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Apio presents ; It’s a wonderful life!
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Apio presents ; It’s a wonderful life!

▲ 映画 ｢オーバードライヴ｣(監督・筒井武文、
主演・柏原収史)を観て ｢ハマッタ｣ というダブ
ルネックの津軽三味線。三味線製作・修理にも
取り組み、現在“６弦の三味線”を試作中です

▼津軽三味線教室の稽古場兼スタジオにある「寿」の揮毫
は、親友の書道家が開設記念に壁紙の裏に書き上げたもの

▼半年前に飼い始めたヨームのマム (♂・2歳)。
口笛とラップ(嘴鳴らし)が得意で、おしゃべり
も上達。地方公演にも同行するカワイイ相棒！

北村貴寿さん
　ときに哀しく、ときに激しく、情感をか
き立てる津軽じょんがら節のメロディー。
津軽三味線奏者に憧れて、師匠・北村正貴
さんに入門したのが10歳のとき。当時、吉
田兄弟（兄・良一郎、弟・健一）や上妻宏光
といった新進気鋭の津軽三味線奏者がデ
ビューし人気を博していたが、「“僕にしか
できないことをやる”と思っていたので、
あまり意識しませんでした」と北村さん。
一番刺激を受けたのは、意外にも、中学２
年のときに観た「オーバードライヴ」とい
う映画。ひょんなことから津軽三味線に魅
了された自称天才ギタリストが奮闘する、
スポ根ならぬ“三味根”青春コメディーだ。
「古典ばかり稽古していたので、型破りな
主人公に触発されました。伝統の枠を超え、
もっと自由でいい。津軽三味線の新たな魅
力に気づかせてくれた大好きな作品で、今
でもポスターを大事に飾っているんですよ」
　気負わず、甘んじることなく、自分自身
に向き合い、独自の「音」を追い求めてき
た北村さんにとって、３年前に津軽三味線
教室を開設したことも大きな転機となった。
「人に聴かせるための曲を作り、上尾駅周
辺で路上ライブをやったこともありました
が、それだけでは自己発散で終わってしま
う。生徒さんと一緒に稽古すること、津軽
三味線を教えることも大好きなんです。こ
れからは“人のためになる音楽”を目指し
たい。この４年間、いろいろな方にお世話
になったので、その恩返しもしたい。今年
は24歳の年男となる節目の年ですから、年
内中に一番よい方法を考えたいと思います」

■きたむら・きじゅ／1991年7月29日・上尾市生まれ。上尾市立芝川小学校出身。幼少
期から和楽器に興味をもち、10歳のとき、津軽三味線 ｢正貴会（まさたかかい）｣ へ入門
し、北村正貴氏に師事。中学時代から頭角を現わし、津軽三味線全日本金木大会（青森
県）では第23回（2011年）から第25回（2013年）まで３年連続で３位入賞の実績をも
つ。ＮＨＫ民謡フェスティバルなど、さまざまな番組・公演に出演するほか作曲も手がけ、
アーティスト仲間たちへ楽曲を提供している。現在、北村流師範として「津軽三味線 
貴寿教室」を主宰。上尾教室を拠点に、久喜、池袋でも指導にあたっている。津軽三味線
奏者として、指導者として、音楽のジャンルを超えて精力的に活動している。
★津軽三味線 喜寿教室／上尾市仲町1-12-2 大内ビル202 ＜無料体験ＯＫ！要予約＞
★北村貴寿さんの公演予定＆教室の詳細は公式ＨＰへ→ http://shamisen-kiju.com
■｢和響-WAKYO-コンサート2015 晩春の陣｣ 公演情報／北村貴寿さんが所属する和楽
器ユニット「和響」が、4月25日(土)、春日部市中央公民館で公演を開催！師匠でもある代
表・北村正貴さんたちによる“伝統と洗練された音の融合”は圧巻です。今回貴寿さん
は出演しませんが、｢和響」が創り出す津軽三味線の世界をぜひご体感ください！
★詳細は「正貴会」公式ＨＰへ→ http://www001.upp.so-net.ne.jp/tsugaru

津軽三味線に出会って14年。
今年は年男､恩返しの年に!

津軽三味線奏者
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　上尾商工会議所では、ビジネス実務で要求される知識やスキルを身につけた人材
の育成を目的に、日本商工会議所で・東京商工会議所・日本珠算連盟の各種検定試
験を実施しています。年間約60万人が受験し社会的に高い信頼と評価を得ている
「日商簿記｣をはじめとするこれらの資格は自分自身のステップアップのために必ず役
立つはずです。
回数
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第２回
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    7/ 5㈰
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   11 /29㈰

(窓口)

(窓口)
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 4/ 28㈫～ 5/ 29㈮

 4/ 21㈫～ 5/ 22㈮

 5/ 12㈫～ 6/ 12㈮

 5/ 8㈮～ 6/ 5㈮

 4/ 7㈫～ 5/ 8㈮

 9/ 8㈫～ 10/ 9㈮
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 9/ 29㈫～ 10/ 30㈮

 10/ 6㈫～ 11/ 6㈮

 9/ 15㈫～ 10/ 16㈮

(インター
ネット)
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(インター
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(コンビニ決済)

(コンビニ決済)

(コンビニ決済)

(クレジット決済)

(クレジット決済)

(クレジット決済)

  4/27㈪～ 5/15㈮

 10/5㈪～ 10/ 16㈮

  1/18㈪～ 1/ 29㈮

  4/  1㈬～ 5/16㈯

  9/1㈫ ～ 10/ 17㈯

  12/14㈪～1/ 30㈯

  4/  1㈬～
　　　5/ 18㈪正午

  9/1㈫ ～
　　 10/ 19㈪正午

  12/14㈪～
　　 　 2/ 1㈪正午

試験日

  6/28㈰

 10/25㈰

H28
2/14㈰

受付期間

 5 / 18㈪～  5/ 20㈬

 9 / 15㈫ ～ 9/ 17㈭

 1 / 6㈬ ～ 1/   8㈮

受験料(消費税込）

(珠算)1～10級※
(暗算)1～10級

…840円
(段位)2,620円
＜珠算･暗算＞
※詳細はHP参照

1級 7,710円
2級 4,630円
3級 2,570円
4級 1,640円

1級 10,800円
2級 6,480円
3級 4,320円

1級 10,800円
2級 6,480円
3級 4,320円

5,400円

6,480円

1級 9,440円
2級 7,340円
3級 5,250円

県立上尾
高等学校

試験会場は、
申し込み後
にお知らせ
致します。
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にお知らせ
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申し込み後
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試験会場は、
申し込み後
にお知らせ
致します。

試験会場は、
申し込み後
にお知らせ
致します。

試験会場

商工会議所
会議室

申込方法

商工会議所窓口

商工会議所窓口
インターネット

http://www.ageocci.or.jp

電話又はインターネッ
トで申込登録し、送付
されてくる払込取扱票
にて郵便局・コンビニ
で受験料の払込みを行
い完了となります。

http://www.kentei.org./
TEL.03-3989-0777
（土日祝日を除く
10:00～18:00）

※会場が変更になる
場合がございます

珠算・暗算・段位 ［日本商工会議所・日本珠算連盟検定］

簿記 ［日本商工会議所検定］

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］

ビジネス実務法務検定試験　 ［東京商工会議所検定］

環境社会(eco)検定試験　[東京商工会議所検定]

ビジネスマネージャー検定試験　[東京商工会議所検定]

カラーコーディネーター検定試験　 ［東京商工会議所検定］

※商工会議所窓口受付時間：8：30～17：00（土日祝日を除く）
※上尾商工会議所では郵送での申込受付はしておりません。
■問合せ：上尾商工会議所 TEL.048-773-3111  http://www.ageocci.or.jp

仕事・生活に活かせる

商工会議所の検定試験

〔      　〕申込書は当所ホー
ムページ でダウン
ロードできます。

　2月9日、上尾道路建設促進の要望
活動が実施され、上尾道路建設促進
期成同盟会（会長／島村穰・上尾市
長）、鴻巣市議会・北本市議会上尾
道路建設促進議員連盟（会長／矢部
一夫・鴻巣市議会議員）とともに、沿
線の商工団体（上尾商工会議所、鴻巣
市商工会、桶川市商工会、北本市商
工会、伊奈町商工会）を代表して、小
谷仁会頭、小谷野茂専務理事、三井
田晴宏理事･事務局長が国土交通省
などを訪問しました。地元議員にも
ご帯同いただき、総勢30名を超える
大陳情団を結成して、衆議院議員会
館では谷垣禎一幹事長に要望書を提
出し、その後、国土交通省・青木一彦
国土交通大臣政務官、財務省・小野
平八郎財務省主計局主計官ほか関係
各所を訪れ要望書を提出しました。
　これまでの活動成果により、宮前
町から件能動へ至るⅠ期区間11.0㎞

のうち宮前町から上尾環状線へ至る
　4.2㎞及び圏央道・桶川北本イン
ターチェンジから川越栗橋線へ至る
2.1㎞の併せて6.3㎞の区間が暫定2車
線で開通しています。また、圏央道
から鴻巣市箕田へ至る9.1㎞について
は悲願であった事業化が平成23年に
なされ、昨年度には測量及び地質調
査が着手されました。
　今回の要望はⅠ期区間（さいたま
市西区宮前町から圏央道・桶川北本
インターチェンジまで）11.0㎞につい
て平成27年度早期の開通に向けて着
実に事業を推進することと、全線4
車線化供用に向け更なる事業推進を
図ること。Ⅱ期区間（圏央道桶川北本
インターチェンジから鴻巣市箕田ま
で）9.1㎞について早期供用が図られ
るよう用地買収着手と一層の事業推
進を図ることを趣旨としています。
　本道路の整備推進のための平成27
年度予算確保を提言し、上尾道路の
早期全線開通を要望しました。

上尾道路の早期全線開通をめざして
大陳情団を結成し要望活動を実施

▲衆議院議員会館にて

▲谷垣禎一・自由民主党幹事長へ要望書を提出する
小谷会頭（左から、谷垣禎一幹事長、小谷仁会頭、中
根一幸外務大臣政務官）
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上尾清掃事業協同組合会員・上尾市環境センター許可業社

不用品の回収お任せください！！ お見積・ご相談
無料！！
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工場・お店
まずはお気軽にお電話を

