興業アリーナ久喜
（久喜市総合体育館）
10月17日(土)、白山大会(石川県・松任総
vs 久光スプリングス
●11月７日(土) 第１試合 12時〜
合運動公園体育館)の第２試合､ 対戦相手
会場／島津アリーナ京都
（京都市）
は東レアローズです。昨季ファイナル８
vs トヨタ車体クインシーズ
●11月８日(日) 第２試合 14時〜
進出をかけてしのぎを削った好敵手を相
会場／島津アリーナ京都
（京都市）
手に白星発進となるか!? Ｖリーグ初制
vs ＮＥＣレッドロケッツ
●2021.１月23日(土) 第１試合 14時〜
覇を目指して、マルコス監督率いる新生
会場／サイデン化学アリーナ
（さいたま市記念総合体育館）
メディックスの活躍にご期待ください！
vs トヨタ車体クインシーズ

活かしてくれるから。

新たなメンバー構成で新しいチームを創造し、

ひと目惚れで即決した愛車
ボルボＣ70 コンバーチブル
株式会社 三愛製作所
代表取締役

寺脇 寛さん

■ＭＣ・ＮＣ加工・特殊ネジ加工
株式会社 三愛製作所／伊奈町小室5882
TEL.048-689-3550 FAX.048-689-3553
http://www.sanai-ss.co.jp
★夏期休業／８月８日(土)〜８月16日(日)

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

株

▲

ミナミボウル
らーめん一代元

緑丘地下横断道

本格インド料理カレー！

おすすめ

ニューデリ

アジアンダイニング

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
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8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。

●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

■読者プレゼント❷／お食事券
（1,000円）
を10名様

アリオ

市民体育館
大平中

アジアンダイニング

ニューデリ

エネオス

マクドナルド

ヤマダ
UD
トラックス 電機

※ディナーのみ

■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。
※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。

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
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●住所／上尾市緑丘1-1-46
●TEL／778-8208 ●駐車場／有り
●定休日／日・祝日
●営業時間／9：00〜17：00
●ホームページ：https://niwanational.com

■読者プレゼント❶／「秋の虫がいなくなる消毒サービス5000円分」
を2名様
※注意事項 (他のサービス券との併用不可)

18歳で免許取得してから40年近く。ずっとミニバ
ンでしたが、子育てが終わってから自分の乗りたい
クルマを買えるようになりました｡ アメ車 (ポンティ
アック)に乗っていたときもあります。
現在の愛車は
「ボルボ Ｃ 70 コンバーチブル」で､
2015年７月に購入。新宿の百貨店で開催されたブラ
ジル博で中島悟 (日本人初のＦ１ドライバー )のトー
クショーがあり、観覧後、チェックしていた相模大
野のディーラーへふらりと立ち寄ったところ、偶然､
このクルマに出会ったのです。予約済みで、購入希
望者が明日来店するとのこと｡ 急いで家内 (千恵さん｡
三愛製作所の広報担当 )に電話してＯＫを取り、その
場で購入を即決！ ひと目惚れでした。
ボディカラーはパールホワイト。ホイールと幌を
付け替えました。珍しい車種のオープンカーで、幌
の色が少し渋めの赤 (ワインレッド )ですから、どこ
へ行っても目立ちます。それもちょっと自慢かな。家
内が喜んで乗ってくれることが一番うれしいです。
夏休みは、ニューヨークにいる娘家族 (孫２人 )に
会いに行く予定でしたが、コロナ禍で断念。製造業
にも追い打ちとなって厳しい状況ですが、終息を祈
りつつ、従業員にも感染防止対策を徹底しています｡

ポスティング
スタッフ募集‼

無料見積り と 良心価格 で上尾市内全域のご相談に
お応えしています
埼玉県承認企業で安心です♪
雑草
（草とり・草抑制シート敷き・薬剤まき等）
庭木
（整形・木の撤去・害虫消毒・洋風植栽等）
観葉植物（設置・植替え・整形・処分・栄養・消毒等）
ガーデニング（おしゃれ花植え・バラ管理・寄せ植え等）
家庭菜園（花壇作り・土壌改良・耕耘など・土壌処分等）
お庭作り（人工芝・砂利・雑草対策・芝張り・目隠し等）
やってます♪ Instagram, LINE@, Youtube, Twitter, ブログ等使え
ます♪PayPay,パパママ割,多子世帯割,消防団割
ニワナショナル

上尾駅

▼ボルボのオープン
カーは珍しいので、ど
こでも注目の的です!

ニワナショナル 緑丘店

公式ＨＰ

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

お庭と植物のお手入れ専門店です♪

中山道

※第２試合以降の時刻表示は開始予定時間です
※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、下記公式サイトを参照

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！

上尾駅

●2021.１月24日(日) 第１試合 13時〜
会場／サイデン化学アリーナ
（さいたま市記念総合体育館）
vs ヴィクトリーナ姫路

揮毫・文／書道家

持続化給付金（自営業や農業の法人・個人）
・特別定額給付金相談手続きサポート

相続対策：奥様へ無税贈与・遺言で遺贈（相続人以外）

空き家管理・借上げ・売却・相談手続き
予約連絡 080 - 3384 - 5590

行政書士 関口光男事務所

電話・FAX 048‑774‑3128
E-mail : sekiguchi.mitsuo@hotmail.com
桶川市朝日 2 丁目 12 番 4 号
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■おうち時間をもっとおいしく､ 健やかに！

REVIVAL

コロナ禍の中、商工会議所会員のみなさんは事業継続・経営革新に積極的に取り
組んでいます。今回は２事業所に協力いただき、｢教えて！プロの味｣復活です！

教えて！プロの味

旬の鯵三昧！
〜アジの刺身・タタキ・骨せんべい〜

糖質63％OFF カロリー11％OFF
低糖質のレアチーズ・カップケーキ

鮨・ふぐ・季節・会席料理 寿司長
代表 長谷川 保さん

上尾パン教室 プレジール
代表 石川 聡子さん

▶︵ 左 奥 か ら 反 時 計 回 り に アジ の 刺 身︑アジ
のタタキ︑アジの骨せんべい︑うなちらし

■材料(60mlカップ ６個分)
[ビスケット生地分 ]：市販の全粒粉ビスケット… 30ｇ､ 無塩バター (通常の
ものでＯＫ )… 15ｇ／ [チーズクリーム分 ]：クリームチーズ… 165ｇ、甘味
料(パルスイート)…15ｇ(※ラカントｓの場合は60ｇ)、プレーンヨーグル
ト…50ｇ、卵黄 (１個分 )…18ｇ、レモンの皮 (１個分おろす )…３ｇ、レモ
ン汁 (1/2個分 )…22ｇ、粉ゼラチン…6.5ｇ、生クリーム (乳脂肪分45％ )…
165ｇ／[飾り用]：レモンのスライス(厚さ２ミリ程度に輪切り３枚)…15ｇ
■下準備／材料は計量後、室温に戻しておく。粉ゼラチンは冷水35ｇに振り
入れ、ふやかしておく
■作り方／ [ビスケット生地を作る ]❶ビスケットを袋のまま、または使用分
をビニール袋に入れて、綿棒などでたたき、やや粗めに砕く ❷耐熱容器に
無塩バターを入れ、10秒ほど過熱し溶けたら、①を加え軽く混ぜる。6等分
して60mlカップに入れてならす ★バターは入れなくてもＯＫ！お好みで
[チーズクリームを作る ]❶クリームチーズをボウルに入れ、ラップを
被せた上から押しつぶす ❷甘味料〜レモン汁までの材料を順に加
え、その都度混ぜる ❸ふやかしておいたゼラチンを電子レンジで５〜 10
秒加熱し (液体に戻し )、②のボウルに混ぜながら加える ❹別のボウ
ルに生クリームを入れて７分立てにする (クリームが腰からお辞儀する
くらい ) ❺②のクリームチーズの入ったボウルに④の生クリームを２
回に分けて入れ馴染ませたら、ビスケット生地の入ったカップに流し入
れる ❻冷蔵庫で 30分〜１時間冷やす ❼レモンスライスを半分 (く
し形 ) に切り、中央に切れ目を入れてひねり、食べる直前に飾り付ける
★パンやお菓子作りの基本は、きちんと計量すること。ちょっと面倒です
が、このレシピどおりに作ると糖質5.7ｇで286kcalとなり、通常のも
のより糖質が63％ OFF、カロリーが11％ OFFになります。おうちに
ある器を活かして、子どもたちと一緒に楽しく作ってみてください！