安心・迅速・低料金な
当社にお任せ下さい！

断然

断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス断熱ガラス

㈱野本ガラス

048-771-6165
ガラス・サッシのお悩みご相談下さい

見積
無料

0120‒924‒755
お申し込みは「低コスト・リフォーム研究会」

を知らないでリフォームすると
　損する可能性あり！

http://proreform.net/
上尾市本町５－１７－１３ FAX.０４８‒６７５‒１５００ 上尾商工会議所会員

「外壁・屋根の塗装を考えたら」

屋根・外壁塗装、リフォーム全般のコツ屋根・外壁塗装、リフォーム全般のコツ

無料セミナー開催！

3/14土
2015

これ
火災保険・助成金を有効活用して自己負担を抑えた
リフォームセミナー。屋根・外壁塗装の知って得する内容を網羅。

3 3月号

企業が求める資格第１位 ―日本商工会議所簿記検定試験２級―

―簿記を勉強中、あるいは、これから始める方にメッセージをお願いします。
（猪鼻）簿記は、家計簿から国家予算まで、あらゆる場面でその考え方が使われま
す。会社であれば経理だけではなく、営業・企画・管理等他の部門にも深く関係
します。また、世界中の人に通じる「共通の言語」であるため、海外との仕事・コミュ
ニケーションでも役立てることができます。１級でも、２級でも３級でも構いませ
ん。大事なことは簿記の考え方を身に付けることです。そうすれば、必ず自分の
「引出し」を増やすことができます。
(木田)問題を解く時にはいつも、「なぜこの仕訳になるのか」「なぜこの数字にな
るのか」など、「なぜ」を持ち続けるよう教えています。すぐにわかったら面白くあり
ません。時間をかけながらも、考えることを続けて欲しいのです。簿記を通じて
「勉強する」という概念が変わる、ということを、これから始める方たちにはぜひ、
伝えたいです。
（中島）どのような仕事に就くとしても、どの会社に就職するにしても、経理の仕事
は必ずありますので、「何をやりたいかがわからない」という方には、簿記を勉強す
ることをお勧めします。決して無駄になることはなく、将来、役に立ちます。
（蛭川）これから簿記を勉強する方にお伝えしたいのは、３級、
２級、１級と進むにつれて、見えてくる周りの景色が変わって
くる、ということです。例えば、３級に合格した段階で「公認
会計士を目指してみよう」と考える人は少ないですが、２級に
受かるとこうした気持ちを持つ人が増えます。資格を取る喜
びを知ることで、行政書士など他の資格を取ろうとする人も
出てくるのです。夢が広がるわけですね。

　１級は合格率１割前後で、一般の学生にはかなりの難関です。それでも簿記塾
の学生に挑戦させるのは、磨くことで彼らが「ダイヤモンド」に変わる可能性がある
からです。ともに試練を乗り越えようとする中で、簿記塾の学生は強い人間関係を
築いていきます。だから私は簿記塾で簿記教育を続けているのです。

(木田)日商簿記の魅力は、まず、資格としての知名度が高いと
いうことがあります。もう一つは、私が高校で生徒に簿記を教
えていて感じることで、｢問題を正しく読むことで論理的な思
考力が養われる｣ということです。また、数字の意味をきちんと
理解し、数字を読む力がつきます。勉強を進めていくと、とも
すると惰性で問題を解くことになりがちですが、必ず、「なぜそ
うなるのか」を考えながら勉強することで、こうした力がつくの
だと思います。

（猪鼻）コストに対する視野が広がりました。私はメーカーに勤務しており、現場で
は日々、売り上げと原価が強く意識されていて、経費や残業の削減、設備投資の
吟味などが行われています。それ自体は正しいことですが、ともすると「経費を減

―お仕事をするうえで、簿記はどのように役立っていますか？
（中島）私が勤めるスーパーでは月次決算を出していて、各店の
店長から私に、数字について質問が寄せられます。例えば仕入
について、各店が発注するのですが、それが、決算のどの数字
に反映されるかは、あまり意識されていません。ある費目の支出
金額が大きい時には「そこには何が入るの？」と聞かれます。
いろいろな部門の社員と話して痛感するのは、簿記を会社の「共
通言語」にすれば話が通じやすい、ということです。経理だけで

なく、どの部門でも、また、社員でもパートさんでも、例えば仕入、売上、減価償却
といった用語の意味を正確に知っていると、お互いに「会社として考える」ことにな
り、仕事がしやすくなって、会社のために大いにプラスになると思います。

簿記で広がる無限の可能性（城西大学簿記塾OBの皆さん）

図1：企業が求める資格ランキングトップ１０

らす＝利益が出る」という意識になりかねません。大事なのは売
上・原価・減価償却のバランスであり、経費を減らした結果、売
上の機会損失を発生させては元も子もありません。私がそう
いった意識を持つことができたのは簿記を学んだおかげです。
決算書をつくり、数字を見ていると、会社全体の動き、これから
の動向が良くわかります。簿記塾にいた時も、ただ問題を解くの
ではなく、「なぜこの会計処理を行うのか」「何のためにこの計

算を行うのか」を重視するようにしていました。そのおかげで会社全体の情報・流
れをつかむことができ、「自分が会社を動かしている」という実感を持つことがで
きています。

　簿記2級が｢企業が応募者に求める資格ランキングトップ10｣で第1位、｢今後取
得したい資格ランキング｣で第5位に入るなど、日商簿記は、企業、受験者、双方の
皆様から極めて高い評価をいただいています。

　簿記の大会で数々の賞を受賞して
いる城西大学簿記塾の１期生で、学
生時代に日商簿記1級を取得したOB
の皆さんと、簿記塾を創設した顧問
の蛭川教授に、社会での活躍ぶりと、
簿記に対する熱い想いを語っていた
だきました。

　図１はリクルートエージェントに寄
せられた求人の中で、企業が応募
者に求める資格のトップ10です。
トップ３に入った資格を求める求人
が他を圧倒していることがわかりま
す。ただし、この３つの資格が上位
にある理由は、それぞれ異なります。
　日商簿記２級は経理求人を中心
に求められており、企業は経理業
務に関する基礎理解を測る物差し

として見ています。１級建築士、宅地建物取引主任者（以下宅建）は、それぞれ該
当の業務を遂行する上で必要と法令で定められています。
　こうしたことから、企業が求職者に求める資格は｢基礎理解を示す資格｣と「業
務遂行上必要な資格｣の２種類であることがわかります。 ■3級、2級、1級で見える景色が変わる

■｢なぜ｣から思考力が養われる

■会社全体の動きがよくわかる

■社員全員が学べば仕事がしやすくなる

輝く資格取得者　特別編

企業の求める資格トップ３は、日商簿記2級、1級建築士、宅建

▲左から猪鼻さん、中島さん、木田さん、蛭川教授

出典：リクルートエージェント

順位 資　　格 求人件数
1 日商簿記2級 1870
2 1級建築士 1310
3 宅地建物取引主任者 1200
4 公認会計士 590
5 2級建築士 580
6 第三種電気主任技術者 470
7 日商簿記1級 440
8 基本情報技術者 330
9 社会保険労務士 250
１０ 第一種電気工事士 200



動産およびインフラ整備には課題が多く中小企業
の進出はハードルが高いと感じました。
　3日目からは隣国の「タイ」へ移り、現地で日
本企業進出のコンサルティングを行っている森
永氏・バンコク週報の臼井氏に現状を伺ったと
ころ、タイはクーデターで戒厳令が敷かれては
いるが状況はむしろ安定していて日本人が想像
しているそれとは全く違う様相を呈しているそ
うです。
　また産業では、前政権の行った自動車購入の
ための補助金及び農民への米の買い取り政策で
マイカーブームが起こったものの、行政の政策
変更によりこれからは維持費を払えない国民が
大量に出る可能性が高く、代わりに中古車市場
が伸びるであろうと言われています。
　タイの行政としては、これから求めていくのは省
エネ・医療・ハイテク産業等従来の重工業から一
段シフトした企業を誘致していく方針のようです。
　現在埼玉からは約200社がタイに進出していま
すが、自社工場の確保をするために4～6億円程
度の投資が必要となり、中小企業にとってはリス
クの高い投資です。工場のレンタルもあります
が、日本に比べて脆弱な地盤で基礎がしっかり
していない工場では数トンの重量物でも傾いて
しまい注意が必要とのことです。
　最後に日本から進出し成功する人と失敗する
人の違いについて「そもそも生きる哲学の違う
人間と働いているということを忘れないこと、性
善説は島国の日本だから成り立つ話で、それが
唯一正しいと思わないこと。進出するのであれ
ば、数年試しで出るという感覚ではなく、異国に
骨を埋めるつもりで華僑ならぬ和僑となる志を
持つこと。」と仰っていたのが印象的でした。
　今回の視察では、現地企業の状況・経済情勢・
国民性などを肌で感じられ、また海外進出にお
ける課題・問題点等も把握でき、十分な成果が
挙げられた有意義な視察となりました。この経
験を今後の販路開拓につなげるべく活かしてい
きたいと考えています。

　2月11日㈬～15日㈰4泊5日の行程で「上尾もの
づくり・ミャンマープロジェクト」のメンバー総
勢10名でミャンマー・タイへ行ってきました。
　このプロジェクトは、中小企業の海外取引を支
援する経済産業省・中小企業庁の補助事業であ
る「地域力活用市場獲得等支援事業（共同海外
現地進出支援事業）」に、上尾市内の製造業9社
が集まり販路開拓を行うグループとして「自動車
産業に関わる中小企業の海外進出及び新分野進
出」をテーマに応募して採択された事業です。
　この補助事業の目的は、中小企業が共同グ
ループを形成することにより単独では海外進出
が困難であった中小企業がリスク・コストを低
減し、幅広い顧客ニーズに対応した形で取り組
む共同海外進出事業に対しての事前調査や販
路開拓等を支援するものであり、現地企業の実
態や経営環境について把握し販路開拓に繋げる
べく今回の視察を行いました。
　最初に視察したのは「ミャンマー連邦共和国」
で人口5,141万人・面積は68万㎢で日本の約1.8
倍の広さ、タイ・ラオス・中国・インド・バング
ラデシュといった多くの国と国境を接する多民
族国家です。
　「アジア最後のフロンティア」と称され世界中か
ら注目されているミャンマーの経済状況は、2011年
の民主化により社会主義政権下で停滞した状態
から経済改革が進んでいます。その中で日本が官
民を挙げて開発を進めている「ティラワ経済特区」
を視察し、旧首都のヤンゴンの市街地から車で２
時間離れた場所に2,400ha（東京ドーム50個分）の
広大な敷地に工業団地の造成が着工に入ってい
ました。国内最大のヤンゴン港に近く期待されて
いる開発区ですが、電力不足など製造業の生命
線であるインフラ整備が課題のようです。

　次に現地不動産業者より、ここ数年の海外進
出でヤンゴン市街の不動産がバブルを彷彿とさ
せるほど高騰している現状を聞いた後、ミャン
マー初の国際水準の工業団地「ミンガラドン工
業団地」にある現地輸出関連企業を視察、男性
用シャツ・ジャケットの縫製工場で月10万着生
産・日本向け60％アメリカ向け40％の割合・生
地の95％は中国から輸入・賃金は月給8千円位
のようです。
　ミャンマーへの海外進出については、人件費の
安さ・勤勉さ・対日感情の良さなどミャンマーの
労働力の長所は実感したが、外資への法規や不

上尾ものづくり・
　ミャンマープロジェクト

ミャンマー・タイ

4 3月号

　

手取屋先生の健康メモ
休みなく働き続ける心臓～生活習慣の改善でリスク低減

3月の「すこやか教室」
●日時：3月28日㈯　午後3時～ 4時
●場所：上尾中央総合病院　Ｆ館４階 講義室
●内容：｢心臓病について｣
●講師：心臓血管センター　センター長　手取屋岳夫
●問合せ先：総務課　TEL.773-1112
　上尾中央総合病院では、病気についての理解を深め、
予防を図るための｢すこやか教室｣を毎月開催していま
す。講演後の質問コーナーでは講師に相談ができます。
参加費は無料です<予約不要>。ぜひお役立てください！

手
て ど り や

取屋 岳
たけお

夫

上尾中央総合病院
心臓血管センター  センター長

　心臓は、全身に血液を送る重要な役
割を担っています。１日約10万回も鼓
動(収縮・拡張)し、休むことが許されな
い心臓は“がんばり屋”で結構強く、
無理も利きます。そのため、心臓病を発
症しても気づかないまま進行し、命に
かかわる状態に陥る場合もあるのです。
厚生労働省「平成25年（2013年)人口
動態統計(確定数)の概況」によると、
死因別死亡数のうち心疾患(高血圧性
を除く)は全体の15.5％を占めており、
悪性新生物(がん)に次いで第２位とな
りました。ちなみに、心疾患全体の約
２割が急性心筋梗塞です。
　心臓病にはいろいろありますが、心
筋梗塞や弁膜症（大動脈弁狭窄症など）
はその代表格。加齢による変性や動脈

硬化の進行が原因となります。高血圧
や脂質異常症（高ＬＤＬコレステロー
ル、高中性脂肪、低ＨＤＬコレステロー
ル）、高血糖、喫煙、肥満、ストレスも危
険因子となりますので、がんなど、ほか
の病気と同じく、日頃の生活習慣の見
直し・改善が重要です。“自分の生活の
リズム”を大切に、栄養バランスの取
れた食事、適度な運動を心がけましょ
う。できるだけ階段を使ったり、家庭
で血圧を測定するなど、日々の心がけ
が健康寿命を延ばす布石となります。
　ときどき自分のからだを省みて、何
か変化があったときには、かかりつけ
医に相談しましょう。万一のときには、
地域医療連携で私たち専門医が万全を
尽くしますので、ご安心ください。

上尾警察署・上尾地方防犯協会
家族の絆・地域の絆を強め犯罪被害に遭わない社会にしましょう。家族の絆・地域の絆を強め犯罪被害に遭わない社会にしましょう。家族の絆・地域の絆を強め犯罪被害に遭わない社会にしましょう。家族の絆・地域の絆を強め犯罪被害に遭わない社会にしましょう。家族の絆・地域の絆を強め犯罪被害に遭わない社会にしましょう。家族の絆・地域の絆を強め犯罪被害に遭わない社会にしましょう。

　女性や子どもの一人歩きは危険がいっぱい、変質者や不審者に狙われない
よう注意をしましょう。
★一人で歩く時は、
　◎人通りが多く、民家の多い道を選びましょう。
　◎夜間、遅くなる場合は電話をして、家族に迎えにきてもらいましょう。
　◎音楽を聴きながらや、携帯電話の画面を見ながらの歩行はやめましょう。
★小さな子どもへの声かけ事案に注意をしましょう。
　◎ひとりでは遊ばない。
　◎知らない人にはついていかない。
　◎大きな声で助けを求める。

変質者・不審者出没、注意を！変質者・不審者出没、注意を！変質者・不審者出没、注意を！変質者・不審者出没、注意を！変質者・不審者出没、注意を！変質者・不審者出没、注意を！
　女性や子どもの一人歩きは危険がいっぱい、変質者や不審者に狙われない

行ってきました



　

お好み焼き・もんじゃ焼 ゆうき

セブン
イレブン

上尾
市役所

上
尾
駅

上
尾
市
文
化
セ
ン
タ
ー

中
山
道

至
桶
川

至
大
宮

R
17

お好み焼き
もんじゃ

ゆうき

・お好み焼   600円～
・もんじゃ焼   550円～
・鉄板焼   600円～
・やきそば   600円～
・生ビール中ジョッキいつでも 280円！
・各種サワー   330円～
・ソフトドリンク 250円～ （税込み価格）
テーブル3席、座敷4席、30名様まで宴会可
●住所／上尾市本町2-12-24菊池ビル1F
●TEL／776-4144
●営業時間／ 昼   11:30～13:30 夜 17:00～22:00
 土日12:00～22:00
●定休日／水曜日  ●駐車場／4台

DINING BAR 堂（DAU）
ぷろでゅーすど ばい 庵iori

昨年11月より、店名を新たにオープンしました。
和食会席仕込みの創作料理とこだわりのお酒で存分にく
つろげるお店です。歓送迎会・女子会等ご利用ください。
コース飲み放題付3,500円～。
また、第4回キラリ☆あげおご当地グルメ祭りの出品料理
「鳥皮パリパリ揚げ」をはじめ、上尾ご当地グルメ「上尾串
ぎょうざ」（1本380円・税別）の提供もしています。
白菜の触感とさっぱりとした味が特徴です。
ここでしか味わえない料理をお楽しみください。

上尾串ぎょうざ

仲間や御家族で鉄板を囲んで楽しくお過ごしください。

■材料（４人分の目安）
豚バラ肉（ブロック）500ｇ。ブーケガ
ルニ（煮込みの風味付け用）として、タ
マネギ、ニンジン、セロリ（葉先の部
分でＯＫ）など適宜。具材の野菜は、
ジャガイモ、ニンジン、ペコロス（小
タマネギ）、芽キャベツ、カリフラワー、
ブロッコリーなど、お好みで。
■作り方
❶豚肉をタコ糸で縛って塩・コショウ
し、フライパンで焼き色をつける。
❷鍋に①の豚肉、ブーケガルニの野菜
（乱切り）を入れ、水（１ℓ目安）を加え
て２～３時間、中火～弱火で煮込む。
❸竹串が通るくらいまで柔らかくなっ
たら、豚肉を皿に取り出し粗熱をとっ
てから、ラップして冷蔵庫で寝かす。
❹残ったスープ（煮汁）を裏ごしして、
半分の量になるまで弱火で煮詰める。
❺カットした豚肉、具材の野菜を入れ
て煮込み、塩・コショウで味を調える。

煮込み料理はシンプルだけ
ど奥深い、自慢の逸品です!

● 取材協力／カジュアル･フレンチレストラン
ブレゼ アイダ＜Braisé Aida＞
　上尾市谷津2-4-3 ターキービル1階
　TEL.048-783-3424
　http://www.braise-aida.com
上尾駅西口から徒歩６分、谷津観音通りの一角に
ある「ブレゼ アイダ」は2013年11月12日にオー
プン! 「ブレゼ」は「弱火で蒸し煮する」という
意味。煮込み料理を中心に、銀座の有名料理店で
修業したオーナーシェフ・会田さんの“こだわりの
味”がリーズナブルに楽しめます。１番人気の
「ビーフシチュー 温野菜添え」1400円(税抜)は絶
品! ★ランチでは“１日限定10食”の「ふわふわ
オムレツ」前菜盛合せ・パンまたはライス付きで
1500円(税抜)が大評判! あのモンサンミッシェル
の名物料理を会田流に再現した逸品です。★毎週
木曜日のランチは「シルバーサービスデー」／木
曜ランチのお客様「60歳以上」の方にドリンク１
杯をサービス! ★｢ひな祭りフェア」開催！／女性
を含む２名様以上で、3/3(火)・4(水)のディナー
を事前に予約すると、人数分のデザート盛合せを
サービス! ★3/28(土)まで期間限定「チーズフォ
フォンデュ 冬の特別コース」／通常のチーズフォ
ンデュコース(2500円･税抜)に温野菜･ショートパ
スタ・自家製ミートソースをセットして3000円(税
抜)と超お得! ２週間前までに４名様以上で予約
するとドリンクを１杯サービス! ★カウンター４
席､テーブル16席(４卓)､ 立食(貸切)なら10～25名
様までＯＫ! 女子会コース、シェフお任せコース
などコースプランも多彩＜詳細は上記ＨＰ参照＞

■営業時間：[火～土曜日]ランチ：11
時30分～14時30分(L.O.14時)・ディ
ナー：17時30分～21時30分(L.O.21
時)／[日曜日]ランチのみ：11時30
分～15時(L.O.14時30分)

■ 定休日：月曜日(ほかに月２回日曜
日休み)　※３月の休業日：２(月)、
８(日)、 ９(月)、16(月)、22(日)、
23(月)、30(月) 

春の彩り添えて～豚肉と野菜のポトフ
カジュアル･フレンチレストラン ｢ブレゼ アイダ｣　オーナーシェフ　会田伸春さん

春の彩り添えて～豚肉と野菜のポトフ春の彩り添えて～豚肉と野菜のポトフ

身も心も癒される
滋味あふれる１皿

春の彩り添えて～豚肉と野菜のポトフ春の彩り添えて～豚肉と野菜のポトフ
カジュアル･フレンチレストラン

※ 煮上がった豚肉を冷蔵庫で寝かすと、肉が
締まってカットしやすくなります。

※ 豚肉の旨味を引き出すのがポイント!煮詰
めたスープにコクが足りないと思ったら、
市販のブイヨンの素を加えてみてください。
※ 具材の野菜は旬のものを取り入れて。カブ
や下ゆでした菜の花、タケノコなども美味！
ソーセージを入れればボリュームも満点！

上尾駅

西口

交番

ファミリー
マート

マンション

上
尾
中
央

総
合
病
院

DINING BAR

堂

●住所／上尾市柏座1-10-3-91  
●TEL／637-1902
●営業時間／19:00～3:00
●定休日／不定休

●住所／上尾市本町2-2-8
●TEL／772-0564  ●定休日／水曜日
● 営業時間／11：00～20：30  ●駐車場／有
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宝来

中華料理 宝来
ボリューム・味に大満足

歓送迎会のご予約承ります。味・ボリュームともに
大満足の特選コースをご用意しております。
ご予算は、3,000円より。料理はご相談ください。
飲み放題コース5,000円より。

☆大人気  日替わりランチ …………730円～
　（月・火・木・金曜日のみ）
人気急上昇メニュー
☆豚肉キクラゲ玉子炒め定食 ……780円
宝来不動の人気メニュー（写真・中央下）
☆うま煮そば………………………760円
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6 3月号

日　時： 3月28日㈯～4月5日㈰　場　所：丸山公園と文化センター
イベント：  ［丸山公園］期間中の土日、観光協会推奨土産品販売やJAあだち野

女性部による手作りまんじゅう販売。
  ［文化センター］17時30分から21時まで、ぼんぼり点灯とライトアップ。
問合せ：上尾市観光協会 TEL.775-5917

《第二回献血・骨髄バンク登録運動》
　1月21日上尾駅西口ショーサンプラザ前にて第二回『愛の献血・骨髄バ
ンク登録運動』を実施しました。当日は北風の吹く寒い中でしたが、吉原会
長を先頭に木

こぐれ

檜人づくり委員会委員長はじめ各メン
バーの協力により、沢山の市民のご協力を得ること
が出来ました。献血200mlが10名、400mlが38名で合
計48名の方に採血いただきました。また、骨髄バン
ク登録には7名の方にご登録いただきました。ご協力
いただいた市民の皆様に、心より感謝申し上げます。
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ライオンズクラブ（Lions Club）は世界最大の社会奉仕団体です。

上尾ライオンズクラブ 検 索検 索

BigHighFive出店者募集 ※ ご参加の方は詳細をお送りいたしますので
お問い合わせ下さい。

一緒にママのためのイベントを盛り上げてくれるママを募集しております！
出店説明会：2月20日㈮　3月13日㈮　10時から１時間程度
出店ママブース： お教室やサロンを主宰の方や趣味をお持ちの方の出店ブース

です。ワークショップ、エステ・メイクのキレイブース、販売
ブースなど様々な体験が出来ます。

体験ブース： フラダンス、ベビーマッサージ、おひるねアートなどお子さんと一緒に身
体を動かしましょう！

企業ブース：子育てを楽しめるような企業ブースなども出店します。
問合せ：highfi vemom2014@gmail.com

日　時： 3月28日㈯～4月5日㈰　場　所：丸山公園と文化センター
イベント：  ［丸山公園］期間中の土日、観光協会推奨土産品販売やJAあだち野

女性部による手作りまんじゅう販売。
  ［文化センター］17時30分から21時まで、ぼんぼり点灯とライトアップ。
問合せ：上尾市観光協会 TEL.775-5917