■材料／脂の乗った新鮮なマアジ。１人に１尾を目安に適宜
■｢アジの刺身｣の作り方
❶ウロコやゼイゴ(尾の近くにあるトゲ状のウロコ)を取り、三枚におろす
❷皮を引き(はぎ)、腹骨や血合い、小骨を取り、ひと口大のそぎ切りにする
★夏場は清涼感を出すように、ガラスの器を使って演出してみてください
★鮮魚売り場の調理サービスでおろしてもらう場合は、｢骨せんべい｣ に使
いますので、頭と中骨を持ち帰るのをお忘れなく！
■｢アジのタタキ｣の作り方
❶アジの刺身と同様に、今度はそぎ切りではなく、細切りにする ❷ボウル
に①のアジを入れ、刻みネギ、ショウガの千切りを加えて軽く和える ❸器
に盛り付け､針ショウガを飾る ★おろしショウガとしょうゆで召し上がれ!
■｢アジの骨せんべい｣の作り方
❶頭と中骨の水気をふき取り、小麦粉(または片栗粉)を薄くまぶす ❷揚げ
油 (天ぷら油 )を準備し､ 最初は低めの温度 (160℃ )で少し色づく程度に揚げる
❸二度目は高温(180℃)でさっと揚げ、カラッとキツネ色に仕上げる
★二度揚げがポイント！揚げるときに軽くはたいて余分な粉を落とします
★塩(当店では岩塩)を添えて。カレー粉や抹茶など変わり塩もお好みで！
●せっかくなので､ もう１品､ ウナギの長焼き(蒲焼き)を使っ
た｢うなちらし｣を簡単にご紹介。酢飯(１人分0.7合目安)に､
ウナギ半身を刻んで加え、かんぴょう煮、ゆでたオクラ・キ
ヌサヤ・三つ葉などの具材、隠し味に煎りゴマと細かく刻ん
だガリ(ショウガ甘酢漬け)を混ぜ込み、ウナギのタレを少量
加えて味を馴染ませます。大皿に盛り、残りのウナギ、錦糸
卵などで飾ります｡ 夏休みの家族団らん＆夏バテ防止にぜひ!

■鮨・ふぐ・季節・会席料理 寿司長
上尾市川155-8 TEL.048-726-4441(代)
http://sushi-cho.com ★駐車場あり
★営業時間／11時〜23時(L.O.22時30分)
ランチタイム：11時〜14時
★定休日／月曜日＜祝日は営業＞
※８月10日(月・祝)は営業します
★夏期休業／８月17日(月)〜８月20日(木)
★テイクアウト、出前(宅配サービス)承ります！
お気軽にご相談ください!!

事業者向け

■上尾パン教室 プレジール
上尾市柏座1-10-3-6 Ａ＆Ｓビル301号室
TEL.070-5560-7641
https://www.pan-plaisir.com
★少人数制で楽しくレッスン。コロナ対策も万全
です。７月からリニューアル！詳細はＨＰへ!!