男女共同参画フォーラム2015 離婚相談からみる『家族･夫婦と私』

上尾さくらまつり

｢こいのぼり｣ をお譲りください！

　のどかな田園風景を歩きながら市指定文化財、そして見事な桜を堪能する春
を満喫できるコースです。北上尾駅を出発して上尾市の東部地域を巡り、上尾駅
に到着する約10㎞の散策コース。文化センター脇で｢上尾さくらまつり｣も開催中。
ぜひ奮ってご参加ください。
ハイキング名：「春爛漫 見事な桜や市指定文化財をめぐるウォーキング」
日　時： 4月4日㈯ ※9時～11時にJR北上尾駅東口駅前で受付
コース：  JR北上尾駅東口を出発し、上平公園、平塚公園、文化センターを巡り、

JR上尾駅東口へ至る約2時間半のコース。
  北上尾駅（スタート）～氷川神社（上）～龍山院～少林寺～上平公園～

観蔵院～蜜蔵院～氷川神社（平塚）～平塚公園～氷川神社（二ツ宮）～
文化センター～上尾駅

募集人員：約2千人（先着順）
持ち物：昼食（上尾駅周辺の飲食店のご案内もございます）・歩きやすい服装
申 込み：3月13日㈮から4月1日㈬までに電話（03-5719-3777［月～金曜日10時～17時］）
･ホームページ（http://www.jreast.co.jp/hiking/）
 ･ 携帯サイト（http://www.jreast.co.jp/hiking/m/）で ｢JR東日本 駅からハイキ
ング事務局｣へ
※ 申込時にコース番号（05501）、参加者（代表者）の在住都道府県（郵便番号）、参加人数を登録し
てください。≪既に駅からハイキング会員の方は会員番号･照会番号を申告ください≫
※上尾市観光協会では、申込み受付はできません。

　家族問題や夫婦問題の専門家、メディアでもご活躍中の岡野あつこ氏をお迎
えします。24年間で30,000件以上の離婚相談を受けた経験から、｢私らしさ｣の大
切さ、誰もが幸せになる解決法をアドバイスします。
日　時： 3月15日㈰ 午後2時～午後4時［午後1時30分開場］
会　場：さいたま文学館 文学ホール
内　容：講演会｢離婚相談からみる　家族・夫婦とわたし｣
講　師：NPO法人家族問題相談連盟 理事長 岡野あつこ 氏
定　員：200名（先着順）※入場無料・申込み不要
保育室：概ね2歳以上の未就学児（8名）をお預かりします。
　　　※保育を希望される方は3/6迄にお申込みください。
問合せ：桶川市人権･男女共同参画課　TEL.786-3211

　上尾市観光協会では、5月5日（火･祝）の｢こどもの日｣に合わせて、上平公園と
上尾丸山公園にこいのぼりを掲揚しています。こいのぼりは市民の皆さんの寄
贈によるものです。４メートル以上の不用になったこいのぼりがありましたら
お譲りください。
受付場所：上尾市観光協会［上尾市谷津2-1-50 プラザ22内］
問合せ：上尾市観光協会（TEL.775-5917 FAX.775-5024）

♯

日本フィルハーモニー交響楽団 第88回さいたま定期演奏会
日本フィルSONIC-CITY 2015シリーズ

日 時： 3月27日㈮ 19時開演
会 場：大宮ソニックシティ　大ホール
出 演：指　揮／梅田 俊明　
 ヴァイオリン／川井 郁子 
曲 目：川井郁子によるヴァイオリン名曲集、
 モンティ／チャールダーシュ ほか
 チャイコフスキー／バレエ音楽≪白鳥の湖≫より抜粋 ほか
料 金：S席¥5,500円、A席¥4,500円、B席¥3,500円、Ys席¥2,000円
 ※  Ys席は19歳以下の方、A席またはB席からお選びいただけます。
 ※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

お申込み・お問い合わせ：ソニックシティホール（(公財)埼玉県産業文化センター内）
　TEL.048-647-7722（9～18時 日曜･祝日を除く）  http://www.sonic-city.or.jp/

金曜日の夜は大宮ソニックシティで
クラシックコンサート！

 ※ ｢あぴお｣ ご覧のお客様は定価の10%引きとなります。
Ｓ席:￥4,950　Ａ席:￥4,050　Ｂ席:￥3,150　Ｙｓ席:￥2,000(＊割引なし)
あぴお読者特別料金

駅からハイキング北上尾駅

好評発売中！



上尾伊奈斎場つつじ苑

上尾市・伊奈町の皆様へ

県央みずほ斎場での

桶川市の皆様へ

■国民健康保険加入者の市町村別補助金一覧表

上尾市/ 桶川市/ 蓮田市/鴻巣市 /北本市/ 伊奈町

一律  50,000円

上尾伊奈斎場つつじ苑
第 1 式 場 1室（060席） 60,000円
第 2 式 場 1室（080席） 75,000円
第 3 式 場 1室（150席） 105,000円

県央みずほ斎場
第 1 式 場 1室（120席） 105,000円
第 2 式 場 1室（080席） 84,000円

式場使用料
※「お火葬式」（ご遺族様数名での施行及び料理、返礼品等のご注文のない式）での施行利用につきましては対象外となります。　※1施行につき費用負担は5万円を限度額とさせていただきます。

￥50,000をさがみ典礼がご負担いたします。

さがみ典礼オリジナル

におまかせください。

いつでもどこでも

おまかせください

いつでもどこでも

おまかせください

365日
24時間

ご葬儀前相談
無料見積り

におまかせください。
安心システム

葬儀新時代宣言Ⓡ

サービス
満足

料金
明確

さがみ典礼3つの宣言
施設
充実

さがみ典礼ご葬儀も、安心のさがみ典礼にお任せ下さい‼
市民葬対応「上尾伊奈斎場つつじ苑・県央みずほ斎場」登録葬儀社

0円
0円

にお任せ下さい‼

国民健康保険加入者の市町村別補助金一覧表

上尾市/ 桶川市/ 蓮田市/鴻巣市 /北本市/ 伊奈町

ユニットバスユニットバス

親族控室(和室)親族控室(和室) 親族控室(洋室)親族控室(洋室)

上尾葬斎センター　外観上尾葬斎センター　外観

時間にとらわれない
本当のお別れができる
上尾葬斎センターでは
故人様を大切にご安置させて頂く安置室や
ご宿泊が可能な控え室の完備
大型駐車場など様々な施設を
完備しております。
ご会葬は、ご安心しておこし下さい。
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｢上尾駅前市民塾｣ の第1期が始まります！

文化観光ウォーキング参加者募集・会員募集！

第15回 １日ユニバーサルカフェ第15回 １日ユニバーサルカフェ
one day

　市民活動団体が活動体験の中から様々な情報を発信する｢上尾駅前市民塾｣
の第1期（5月～7月）の受講者を募集します。
日　時：5月9日㈯ ～7月4日㈯  ※内容は下記参照
会　場：上尾市市民活動支援センター会議室　対　象：上尾市内在住か在勤
定　員：各講座25名（申し込み多数の場合は抽選）　参加費：無料
申込み： 住所、氏名、年齢、電話番号、受講希望講座名、市民塾をどこで知っ

たかを直接または電話、FAX、メールで3月31日㈫迄に下記宛へ
問合せ： 上尾市市民活動支援センター（上尾市柏座1-1-15プラザ館3階）
　　　　TEL.778-1810 FAX.778-1820 メールs53500@city.ageo.lg.jp
 

 手軽に健康つくりや現地ガイドの案内のミニ観光を兼ねた｢ウォーキング会｣に参
加しませんか。ウォーキングを楽しむ地域を超えた仲間つくりを目指しています。
会の名称：べに花健歩会
入会特典： ①地域を超えた仲間つくりができる。②その都度申込みの参加費

（@500円×8回=4,000円）が半額の年会費（2,000円）で済みます。
③年間8回開催（予定）のウォーキング参加案内書をその都度、お渡
しもしくは送付させていただきます。④ドア～ドアの傷害保険に加
入しますので、安心です。

年会費：個人（1名）…￥2,000、家族（2名）…￥3,000、家族（3名）…￥4,000
問合せ･申込み：べに花健歩会 井原　E-mail : ihayoshi10@tcat.ne.jp
　　　　　　　TEL.090-9812-9801［平日15～18時、土日祝9時～18時］
≪27年度の開催予定≫

　だれもがその人らしく・ほっとする場所づくりを目指しています。 
日　時： 3月8日㈰ 10時30分～15時30分 ※入場無料〈材料費100円〉
場　所： 上尾市市民活動支援センター
内　容：  お喋りしながらコーヒー・紅茶でホッとひと息。折り紙や情報コーナー

もあります。［13時30分～14時30分を除く］
 紙芝居｢やぎさん一座｣の公演とお話［13時30分～14時30分］
問合せ： ユニバーサルカフェ･プロジェクトチーム 陣ノ内 TEL.726-6431

1
2
3
4
5
6
7
8

　 4月 4日 (土)
　 5月 24日 (日)
　 6月 27日 (土)
　 8月 1日 (土)
　 9月 13日 (日)
 10月 17日 (土)
 11月 15日 (日)
　 1月 　9日(土)

｢春の古都･鎌倉路散策｣
｢芸術浪漫の大塚と目白台ウォーク｣
｢武蔵一宮氷川神社と大宮盆栽村散策｣
｢湯の丸高原(池の平)と海野宿バスウォーク｣
｢秩父札所・江戸巡礼古道｣
｢日光街道21次④(越谷宿～粕壁宿)｣
｢世良田東照宮＆史跡金山城バスウォーク｣
｢新春の羽田七福稲荷と国際線ターミナル見学｣

※時間はいずれも午後2時から4時30分

期　日 講座名 講　師

①5月9日㈯ 自然保護ボランティアこの指とまれ！
～荒川の保全活動がもたらす出会い･発見･感動～

菅間宏子さん
(NPO法人荒川の自然を守る会)

②6月6日㈯ からだのメンテナンスは食事から
～食生活改善は健康への近道～

深山礼子さん他
(上尾市食生活改善推進員協議会)

③7月4日㈯ まちを元気に！手作り紙芝居
～座長が語る｢作って、演じて、楽しんで｣ ～

八木実さん
(紙芝居 やぎさん一座)

　会員の皆様に支えられ、上尾群馬県人会も10周年を迎えることが出来ました。
つきましては、ご案内が1か月ほど早いのですが、総会及び懇親会を下記のよう
に設定しましたのでお知らせいたします。
日　時：4月25日㈯ 15時30分から　
場　所：［総　会］ 上尾市文化センター
  306会議室（15時30分から）
 ［懇親会］ 上尾市文化センター 
  １階｢花小紋｣（17時から）
　なお、群馬県にゆかりのある方、群馬県がお好きな
方ならどなたでも入会できます。（年会費1,000円）
問合せ･申込み： 上尾群馬県人会  会長 川島
  TEL.726-0448 ▲上尾群馬県人会旗