各種専門家が 何度でも無料で個別相談に応じます。

ワンストップ相談窓口リニューアル！
専 門 家

事前予約制

事業者が抱える様々な「悩み・課題・対策」に

日 時

場所

プラザ22

お申し込み

相談日の前日までに電話で
商工課へ ※(土)(日)(祝)を除く

内 容

※いずれも12:00～13:00は除きます。

中小企業診断士 ①

8/5～26の毎週(水)
9:30～16:30（1回あたり60分）

国・県の補助金申請支援、資金繰り、制度融資などの経営全般に関する相談

中小企業診断士 ②

8/6(木)
9:30～16:30（1回あたり60分）

経営が苦しい、事業の立て直し、事業承継

PRプランナー

8/13(木)
9:30～16:30（1回あたり60分）

チラシ作成、商品改良、パッケージ・製品デザイン

ウェブ解析士

8/20(木)、27日(木)
9:30～16:30（1回あたり60分）

ホームページ制作、スマートフォン、パソコンを活用した販路拡大

社会保険労務士

毎週(火)・(金)
9:00～16:00（1回あたり50分）

雇用調整助成金、休業支援金・給付金に関する相談

商工会議所 経営指導員

毎週(月)～(金) ※(祝)を除く
9:00～16:00（1回あたり25分）

持続化給付金、家賃支援給付金、資金繰り、制度融資などの経営全般に関する相談

お申し込みは・・上尾市商工課

※この会場で申請手続きはできません
※この会場で申請手続きはできません

TEL 777- 4441 FAX 775-5024 9:00〜17:00（土日祝を除く）
4
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度重なる災厄に堪えて迎えた創業80周年

フレッシュあげお

訪問レポート

安心､ 安全で豊かな食生活をめざして

山忠わさびは1940年(昭和15年)、初代・山﨑忠市郎
さんにより、わさび漬け製造業として信州で創業。終戦
翌年の1946年から､ 粉わさびの製造を開始しました。
二代目・山﨑秀夫さん(現・代表取締役会長)が家業を
引き継ぎ、
1959年(昭和34年)に会社設立。上尾市に工
場が設立されたのは､1967年(昭和42年)のことでした。
1975年(昭和50年)には本社も上尾市へ移転し、市の発
展と歩みを合わせ、香辛料メーカーとして確かな実績
を築き上げてきました。同社を訪ね、三代目・代表取
締役社長・山﨑忠夫さんにお話をうかがいました。

TEL.048-725-1036(代) FAX.048-725-6237

http://www.yamachuwasabi.co.jp
★川島工場／比企郡川島町表185
★大阪事業所／大阪市淀川区宮原4-4-64

鐘本 今年で創業80周年を迎えられ、親子三代にわた
る社歴の重みを改めて感じました。
山﨑 私自身は、
1990年に山忠わさびに入社し、開発
営業等を担当してきました。父(秀夫会長)の跡を継ぎ､
三代目・代表取締役社長に就任したのは５年前の2015
年です。幼い頃は工場敷地内で、粉わさびの原材料が
入った麻袋の上を飛び歩いて遊んでいました。
鐘本 まずうかがいたいのが、昨年10月の台風19号に
よる被害状況です。きっと大勢の方が心配されていた
ことでしょう。現在は社屋も修復され、生産ラインも
順調に稼働していたので、安堵したのですが……。
山﨑 じつは1999年と2007年にも水害被害を経験して
います。昨年10月12日の水害時には､ 敷地内水位が2.5
ｍにまで達し、工場・事務所とも１階部分はすべて浸
水。ほとんどの機械類が修繕・買い替えとなり、本格
的な製造再開まで半年を要しました。まさかここまで
甚大な被害になるとは……。これまでの経験からいっ
ても、さすがに2.5ｍの水位は想像できませんでした。
人的被害がなかったことが不幸中の幸いです。
鐘本 先日も令和２年７月豪雨で九州や中部地方など
各地で洪水・浸水被害が発生しました。とても他人事
とは思えなかったのではありませんか？
山﨑 復旧作業で大変なのが清掃。泥土は真っ先にか
き取らないと乾いてこびりつき、洗浄作業が困難にな
るのです。
2.5ｍ水位で浸水したわが社の敷地内には､
計算上では800ｔほどの泥土が残置されたそうです。

TEL.06-6391-7371 FAX.06-6391-7537

★このほか台湾にも事務所開設
◀▲昨年10月の台風19号による豪雨災害で、
敷地内水位2.5ｍにも及ぶ甚大な被害を受け
た同社。社員一丸となって懸命な復旧作業が
連日続きました(写真提供／山忠わさび)
◀被災時は天井まで泥水に浸かっ
てしまったオフィスも、リフォー
ムされてすっかりきれいに！入室
の際には検温・消毒を徹底するな
ど、新型コロナウイルスへの感染
防止対策も周知徹底されています
▶取材した日は、食通の味シリー
ズ｢生おろしにんにく｣の生産ライ
ンが稼働していました

山﨑 復旧できた要因は、まず第一に１人ひとりの従
業員の努力に尽きます。水も電気も使えない中、重労
働で心が折れそうになる清掃作業を、みんなで耐えて
続けてくれました。改めて感謝したいと思います。今

お葬式

完全個室

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！

▶上尾市観光協会推奨土産品に認
定されている食通の味シリーズは
｢あげお お土産･観光センター｣で
購入できます ●あげお お土産・
観光センター／ＪＲ上尾駅東口に
直通・徒歩１分！ A-GEOタウン２
階 営業時間：10時30分〜18時30
分(月曜定休) ぜひお立ち寄りを!
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
5

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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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

◀ヤマチュウの銘を冠した食通の
味 シ リ ー ズ は 同 社 の 主 力 商 品 ︒原
材 料 の 品 質 に こ だ わ り ︑本 物 の 香
辛料の風味と旨みを追求した同シ
リーズは全 種類とバリエーショ
ン も 豊 富 ︒チ ュ ー ブ タ イ プ で 手 軽
に使えることも魅力の１つです

まで支えてくださった関係業者の方々も昼夜復旧作業
にご尽力いただき、得意先様・仕入先様のご協力によ
り事業継続することができました。災害復興支援等の
制度融資に関しても被災後すぐに依頼・申請し、各銀
行様の了解を得られたことも復旧への大きな後押しと
なりました。公私ともに支えてくれた副社長(弟･山﨑
雄二さん)にも心から感謝しています。
鐘本 今後の抱負をお聞かせください。
山﨑 現在は被災前の状態で製造しており、新型コロ
ナウイルス感染拡大で二重の困難に見舞われた中、再
開できた有難みをもって仕事を続けています。今年は
創業80周年を祝う状況ではありませんが､100年企業を
目指して、明日へ向かって１歩ずつ、歩みを止めずに
まい進します。今年の台風被害も心配ですので、今回
の経験を生かして災害対策にも力を入れていきます。
これからも地元の皆様にご愛顧いただけるように、よ
りよい製品づくりと販路拡大に努めますので、ご支援
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

コロナ禍による二重の困難の中、
再開できた有難みを明日へつなげて

そ の 人 ら し い 北本・桶川・上尾

▲荒川・開平橋の袂付近に位置
する山忠わさび。約1000坪の敷
地内に事務所棟・工場棟・倉庫
が建ち並んでいます

■山忠わさび株式会社
本社・工場／上尾市平方453-1

昨年10月の台風19号豪雨により
経験したことのない甚大な被害が

大 切 な 人 だ か ら

山忠わさび

◀山﨑忠夫社長とフレッシュあげお・鐘本千優さん

■キラリ☆あげおＰＲ大使
2020フレッシュあげお
鐘本 千優(ちひろ)さん

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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2020/07/22 10:34

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

リニューアルでキレイなオフィス！
笑顔あふれる明るい職場で一緒に働いてみませんか？

※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：手島 俊明】
●18日㈫ 午後1時30分〜3時30分
★人事労務管理全般、就業規則、各種手続きなど
※電話予約優先、
1人30分

労務・年金

【税理士：神澤 のり子】
税 務
●21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

金 融

【日本政策金融公庫】
（℡643-3711）
まで直接ご連絡ください

経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】
●21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

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONS

法 律

【弁護士：福地 輝久】
●5日㈬ 午後1時30分〜4時30分

上尾ライオンズクラブ

検索

上尾ライオンズクラブ新年度スタート
地域への様々な奉仕活動を展開している上尾ライオン
ズクラブでは、
7月より新会長と5役で新年度がスタート
しました。谷川会長のもと、一層の活躍が期待されます。
※写真左より、矢島義伯、前場伸治、谷川喜一会長、
金井塚正良、三角 隆、安藤武志

LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONS

= 一般市民の方も相談できます =

ます。変更点を含めて教えてください。

労働者が始業・終業時刻を自ら決めら
れるフレックスタイム制は、昨年４月から
の改正により、以前は１カ月だった清算期間の上
限が３カ月に延長されています。時間外労働の上
限規制の範囲内において、長期化されたことによ
る会社の繁忙期との調整が、より長いスパンで可
能になりました。今だからこそ、必要ともいえる
労働者の都合に応じた労働時間の調整の活用(通
勤時間の変更・通院・資格学校・育児・趣味等)
が可能なフレックスタイム制の効用を考えてみ
てはいかがですか。
１カ月を超えることによる事務手続き上の変更
点の主なものは、労使協定の届出が必要になった
点、月ごとに週平均50時間を超えた分は、その都
度時間外労働としてカウントし、清算期間終了時
に期間を通じて法定労働時間の総枠超過分との
清算を行うこととなる点です。