『本当に売れる“サイズ”ですか？』
日経BPヒット総合研究所　上席研究員　渡辺 和博 

「このデザインのまま、もう少し小さいと売れるんだけど」。先日、あるセレクト
ショップのバイヤーさんと地域発ヒット商品の開発現場を見たときに、バイヤーさ
んがこんなことを言っていました。「小さきものは、皆うつくし」。清少納言は『枕
草子』の中にそう書いています。この感覚は現代でも十分通用するだけでなく、さ
らに加速しているといえるでしょう。
　ところが、地域発で開発された商品は、工芸品に限らず食品でも「サイズ」が
大きすぎる傾向があります。伝統的な工芸品では「昔ながらのサイズ」で大きくつ
くる感覚があり、なかなかそこから抜け出せないのです。招き猫やだるまなどがそ
の例です。食品でも、ご当地ものは一袋当たりの内容量が多過ぎたりします。
　小さいもの、少ない単位のものが求められるのは、生活スタイルの変化が背後
にあります。例えば、昭和30～40年代にかけて、日本の１世帯あたりの人数は、６
人以上が最も多かったのです。これが、どんどん減少して昭和50年代では４人家
族が多くなり、現在は１人世帯や２人世帯が多くなりました。全世帯の平均は今や
２・４人程度です。今年は国勢調査がありますが、この減少傾向はまだまだ続くと
考えられます。
　これにより、消費の小口化という現象が起きていますが、それだけはありませ
ん。流通網の進化により、少ない量の食品や日用品がどんどん届けられては消費さ
れる時代になりました。家庭で食品や薬などのストックを多く持つスタイルは少な
くなっています。また、現代の消費者は、無駄なものは買いたくない、品物選びで
失敗したくないという感覚がとても強くなっています。特に若い世代ほどこの傾向
が強いです。これも消費の小口化を促す要因になっています。
　最近のブランド米ブームを受けて、とある地方の木工会社に高級素材でデザイ
ンの良い米櫃（こめびつ）の開発を提案したときに、その地域では、米は30㎏単
位で買うものと聞いて驚きました。都市部では２㎏単位が普通で、５㎏でも多いと
いう感覚だからです。
「大きいことが良いこと」だったのは、高度成長時代の名残にすぎません。ヒット
商品が、小さくてかわいらしいものを好む女性市場を起点に多く生まれているこ
と、そして消費の小口化という時代の変化を踏まえて、開発中の商品があるなら思
い切ってサイズを小さくしてみることを考えてはいかがでしょうか。

上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
テキスト ボックス
※このコーナーに掲載中の『トレンド通信』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。

上尾商工会議所
スタンプ
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上尾市上1212

月曜日（祭日の場合は翌日）

5台

http://souen.jimdo.com/

上尾市栄町5-30

月曜（祝日の場合は翌日）

6台

048-774-6846

上尾市宮本町14-16

11:30～14:30／17:30～23:30

水曜日

2台

048-772－4996

https://www.facebook.com/houshun.ageo

昼11:00～14:00
平日夜18:00～21:00  土日祭夜17:00～21:00

火～土…11：30～翌3：00
日・祝日…11：30～24：00

住

住

住
時

時

時
休

休

休

駐

駐

駐
問

問

問

おすすめの
ラーメン特集
春の訪れをふと感じる3月ですが
まだまだ寒い！こんな時こそ
あったか～いラーメンですよね！
上尾の美味しいラーメン店をお探しの

あなたへとっておきの
ラーメン屋さんをご紹介！
お気に入りの１杯を探して
食べ歩きもいいかも！

　一人で営業している小さ
なお店です。2014年版の
ラーメンウォーカー埼玉で
「新店部門第２位」を頂きま
した。登場以来好評を博し
ている限定販売の「揚げね
ぎと煮干のらぁめん」をは
じめ、生にんにくを使用し
た「ちょい辛！にんにくらぁ
めん」「汁なし坦々麺」、絶
品の「味付け玉子」など「想
縁」でしか食べられない”個
性的ならぁめん”ばかりで
す。是非一度「らぁめん　想
縁」にご来店下さい。

　野菜から調味料までほ
ぼ国産を厳選し、タレな
ども手作りをするこだわ
りの店。モミジ、ゲンコ
ツ、日高昆布などを使用
し、澄んでいるがコクの
ある淡麗系スープで、職
人の技が冴えわたった至
極の一杯！
　らーめんだけでなく、
他のメニューも野菜の鮮
度・味・質・量にこだわっ
て作ってありオススメ！

　中でも、もちもちの皮に
旨みの詰まった餃子が一押
し！！大人気の餃子もぜひ
お召し上がりください。

極細面の「九州とんこつラーメン」（メロディーらーめん）は豚骨を強火で
長時間煮込み、濃厚でくさみがなくクリーミーな味わいのラーメンです。
あっさりスープの「東京とんこつラーメン」（たまご麺使用）もあります。
京都九条ネギをふんだんに使用しています。
●メロディーらーめん  800円
　 （スープが無くなる場合がありますのでご了承
ください）
●東京とんこつらーめん  750円
大宮駅東口にも「大宮店」を出店しています。
さいたま市大宮区仲町2-56ピュアビル1F

TEL.048-641-1610

●旭川ラーメン
　 醤油ラーメン。加水率の低い縮れ麺に、豚骨
と海産物（鯵の煮干し等）で取るスープが特
徴。魚介が加わる事により後味がサッパリしている。
●札幌ラーメン
　 味噌ラーメン発祥の地。中華鍋でスープと共に炒めた野菜を、
麺を入れた丼にかけて仕上げるのが特徴。中太の縮れ麺でラー
ドを使う為コッテリとパンチがある。
●函館ラーメン
　 塩ラーメン。透明で澄んだスープと縮れの少ない麺が特徴。北
海道ラーメンは、寒さ対策のため脂多めのコッテリが多いが、
函館はスッキリしたラーメンが主流。
●米沢ラーメン
　 醤油ラーメン。加水の多い細麺の手もみの縮れ麺。スープはスッ
キリしていて縮れ麺によく絡みバランスが良いラーメン。
●喜多方ラーメン
　 醤油ラーメン。平打ち太めで縮れのあるモチモチとした多加水
麺。スープは豚骨、鶏がら、煮干し等を使ったあっさり味。老
舗店は早朝から営業する習慣がある。
●白河ラーメン
　 醤油ラーメン。多加水の幅広縮れ麺が最大の特徴。豚骨、鶏が
ら主体で海産物はあまり使われないスッキリスープ。喜多方に
比べて醤油が濃いめ。
●佐野ラーメン
　 醤油ラーメン。平打ち形状の多加水麺でワンタンに近い食感の
店もある。スープは喜多方以上にアッサリ澄んでいる。
●東京ラーメン
　 醤油ラーメン。現在の東京ラーメンを一言で表す言葉は無い。
いわゆる｢昔ながらの東京ラーメン｣は豚骨や鶏がらの澄んだ
スープに和風だしを加え、縮れ麺を入れた物。
●高山ラーメン
　 醤油ラーメン。鰹だし等の和風スープに直接醤油を入れて味を
付けたスープ。濃い色の割にまろやかな味。飛騨高山で“そば”
と言えば中華そばをさす。
●横浜ラーメン
　 豚骨醤油ラーメン。豚骨を中心に野菜や果物を加えて強く炊き
出したスープに醤油、鶏油を加えた濃厚コッテリ味。
●京都ラーメン
　 醤油ラーメン。スープは大きく三系統に分けられる。①豚ベー
ススープに濃口醤油②鶏ベースに野菜等を加えドロドロに煮込
んだスープ③鶏がらスープに大量の豚背脂を加えた物。
●和歌山ラーメン
　 醤油ラーメン。やや細めのストレート麺。スープは大きく二系
統で①澄んだ醤油スープ②グラグラ煮出したとんこつ醤油。
●尾道ラーメン
　 醤油ラーメン。中細ストレートの少加水麺。濃い醤油色の澄ん
だスープが主流で背脂のミンチが入っている。スープは鶏がら
メインで小魚等の海産物を使う店も多い。
●徳島ラーメン
　 醤油ラーメン。スープは三系統ある①さらりとして甘みのある
豚骨スープ②①に濃口醤油たれを加えた物③全国的に見られる
澄んだ中華そば。
●博多ラーメン
　 豚骨ラーメン。低加水の細麺。強火で豚骨を煮立てて、髄のエキ
スを絞り出したコッテリスープ。鶏や海産物はほぼ全く使わない。
●熊本ラーメン
　 豚骨ラーメン。博多に比べ太い麺。豚骨に鶏がらを加えてコク
があるがマイルドなスープ。マー油やニンニクチップなど大蒜
を加工した物で風味づけするのが特徴。
●鹿児島ラーメン
　 豚骨ラーメン。豚骨に鶏がらを加えた半濁スープ。九州の他県
に比べ脂っこさも少ない。

鳳春（ほうしゅん）

とんこつラーメン メロディー

桶川駅
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新つけ麺ゆずの香り

揚げねぎと煮干のらぁめん

にんにくらぁめん

▲とんこつラーメン
メロディー大宮店

▲メロディーラーメン

とんこつラーメンメロディー上尾店

あぴお特典・読者限定サービス
餃子1皿無料（1人1回のみ） 有効期限：4月末日

徴。魚介が加わる事により後味がサッパリしている。



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

上尾商工会議所
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掛金は
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控除

申込・問合せ…上尾商工会議所 TEL.048-773-3111 小規模企業共済

9 3月号

　2月14日デンソーエアリービーズに勝利し、レギュラーラウンド6位以内が確定し
たためファイナル6進出が決定しました。ファイナルステージは6チーム総当りで戦
い、上位3チームがファイナル3へ進みます。
　ファイナル目指し熱戦を繰り広げている選手た
ちに熱い応援をお願いします！！
　またファイナル6に進出したことで2015/16
シーズンもV・プレミアリーグで戦うことも決定
いたしました。

「レギュラーシーズンはあともう一歩とい
うところで勝つことができない試合が多
くあったと思うので、ファイナル6では
厳しい試合を勝ちに繋げられるように、
より一層チーム一丸となり戦い勝利し
ていきたいです!! 個人としては、どこの
チームにも負けないくらいの粘りのある
守備をして、勝利に貢献出来るように頑
張ります。応援よろしくお願いします。」

（2月15日現在）
順位 チーム 試合数 ポイント 勝 負 勝率 得セット 失セット セット率
1 久光製薬 19 43 16 3 0.84 51 25 2.04
2 ＮＥＣ 19 36 12 7 0.63 43 29 1.48
3 岡 山 19 33 11 8 0.58 39 30 1.30
4 上 尾 19 33 11 8 0.58 40 32 1.25
5 東 レ 19 28 9 10 0.47 37 37 1.00
6 日立 19 19 6 13 0.32 29 47 0.62
7 トヨタ車体 19 19 6 13 0.32 27 46 0.59
8 デンソー 19 17 5 14 0.26 25 45 0.56

山岸選手コメント

＊試合結果報告
1/24 神奈川大会 vs NECレッドロケッツ 3-2（25-22 25-23 24-26 19-25 15-10）
1/25 神奈川大会 vs デンソーエアリービーズ 3-0（25-21 25-23 25-16）
1/31 富山大会 vs 東レアローズ 1-3（25-17 22-25 17-25 20-25）
2/ 1 富山大会 vs NECレッドロケッツ 3-0（25-22 25-21 25-21）
2/ 7 岐阜大会 vs トヨタ車体クインシーズ 3-0（25-21 26-24 25-19）
2/ 8 岐阜大会 vs 岡山シーガルス  0-3（15-25 20-25 19-25）
2/14 兵庫大会 vs デンソーエアリービーズ 3-1（25-17 25-22 27-29 25-16）
2/15 兵庫大会 vs 日立リヴァーレ 3-1（25-23 29-27 14-25 25-23）