●今月の回答者
手島社会保険労務士事務所
社会保険労務士 手島 俊明

TEL.781-0453

上尾商工会議所は、
「商工会議所法」
に基づき組織運営
されている地域総合経済団体です。商工業等に関し、主に
上尾市内中小企業者を対象に経営相談、調査研究、情報
の収集・提供を行っています。
＜今回募集する職員の仕事内容＞
〇総務・経理及び各種企画 〇金融機関への入出金業務 〇各
種団体の経理 〇文書・資料作成、印刷、封入、発送作業
〇電話・来客対応、湯茶・弁当の配膳等
正職員(新卒採用・既卒不可）
学

上尾市文化センター

歴

高卒以上

ハローワーク
求人番号
職

高卒11030-518509

種

総合職
定年制あり(一律60歳)､ 再雇用制度あり(上限65歳まで)

必要な知識・
技能等（履修科目）

不問

免

許

賃

金

普通自動車運転免許(AT限定
可)･ペーパードライバー不可

不問

当所規則による｡ 賞与､ 時間外勤務手当ほか諸手当有り｡

就業時間

8:30 17:00

休憩時間

ホールの照明や音響はどうや
ってやるの？舞台から見る客席
ってどんな感じなのかな？
ふだんでは入れない場所やホー
ルの秘密を親子で体験できる
60分です。
日 時：8月16日㈰ １回目 10時30分開演
２回目 14時00分開演
（各回約1時間）
場 所：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その保護者
定 員：各回20名（先着順、定員になり次第締切）
参加費：1人300円 ※当日集金
申込み：直接窓口または電話（774-2951）にて受付
その他：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マ
スクを着用し一定の距離をとりながら行いま
す。また、新型コロナウイルスの影響により中
止になる場合があります
問 合 せ：上尾市文化センター TEL.774-2951

新型コロナウイルス感染症対策

マル経制度のご案内

大卒11030-373708

定年等

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

〜ホール体験ツアー〜

弊社は以前フレックスタイムを行っていた
のですが、その後改正があったと聞いてい

上尾商工会議所で正職員を募集します

休日等

60分
土日祝(週休二日制)､ 年末年始

応募書類
応募期間

統一応募書類

休日出勤があります

ハローワーク紹介状､
履歴書(自筆･写真添付)､
卒業見込証明書､
成績証明書

令和2年10月5日から令和2年10月14日まで

消印有効

応募方法等

郵送 [宛先]〒362 8703 上尾市二ツ宮750番地
上尾商工会議所 採用担当係 宛

選考方法

書類選考｡ 書類選考合格者のみ面接試験｡

★詳細は、ハローワーク求人票をご確認ください。
★お問い合わせ先…上尾商工会議所 採用担当係 TEL.773-3111㈹

今こそ考える、経営力向上を実現する計画づくり

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9日 ㈮・16日 ㈮・23日 ㈮・30日 ㈮
各日とも18時〜20時
会 場：上尾商工会議所３Ｆ大会議室
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

対

象：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の同期と比
較して5%以上減少している方
融資額：別枠1,000万円
※わかりやすく実績があり好評の講師で、県内多くの商
利 率：当初3年間…特別利率（1.21%）
−0.9%（別枠
工会議所で講演を行っており、非常に人気の先生です
の1,000万円以内）
4年目以降…特別利率（1.21%）※利率は、 申込み･問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111
《カリキュラム》
R2.7.1現在
第 1 回 経営力を向上させるための計画について
返済期間：運転資金 7年以内(3年以内据置可(別枠の
第 2 回 自社の経営環境分析・3年後の将来像の設定
1,000万円以内))
第 3 回 事業アイデアを考える
設備資金 10年以内(4年以内据置可（別枠
の1,000万円以内))
第 4 回 事業アイデアの実現に向けて
利子補給：期間は借入後当初3年間
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となることもあります
問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111
のでご了承ください