-3（25-17 22-25 17-25 20-25）

-2（25-22 25-23 24-26 19-25 15-10）-2（25-22 25-23 24-26 19-25 15-10）
-0（25-21 25-23 25-16）-0（25-21 25-23 25-16）-0（25-21 25-23 25-16）

試合情報　＝ 彼女達の闘いをぜひ体育館で観戦し、熱い声援を送ろう！ ＝
【V・ファイナルステージ（ファイナル６）】 
 2/28  大　阪 vs 未定 大阪市中央体育館
 3/ 7 京　都 vs 未定 ハンナリーズアリーナ
 3/ 8 京　都 vs 未定 ハンナリーズアリーナ
 3/14  東　京 vs 未定 大田区総合体育館
 3/15  東　京 vs 未定 大田区総合体育館
 3/21  鹿児島 vs 未定 鹿児島アリーナ
 3/22  鹿児島 vs 未定 鹿児島アリーナ
【V・ファイナル３（セミファイナル）】 
 3/28  仙　台 vs 未定 ゼビオアリーナ仙台
【V・ファイナル（優勝決定戦）】 
 4/ 4 東　京 vs 未定 東京体育館
※ チケット料金など詳しくはＶリーグホームページ（http://www.vleague.or.jp/）をご覧ください。

【2014/15 V・プレミアリーグ　大会方式・順位決定方式のおさらい】 
■ 大会方式
（１） 男女とも8チームによる3回戦総当たり方式による

レギュラーラウンドを行う。
（２） レギュラーラウンド上位6チームがファイナル６に

進出する。残りの下位2チームの最終順位は確定
し、V・チャレンジマッチ（入れ替え戦）に出場する。

（３） ファイナル６は6チームによる1回戦総当たり方式
で行い、ファイナル６最上位のチームが優勝決定戦
に進出し、2位チームと3位チームがセミファイナル

に進出する。ファイナル６　4位～6位のチームの
最終順位が確定する。

（４） セミファイナルはファイナル６　2位チームと3位
チームによる1回戦で行い、勝者が優勝決定戦に進
出する。敗者は最終順位が3位に確定する。

（５） 優勝決定戦はファイナル６　1位チームとセミファ
イナル勝者による1回戦で行い、勝ったチームが優
勝、敗れたチームが準優勝となる。

-1（25-17 25-22 27-29 25-16）

2014/15
ファイナル６進出決定！！

　企業が行う会議を大きく分けると、関係者を集めて社内外の情報を伝える「情報
伝達会議」と、何らかの問題に対して対策や解決案などの意見を出し合う「問題解
決会議」の二つに分類できます。
　どちらの会議にしても、会社の将来を大きく左右することにつながっていく、非常
に重要な場です。そんな会議に、経営陣や諸先輩に交ざり参加する若手社員は、相当
緊張することでしょう。しかし、たとえ緊張して不慣れであっても、きちんとマナー
を守って積極的に参加する姿勢があれば、周囲は好感を抱くものです。いずれ会社を
背負って立つ若手社員に当事者意識を持って会議に参加してもらうためにも、会議
に関するマナーを習得してもらいましょう。
　まずは、会議の準備に積極的に関わってもらうことから始めます。テーブルやイス
の設置、室温や清掃状況のチェックといった会場の準備と合わせて、資料のコピーや
配布などを行ってもらいますが、このとき、ただ漫然とではなく、資料の中身を確認
してもらうようにしましょう。若手社員は、これから開かれる会議の目的や今までの
経緯なども把握し、自分の意見も準備しておきます。分からない部分があれば、事前
に過去の議事録や資料を調べるなり、上司や先輩に聞くといった心構えも大切です。
また、若手社員なりに提供できる情報や資料なども準備しておきましょう。
　続いて、いよいよ会議への参加です。当然ながら遅刻は厳禁。会場には早めに入
り、参加者用のお茶の用意などもしつつ、開始５分前には着席しておきます。
　会議が始まったら、若手社員に求められるのは「聞く姿勢」です。進行役や発言者の
声に耳を傾け、要点はメモを取ります。これだけでも、周囲には積極性や熱心さが伝わ
りますし、自分の考えをまとめる際にも大きく役立ちます。また、どんなに準備をしても、
分からないことが出てきてしまうのは若手社員なら仕方のないことですが、それをその
ままにせず、きちんとメモを取り、会議後に上司や先輩に確認をするようにします。
「発言をしないのは、いないのと同じ」ともいわれます。確かに、会議に参加して一
言も発しないのは、若手社員としても避けたいところです。しかし、他の社員が話し
ている最中に、それをさえぎって発言をするのはマナー違反。発言や質問は、進行役
に促されてから、がマナーです。「積極的な発言」との違いを、若手社員には理解し
てもらいたいところです。
　また、発言に個人的な感情を持ち込まないことも、守るべきマナーです。会議は、
あくまでもより良い結論を導くための意見交換の場。反対意見が出るのは当然と考
え、そこに個人的な感情は出さないよう心掛けなくてはいけません。

人財育成コンサルタント　美月 あきこ

｢会議への参加と準備のマナー｣

　鹿児島を愛する方はどなたでもご参加ください。“ツケアゲ”肴に“焼酎”呑ん
で、カタイモンソ！
日　時：4月19日㈰ 12時～15時［受付11時30分～］　
会　場：東武バンケットホール上尾（アリコベールサロン館 ４Ｆ）
 上尾駅東口左手 徒歩１分　TEL.775-8111
会　費：男性7,000円、女性6,000円
問合せ： 上尾鹿児島県人会 佐枝（TEL.090-4203-4671）、寺町（TEL.090-1537-4102）

上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
テキスト ボックス
※このコーナーに掲載中の『知って得するビジネスマナー』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。

上尾商工会議所
スタンプ



0120-33-7475プラザオオノ
フリーダイヤル

「もしもの時に…」まず、ご連絡ください。 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。

365 日
24時間
受　付

プラザオオノ桶川店  桶川市若宮1-1-19プラザオオノ上尾店  上尾市緑丘2-5-2 プラザオオノ北本店  北本市山中1-115

充実のサービス内容

例）会葬者50名の葬儀費用

●会館・祭壇使用料は無料です ●返礼品は 2割引きです
●病院まで寝台車でお迎えにまいります ●大型駐車場完備
●駅まで無料送迎車があります ●会館には宿泊施設完備です
●朝食・天然温泉無料サービス ●当社での霊安室は無料です
　（天然温泉は北本店のみ）
●手続き代行いたします
　（死亡診断書・役所への届出・火葬許可証の発行など） 

式場使用料　￥0です　祭壇使用料 ￥0です
香典返し 20%offです

式場使用料　￥00です　祭壇使用料 ￥00です
香典返し 20%offです

自社式場だからできる自社式場だからできる

少人数向けの 心あたたまるお葬式
式場は少人数向け、いつまでも心に残るような良いお葬式をあげることができます。親族控え室は、まるで家族と一緒に自宅で過ごしているかの
ようなお部屋です。ロビーでゆったりと待つこともでき、会食所は会葬にいらしてくださった方 と々ゆっくりと故人の思い出を語りあうことができます。

プラザオオノの新しい提案

　

地域の皆さまに、感謝の気持ちで心優しいサービスを

●必要経費 …………………… 280,000円［+税］
●霊柩車 ……………………………30,000円［+税］
●お料理（2日間）通夜・火葬場・本膳 … 185,000円［+税］
●お飲物（2日間）通夜・火葬場・本膳 ……30,000円［+税］
●返礼品 ………………………… 120,000円［+税］
●その他諸道具・費用 …………70,000円［+税］
総額…………………715,000円［+税］

返礼品は3,000円の商品を2割引

3つの地域密着型メモリアルホール

レディース
プラン
レディース
プラン

女性らしい
美しい姿で
最後の旅立ちを
華麗に飾ります。

上尾市本町在住
介護士/フランス語講師
フランス・ローヌ県

リヨン市出身

メイ・アリンさん（27）

　リヨン市は人口49万人ほどのフラン
ス第２の都市です。フランスの南東部
にあり、パリからはＴＧＶ（日本の新幹
線のような鉄道）で２時間ほど。古くか
ら絹織物の産地として知られ、世界遺
産となって話題の富岡製糸場を造ると
きにリヨン出身の技術者が招かれたそ
うなので、不思議な縁を感じています。
　ローヌ川とソーヌ川の合流点に広が
るリヨンの街には、景色が美しい素敵
な場所がたくさんあります。特にソー
ヌ川西側の旧市街には石畳の街並み
が残され、17～18世紀の建物も多く、
リヨン歴史地区として世界文化遺産に
登録されています。リヨンを代表する
観光スポットとして知られるフルヴィ
エールの丘があるのも旧市街です。ふ
もとにはサン・ジャン大教会があり、
丘の上にはフランス最大の野外ローマ
劇場もあります。ケーブルカーで丘の
上に登れば旧市街の街並みが一望で
きますし、イタリアとの国境にそびえ
るヨーロッパアルプス最高峰のモンブ
ラン（フランス語で白い山の意味）も見
えます。
　旧市街の北方にあるテットドール
公園もおすすめです。120ヘクタール
もある広い園内には無料の動物園が

あったり、サイクリングができたりし
て子供の頃からよく遊びに行きまし
た。結婚式の後に家族で記念写真を
撮った思い出の場所でもあります。ま
た、リヨンは美食の都としても知られ
ていますので、もしリヨンに行かれる
事があったら、街角のカフェやレスト
ランで郷土料理を食べていただきた
いと思います。
　結婚を期に来日しましたが、上尾に
住んで外国人に対するサービスや交
流の場が多いことに助けられました。
すぐに外国人の友達ができましたし、
国際交流協会の日本語教室などで言
葉を覚えてからは子供のママ友とも
仲良くなることができました。フラン
スでは看護師の仕事をしていたので、
今は日本語能力試験１級にパスして
国家試験を受けるのが目標です。早く
フランスでのキャリアを活かせる日が
来てほしいと思います。
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月
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いい人。と断らない人。

を混同することがあるが

本当にいい人ならば、
相手と自分のよりよい未来を想像し

場合によっては、
しっかりと断ることが大事である

良い断り方を身に付けていきたいものだ。

　  　　　　　　　　　　書道家　武田 双雲

「良断」
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▼ リヨンの風景。12月
の光の祭典「ルミエー
ル」では家々の窓辺に
キャンドルが灯るそう

▼

東側のビジネス街
のランドマーク、クレ
ディリヨネタワー

身近で国際交流
できますよ！
上尾市国際交流協会(AGA)
★http://aga-world.com/
AGAが主催するワールドフェアは
文化センター駐車場のフードブー
スでご存知の方も多いのでは？　
会員でなくても参加できる交流イ
ベントがあります。

● タイトル／埼玉化する日本
● 著者／中沢　明子
●発行所／イースト・プレス
●価 格／861円(税別）

10 3月号

嶋村　輝流
野村　美羽
菊地　史倭
眞田　唯花
二俣　美月
坂本　舜平
三船　萌衣
梅木翔太郎
山本　陽介

山岸依千夏
谷島　健太
志村　祐斗
馬渕　　倖
羽田　恭亮
辺見　なお
吉葉　瑚白
佐々木　徠
関谷　優希

小柳莉紗子
藤沼　知里
山崎　勇輝
前田百合子
中島　梨絵
伊藤なぎさ
江川　大翔
石川　遼哉

髙野　友見
花原　里樹
高橋　朋花
桒原　久実

笠原　菜月
眞田　桃花
佐竹みのり
稲葉　彩乃

高森　美優
畠山明佳里
藤村　美樹

1　級

2　級

3　級

合格おめでとう！第203回珠算検定合格者（2/8実施）

お近くの珠算教室をご紹介致します。

●上尾珠算連盟 TEL.048-773-3111
お問い合わせ先

倉持　莉奈
菅野　杏海
高橋　航来
菅原　政子
清水涼太郎

相田　夢月
南雲久良来
鶴田　琴美
岩渕　沙嵐

長沼　裕生
渡辺なつみ
元吉航一郎
岩崎　萌花

上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
テキスト ボックス
※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。
ご了承ください。