上尾市民・伊奈町民の皆様へ

におまかせください！
！

公営斎場でのご葬儀は
最近注目されています、通夜を行わず告別式のみを行う費用を抑えた新しい葬儀のカタチです。

お棺

骨壷（白）

ドライアイス
(10kg)

（カラー写真4切り）

遺影写真

盛菓子

司会進行

セレモニースタッフ

火葬場案内

枕飾り

（税別）

200,000

白木位牌 塔婆類

円

●上記プランに含まれていないもの
思い出の里会館（さいたま市）

焼香用具一式

（1名）

役所手続き代行

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

■ シンプルな火葬式プランや一般葬・友人葬プランもございます。お寺様のご紹介もいたします。もしもの時は、すぐお電話を！
安心な
ご葬儀
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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

第164回議員総会 開催

会計別決算規模

千円、繰入金49,183千
円、純合計554,764千
円となりました（グラ
フ参照）。令和2年度
補正予算（案）は、繰
越金が確定したことに
より、6会計の補正（総
合計11,754千円の増
額）を行いました。ま
た、総会の冒頭、日本
商工会議所表彰の栄
に浴された当所監事
千代田製作所 代表 金
刺英雄氏に表彰状の
伝達が行われました。

活性化基金会計
135,385

『新年度スタート』

一般会計
128,000
相談所会計
68,601
収益事業会計
123,781

商工業振興会計
12,734

当所監事・千代田製作所 代表 金刺 英雄氏

▶

上尾商
工会議所
は6月26日
㈮ 、東 武
バ ン ケッ
トホ ー ル
上尾で第
164回通
常議員総会を開催しました。コロナ禍での開催となりまし
たが、当所役員・議員90名(委任状含む)が出席しました。
議事では、令和元年度事業報告書並びに収支決算報告
書の承認、令和2年度補正予算（案）の承認の5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。令和
元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、収支決算報告は、一般会計等9会計の総合計603,947

上尾北ロータリークラブ

〔単位：千円〕

退職給与積立金会計
43,004
商工会館耐震・
改修工事会計
4,859
議員活動会計
9,050
財政調整会計
78,533

工業部会・工業振興委員会 上尾ものつくり協同組合と共催で
新型コロナウイルス対策セミナーを開催、26名が参加
官（デジタルトランスフォーメーション・イノベーション
当所工
担当）ものづくり政策審議室長 中野剛志氏を講師に
業部会(北
「2020年版ものづくり白書について〜製造業は、不確実
林辰哉部
性の時代をどう生きる
会長)・工
か？これから求められ
業振興委
る 企業変革力（ダイ
員会(飯田
ナミック・ケイパビリ
裕之委員
ティ） と デジタルト
長)は、7月
16日㈭上尾商工会議所で「第1回新型コロナウイルス対 ランスフォーメーショ
策セミナー」を、上尾ものつくり協同組合(石川泰正理事 ン 〜」をテーマに講
長)と共催で実施しました。経済産業省製造産業局 参事 演頂きました。

上尾北ロータリークラブでは、コロナ禍の中3月か
ら5月まで休会とし、
6月の役員会でコロナ対策を検
討して７月より竹中一夫会長・小園江文雄幹事のも
と新年度がスタート致しました。
当クラブでは、｢地域社会に役立つ奉仕活動を｣を
モットーに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・啓発看板の設置等様々な計
画も継続的に実施する予定ですが、コロナの影響で
今までとは違った形態の活動になるとは思います
が、少しでも地域社会に貢献出来れば幸いです。

上尾商工会議所青年部

日本全国の企業をつなぐ商工会議所・商工会運営の商取引支援サイト

新型コロナウイルス感染症に関連した緊急販路開拓支援サイト
サイト

上尾商工会議所青年部よりご挨拶

BM SOS モール

https://www.b-mall.ne.jp/sos/

いつも私達上尾ＹＥＧの活動にご理解とご協力

開設期間：令和2年3月11日㈬〜当面の間（予定）

「ザ・ビジネスモール」では、新型コロナウイルス関連により経済的に打撃を受けている中小企業の販路開拓支援
に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止に資する商品・サービスの円滑な流通支援のため、
「BM SOSモール」
を開設しています。