上尾商工会議所
スタンプ



TOYO-ROLEX 月々33,3,300,0, 0000円円習い放習い放題‼月々3,000円習い放題‼
（
税
別
）

（
税
別
）

上尾市柏座2-2-20 藤栄ビル1-A
上尾駅西口徒歩5分　日・祝定休
営業時間 ： 10:30～20:00

エエエエエエエーーーコココココココレレレレレレククククククトトトトトエーコレクト
パソコンスクール

パソコンが全く初めての方の為に、基礎コースをご用意しております。
ビデオ学習は一切行っておらず少人数制なので、インストラクターが
一人一人丁寧にお教えします！分からない所は繰り返し学べます。

お得な無料
キャンペーン
実施中！！

業務内容／注文住宅  太陽光発電システム  増改築  リフォーム　　      http://www.clala.co.jp

健やかに
和やかに
楽しく暮らす

健やかに
和やかに
楽しく暮らす

桶川市  S様邸桶川市  S様邸

自然素材を生かした家造り

小
さ
な
工
事
で
も

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

木の家は香りと温もりに癒される空間
家族にとっていちばんの住まいにするために
とことんお客様と会話して造ります。

木の家は香りと温もりに癒される空間
家族にとっていちばんの住まいにするために
とことんお客様と会話して造ります。

当社

セキ薬品

自 然 素 材 と 手 づ く り の 上 質 な 家 づ く り

●木曜定休　●〒362-0072  埼玉県上尾市中妻1丁目15-21

フレッシュあげおの会社訪問
フラワーバトンスクール

　エフ・コーポレーションは会社設立後、1989年
（平成元年）に本社ビルを竣工。現在、２階に事務
所、１階と３階にレッスン用のスタジオを開設し、
テレビ埼玉ミュージック公認のフラワーバトンス
クール、ミュージカルスクールのほか、各種カル
チャースクールの運営も手がけています。代表取
締役・半田千賀子さんにお話をうかがいました。
安野　印象的な外観で、子どもたちがレッスンに
通うのが楽しくなるような建物ですね。
半田　フラワーバトンスクールは現在、約50教室
開催しており、生徒数は600人に及びます。また、
幼稚園のホールや公共施設を活用した課外指導も
県内約80カ所で行なっています。
安野　スクールを運営するうえで、一番大切にさ
れていることはなんですか？
半田　フラワーバトンスクールは、幼稚園児から
小学生までが主体ですが、中学・高校等の部活で
全国大会を目指す人、指導員を目指す人など、ス
テップアップのためにずっと通い続けている人も
たくさんいます。子どもたちはバトンやダンスの
技能に加えてマナーも自然と身につけ、発表会や
イベント出演などを経験することで、人間的にも
大きく成長していきます。リズム感、バランス感
覚といった身体能力だけでなく、心を育み、笑顔
を輝かせることが一番! １人ひとりの笑顔が共鳴
して、子どもたちも保護者も指導員も、みんなの
心が１つになり、笑顔がより一層輝きを増すこと
が私たちの願いであり、大きな励みです。

安野　カルチャースクールも運営されていますね。
半田　本社ビルが竣工した翌年、空き時間の有効活
用として、教室・講座の開講希望者へ貸出提供を始
めたのが最初です。開講にあたっては事前に面談し、
講座内容や講師の人格まできちんと審査します。フ
ラメンコやフラダンス、バレエなどのダンス・スポーツ
系から、ボーカル教室、書道教室などの文科系まで、
さまざまな教室が開講されており、幅広い年齢層の
人が集い和む“地域交流の場”となっています。
安野　今後の抱負をお聞かせください。
半田　学生時代からバトン指導に取り組み、仲間
たちが増え、「低料金で活動できるスペースを」と
いう地域の要望に応えて、エフ・コーポレーショ
ンは誕生しました。予防医学の観点から、地元の
医療機関にもご提言をいただきながら、高齢者向
け「ソフト・ストレッチ教室」を企画検討中です。
これからも地域に貢献し、子どもたちの成長と健
康寿命の維持・延長につながれば幸いです。
　エフ・コーポレーションを事務局に、テレビ埼
玉ミュージックアカデミー主催の合同発表会を季
節ごとに開催しています。５月17日（日）、さいた
ま市民会館おおみや大ホールで開催される｢スプ
リング・ステージ2015」の出演団体募集も始まり、
レッスン生たちも本番の舞台成功を目標に、一生
懸命練習しています。どうぞ、ご期待ください！

▲昨年12月23日、さいたま市民会館おおみやで開催されたフラワーバトン
スクール・クリスマス公演の舞台写真。小さな子どもたちも堂々と演技。
ページェントチームはミュージカル仕立ての演技を披露しました

▲子どもたちのレッスン風景(左・スタジオＦ、右・上尾市民体育館)

▲指導員のみなさんも、新しい振り付けや演技の研さんに励みます

▲上尾駅西口から川越方面へ向かうバス通りに
面して建つ、エフ・コーポレーション本社ビル

▲代表取締役･半田千賀子さんとフレッシュあげお･安野恵美さん

■テレビ埼玉ミュージック公認 フラワーバトンスクール
　エフ・コーポレーション有限会社
　本社・スタジオＦ／上尾市川1-17-12
 TEL.048-781-9555　FAX.048-781-9045
 ★電話受付：９時～17時　http://www.f-smile.jp
■聞き手／ ｢上尾商工会議所青年部 2014フレッシュあげお｣
  安野 恵美さん

Ｆ-smile！
子どもたちの心を育み
笑顔を輝かせて27年!
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埼玉支社大宮営業所上尾分室　〒362-0017 上尾市二ツ宮 750 上尾商工会議所会館　TEL.048-773-7448

3月号12

● 4日㈬ 午後1時30分～4時30分
　弁護士  福地 輝久　　　
　※ 事業上の契約トラブル、消費者金融など金銭貸
借の諸問題、交通事故・離婚など人的トラブル、
相続・遺言等

　※ 電話予約にて申込み。当日午前9時より受付、
先着9人（1人20分）で連続の相談は不可

●13日㈮ 午後1時～4時
　税理士 武智 絵美　　
　※ 消費税、事業継承、相続、贈与、決算、仕訳、申告等

●政策公庫／  3日㈫・10日㈫ ・ 17日㈫・24日㈫
 31日㈫ ※時間は、午後1時～4時

●20日㈮ 午後1時～4時
　※ 販路拡大、現場改善、パソコン全般、社員教育な
どの経営課題解決に向けて、実務経験豊富な企
業OB専門家が適切にアドバイスします。

●17日㈫ 午後1時30分～3時30分
　社会保険労務士  生方 隆　　
　※ 人事労務管理に関する相談全般、就業規
則、各種手続

金融（政府系金融機関）

企業OBによる 経営よろず相談

税　務

労　務・年　金

法　律

商工会議所の3月無料相談日

ものづくり企業を担う中核人材を育てます！
ものづくり リーダー養成実践セミナー

　ものづくり企業の業務改善を進める中核人材を養成するため、上尾市と上尾商工会
議所の共同主催により、地域中小企業の実情に即した実践的な業務改善のできる企業
OBを講師に「ものづくりリーダー養成実践セミナー」を開講します。
開講期間 平成27年5月～11月 毎月第3水曜日 各月1回2時間　計7回14時間
講義時間 午後6時から午後8時まで（原則として）
講義会場 上尾市プラザ２２会議室（原則として）
受講資格 原則として上尾市内ものづくり企業の役員、幹部社員の方
定　　員 30名（定員になり次第締切）
修 了 証  優良受講者には、上尾市及び上尾商工会議所から修了証を交付します
受 講 料  7,000円（全7回）
共　　催 上尾市　上尾商工会議所
協　　力 上尾ものつくり協同組合　上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル
申込・問合せ：上尾商工会議所　TEL.773-3111　HP…http://www.ageocci.or.jp/ 
＜ものづくり リーダー養成実践セミナーカリキュラム＞

第１回
講座１

第１回
講座２

第２回
講座３

第３回
講座４

第４回
講座５

第５回
講座６

第６回
講座７

第６回
講座８

第７回
講座９

第７回
講座10

日　時：平成２7年5月20日㈬　午後6時～7時
テーマ：ものづくり リーダーに期待すること
講　師：上尾商工会議所 工業振興委員長　　　　　

㈱ノザキ　代表取締役 社長　野崎　実 氏

日　時：平成２7年5月20日（水）　午後7時～8時
テーマ：企業を明るくするリーダーシップ
講　師：販売士1級

（元 商工中金、松屋フーズ）　斉木 兼芳 氏

日　時：平成27年6月17日（水）　午後6時～8時
テーマ：みんなで取り組もう 現場改善
講　師：改善技術インストラクター　　

（元 ブリヂストンサイクル）　 田村 耕一 氏

日　時：平成２7年7月15日（水）　午後6時～8時
テーマ：生産効率を高め 強い現場をつくろう
講　師：TPMコンサルタント　

（元　日産ディーゼル工業）　中川 秀夫 氏

日　時：平成27年8月19日（水）　午後6時～8時
テーマ：中小ものづくり企業の製造責任と不具合対策
講　師：工学院大学非常勤講師　

（元　プレス工業）　 森岡　 孝 氏

日　時：平成27年9月16日（水）　午後6時～8時
テーマ：利益率向上の推進　原価管理
講　師：経営改善アドバイザー　　　

（元　日立金属）　川西　宏次 氏

日　時：平成27年10月21日（水）　午後6時～7時
テーマ：ISOのここが変わる～改正のポイント
講　師：中小企業診断士　

（元　日産ディーゼル工業）　武藤　達雄 氏

日　時：平成27年10月21日（水）　午後7時～8時
テーマ：ものづくり企業での安全衛生管理の進め方
講　師：労働安全コンサルタント　技術士

（元　大日本インキ化学工業）　白岩　信裕 氏

日　時：平成27年11月18日(水)　午後6時～7時
テーマ：部下を持つ人のコミュニケーション力の強化
講　師：コミュニケーショントレーナー　技術士

（元　ＮＴＴ）　中村　紀典 氏

日　時：平成27年11月18日(水)　午後7時～8時
テーマ：強いリーダーシップで企業は繁栄する
講　師：上尾ものつくり協同組合理事長　

スリーケ㈱ 代表取締役　会長   　黒澤　久 氏

　所得税の確定申告期限は３月16日㈪です。まだ、確定申告がお済でない方は、ぜひ
個別相談会をご利用ください。
日　時：3月 9日㈪  9:30～11:30　13:30～15:30
 3月10日㈫  9:30～11:30　13:30～15:30
会　場：上尾商工会議所　3階　大会議室
※ 持参頂くもの… 平成25年決算書・確定申告書控、平成26年決算書・確定申告書、各種