＜お問合せはこちら＞

＜売りたい＞

⑴過剰在庫処分、販売促進支援
⑵新型コロナウイルス感染拡大防止関連商品・サービ
ス情報の提供

＜買いたい＞

⑴緊急資材調達・仕入れ

自然食の店

ザ・ビジネスモール事務局（大阪商工会議所内）

TEL：050-7105-6220

メール：b-mall@b-mall.ne.jp
URL：https://www.b-mall.ne.jp/

なず菜

を賜り誠にありがとうございます。
これまで私達は新型コロナウィルス感染拡大の状
況を鑑み、本年度の活動のほとんどを自粛してま
いりましたが、７月より感染予防対策を万全に行
いながら定例会等の活動を再開させることができ
ました。
(７月15日時点での予定となります。
)今後
も少しずつではありますが感染の状況を注視しな
がら活動を本格化してまいります。
一日も早く私達の街の従来の賑わいと活気を取
り戻せるよう一丸となって努力してまいります。
どうか今後とも私達上尾商工会議所青年部と会員
企業の活動をあたたかく見守ってくださいますよ

いずれも無料でご利用いただけます
上尾市錦町2-18

う心よりお願い申し上げます。

090-2539-5333

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
㧋
߹ߔ
自然食の店 ߅ޓ
ߒߡ
ᓙߜ

口土 建

代表

上尾市柏座1‑3‑16

関口 博 章

TEL : 048-771-0488

なず菜
上尾市錦町2‑18

TEL

090-2539-5333

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！

TEL.048-771-3657

〒362-0011 上尾市平塚 1988

Open 110
0㧤0
00
0
Close
C
lose 119
9 㧤0
00
0

武心

߅ભߺ
ߺ ᳓ᦐᣣ

bushin.toyoda.takeshi@gmail.com

ὺ048-729-5814
ᚲ㧤የᏒ⩲⼱㧜㧗㧢㧠㧗㧝

新型コロナウイルス感染症 経済対策掲示板

『ガンバルあげお！』を開設中！
『ガンバ

「新型コロナウイルス感染症に負けない!! ガンバルあげお！」
『ガンバルあげお！』
https://www.ageocci.or.jp/ganbaru-ageo/bbs/ 掲載店舗➡
上 尾 商 工 会 議 所 TEL: 048-773-3111 MAIL: ageoit@ageocci.or.jp

お問合せ 掲載お申込みフォーム https://www.ageocci.or.jp/ganbaru-ageo/moushikomi/
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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

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
◎小規模事業者持続化補助金（一般型）

◎新型コロナウイルス対策マル経

対 象 者 ： 小規模事業者
補 助 額 ： 50万円 補助率：2/3以内
締
切 ： 10月2日㈮

融 資 額： 別枠1,000万円
返済期間： 運転資金7年以内(据置3年)
設備資金10年以内(据置4年)
利子補給： 期間は借入後当初3年間

◎小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）

◎セ−フティネット保証

対 象 者 ： 小規模事業者
補 助 額 ： 100万円 補助率：2/3・3/4以内
締
切 ： 8月7日㈮

4号…売上高が前年同月比15%以上減少している企業対象
5号…売上高が前年同月比5%以上減少している企業対象
※貸付料・利子減免措置あり
※上記以外にも様々な融資制度があります

◎持続化給付金

対 象 者 ： 中小企業、小規模事業者等で、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上で前年同月比で50%以上減少している方
限 度 額 ： 個人100万円、法人200万円

◎家賃支援給付金
対

者 ： 5〜12月の売上が前年同期比で1ヶ月50％以上、
または連続3ヶ月で30％以上減少している企業
給 付 額 ： 申請時直近の支払家賃に基づき算出される
給付額の6倍

◎埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃貸人）
対 象 者 ：新型コロナウイルスの影響により売上が減少
した店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人
交 付 額 ：令和2年4〜6月において店舗の家賃を20%以上
減免した月について、減免額の5分の1
（上限20万円）
受 付 期 間：7月17日㈮〜10月16日㈮

上尾商工会議所

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