帳簿、各控除証明書、印鑑
問合せ：上尾商工会議所　TEL.773-3111

～確定申告はお済みですか～
青色申告個別相談会をご利用ください

環境変化を勝機にする！“負けない経営”に必要な舵取りの視点
～厳しい環境でも成長・発展していく仕組みとは～

経営安定セミナー

＜講師プロフィール＞昭和31年群馬県出身。1978年明治大学卒業。97年より
人事管理・経営管理等中小企業の管理事業支援を行うかたわら、社員研修・
実務セミナー講師として活躍。主に中小企業における経営手法、財務戦略など
指導実績を積み、総合コンサルティング業務を展開する。

　消費税増税を始めとして、企業経営を取り巻く経営環境の変化は目まぐるしく、中
小企業が更なる苦戦を強いられることは明白です。しかしながら、今一度、経営の原点
に立ち戻り、自社の実態を正しく捉え今後の進むべき方向性を見定めることによって、
この厳しい経営環境を勝機（チャンス）と捉えることが可能となります。本セミナーで
は、厳しい経営環境になっても負けない企業体質の作り方、並びにこれからの経営の
舵取りに必要な視点について解説致します。皆様多数のご参加をお待ちしております。

講　師：㈲マスエージェント　代表取締役  林　忠史  氏

儲ける企業はこうしてつくる『経営者のための』意識変革セミナー　
日　時： 3月20日㈮ 14:00～16:30　場　所：上尾商工会議所 ３階 大会議室
受講料： 会員1,000円　非会員2,000円　定　員：40名（定員になり次第締切）

申込・問合せ：上尾商工会議所　TEL.773-3111

❶経営とは何か　❷経営環境の変化を知る　❸経営者が果すべき経営の仕
事とは　❹儲かる会社と儲からない会社の違いとは　❺儲かる体質を作る基
本的な考え方　❻企業は経営者次第　他

講演内容

上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
テキスト ボックス
(※肖像権の関係で一部の画像を掲載省略させていただきました。)



「ものづくり創造セミナー」

彩の国ビジネスアリーナ2015

大石南支部　井上スパイス工業㈱工場を見学

　2月5日㈭、当所工業部会と上尾もの
つくり協同組合の共催で、省エネルギ
ー・省資源・廃棄物削減等の環境配慮
を事業活動に織り込んだ「エコアクショ
ン21」をテーマにセミナーを開催しまし
た。審査人である今仁豪造先生から経
営に役立つエコアクション21という視
点で講演頂き、また認証取得企業の事
例発表も行いました。

　中小企業の受注確保・販路開拓・技術力
向上等を目的に行われる国内最大級のビ
ジネスマッチングイベント「彩の国ビジネ
スアリーナ2015」が1月28日㈬・29日㈭さい
たまスーパーアリーナで開催され、当所会
員企業15社が出展しました。今回は、619
企業・団体が出展し、2日間の来場者数は
昨年を上回る16,989人と盛況でした。

　大石南支部（小髙清支部長：上尾セイコー㈱）で
は、2月18日㈬、井上スパイス工業㈱の見学と会員
交流会を開催しました。カレー・スパイスの製造工
程を見学後、「スパイス探検隊」隊長の井上和人社

長に講演いただき、参加者18名
はマスコミで頻繁に紹介される
までになった好奇心と向上心で
新商品開発を重ねる経営哲学に
聞き入っていました。

　1月27日上尾商
工 会 議 所 にて
「2015フレッシュ
あげお最終選考
会」を開催しまし
た。今回、多数の
応募がり、第一
次書類選考を行
い、当日は上尾

市の商工業及び文化の発展とイメージアッ
プに貢献したいという候補者11名に参加い
ただきました。
　最終選考会では、上尾商工会議所小谷仁
会頭、上尾商工会議所女性会大澤富三子会
長を特別審査員に迎え、各自候補者はそれ
ぞれ個性溢れる自己ＰＲをしていただきま
した。

Nail-de-Melody
隠れ家ジェルネイルサロン

692
上尾駅西口徒歩1分 上尾市柏座1-12-18アトラスカーロ壱番館101営業時間 9：00～21：00

http://nail-de-melody.com/

ジェルネイルやり放題が
なんと4,000円～‼
どんなデザインも思いのま

ま！

圧倒的リピート率！
当店のジェルの持ちの良さ

を

是非体感して下さい！

ネイリスト同時募集 JNA2級以上 スカルプ出来る方

TEL.080-5480-7692

　　　

入会金・年会費・積立金一切なし

無料会員募集！
※会員特典：無料相談受けられます。
専門相談員による無料相談、好評受付中！！

緊急の葬儀依頼
ご相談・お問合せ048-776-0889

入会入会入 金・年会費・積立金一切なし

無料会員募無料会員募無料会員募集集集集！！
※会員特典：無料相談受けられます。※会員特典：無料相談受けられます。
専門相談員による無料相談、好評受付中！！専門相談員による無料相談、好評受付中！！

緊急の葬儀依頼
ご相談・お問合せ048-7-7- 76-0889

　      　　　

  

生活習慣病検診のご案内
　上尾商工会議所では、会員企業の福利厚生サービス事業の
一環として、生活習慣病（成人病）予防の集団検診を実施いたし
ますので、ぜひご活用ください
開催日 4月20日㈪・21日㈫・22日㈬・23日㈭・24日㈮
受付時間 8:30～ 9:30～ 10:30～ 11:30～（各日定員50名）
会　場 上尾商工会議所 3階 大会議室
検査項目  身体測定・循環器検査・消化器検査・肝機能検査

血清脂質検査・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  １名  11,100円（税込）
実施機関  医療法人愛友会 上尾中央総合病院

申込・問合せ 上尾商工会議所 TEL.773-3111  詳細はHPをご覧ください。
  上尾商工会議所HP…http://www.ageocci.or.jp/

上尾商工会議所会員事業所対象

※ 上尾商工会議所の生命共済制度「パートナーあげお」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。 

上尾商工会議所　活動Topics
上尾商工会議所が実施した主な事業をご紹介します。

vol.87

●1月定例会報告

委 員 長 小田切 宏治 ㈱北陽　
副委員長 本田 幸司 ㈱船橋食堂
運営幹事 小島 　徳 ㈲上尾清掃  
委　　員 臼田 和弘 ファインモータースクール
　 大木 崇寛 栄電業㈱ 
　 金子 将光 ㈲カネリョウ　

委　　員 齋藤 英樹 ㈲モリ商会
 斉藤 　学 ㈲美光産業・上尾ゴルフリンクス
　 手島　 悟 ㈲手島興業
　 山根 裕規 DINING BAR 堂DAU
　 渡部 高大 ㈱万力

1月定例会担当　広報・会員拡大委員会

小規模事業者持続化補助金

新商品開発相談会を開催

補助対象：小規模事業者
対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら行う、小規模事業者によ
る創意工夫を凝らした地道な販路開拓等
補助率等： 補助対象経費の3分の2以内、

通常の上限額は50万円
○条件により補助上限を引き上げるケースあり
　　　　　＊１次受付：３月下旬

２次受付：５月下旬
問合せ： 上尾商工会議所 中小企業相談所 

TEL.773-3111

　2月18日㈬、商工会議所で食品関係の
会員企業を対象に「新商品開発相談会」
を実施、上級フードアナリストの山田百
香里氏を相談員に3社が参加、ネーミン
グ・商品設計・ＰＲ・広報の仕方・コン
セプト等の商品開発についてアドバイス
を受けました。

中小企業庁
平成26年度補正予算

3月号13



52,430円～

㍿

受付は上尾自動車工業㈱

26,370円
6,600円

3,240円
52,430円

15,120

65,860円 74,060円 82,260円
5,400円

1,100円
16,400円 24,600円 32,800円

27,840円

上尾自動車工業㈱

営業時間のご案内 ： AM9:30～PM7:30　サービス（日曜・祝日定休） ･ 販売（月曜・祝日定休）

Q※ 注意点：□に入るのはカタカナ1文字です。｢ｧ･ｨ･ｩ･ｪ･ｫ･ｬ･ｭ･ｮ･ｯ｣ などの小さい字（促
音･拗音）は、大文字の ｢ア｣ や ｢ツ｣ として1文字とします。濁音や半濁音は1文字
として数えます。A～Eに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します。

● お答えは、ハガキの文章面にクイズの解答と本紙に関するご意見･ご感想等をお書き添えの
上、3月20日㈮必着にて下記宛にご郵送ください。

●送り先　〒362-8703 上尾市二ツ宮750 上尾商工会議所｢あぴおクイズ｣係
※正解者の中から抽選で5名様に粗品をプレゼント!!
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※2月号の正解は A=コ,B=ン,C=サ,D=ー,E=ト です。

【A】採用面だけでは応募者の適性を判断できないことから、多くの企業で雇
用後の数ヶ月の「試用期間」を設けています。
「試用期間中であれば会社は自由に解雇ができる」という考えは誤りです。
たとえ試用期間中であっても解雇には「合理的な理由」が必要となります。
　試用期間中の解雇は「解雇権が、本採用後の社員を解雇する場合に比べて
多少広く認められやすい」に過ぎません。
　試用期間は文字通り労働者にとって不安定な雇用状態ですから、その期
間があまりに長いと無効となってしまう可能性があります。一般的には3ヶ
月～6ヶ月程度が適正とされています。試用期間中に適性を判断できない場
合、一定期間において試用期間を延長するルールを定めることも可能です
が、何度も延長することは問題です。
　また、試用期間だからといって、労働者を即時に解雇することは原則とし
て許されません。試用期間中であっても30日以上前の解雇予告（または30日
分以上の解雇予告手当の支払い）が必要です。
　ただし、試用期間中かつ採用から14日以内であれば、解雇予告は不要であ
るという例外があります。言い換えると即時に解雇をしたいならば、14日以
内に適性判断をしなければならないことになります。
　試用期間において能力不足や不適格を理由に本採
用を見送る可能性が有るならば①会社の考え方と採
用者の考え方が合うかどうかをよく見極めること②
会社として、本採用に至る一定の能力水準を設けるこ
と③社内・社外の教育研修でのサポート体制を整備す
ることが重要です。使用者と労働者のミスマッチを防
ぐために、試用期間を上手に活用してください。

【Q】当社では4月から新入社員を迎えますが、
試用期間とはどのようなものでしょうか。
試用期間中であれば、解雇の問題は生じな
いのでしょうか。また、試用期間の長さや
その他留意事項を教えてください。

ＰＭサポート事務所　社会保険労務士　生方 隆　TEL.725-3715

クロスワード パズル
タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。
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【タテのヒント】
２  Y字形の木や金具に付けたゴムで
玉などを飛ばす遊具

３ 進んで何かをしようと思う気持ち
４ 冬の星座です。3つ並んだ星が目印
５ 凹レンズと○○レンズ
７ 長期の滞在型休暇
９  敷布団の上に敷く布。綿や麻など
素材も豊富

１０ モデルのように○○○を決めて
１１ ｢炭素｣の元素記号は？

【ヨコのヒント】
１ 007の職業
４ 古池や 蛙(かわず)飛び込む 水の○○
６ 楽器の音を正しく整えること
７ 銀行。「メーン○○○」
８ 過ぎ去ってしまった時間のこと
９ 退歩⇔？
１１ 「ブルータス、お前もか！」と言った人
１２ デザートなどの甘いもの

皆様を手助けする仕事をしています

豊富な経験でお役に立ちます！

公益社団法人
上尾市シルバー人材センター
お気軽にどうぞ！
上尾市大谷本郷982-1 TEL.048-726-8011

◎請け負っている主な仕事
技　　　　 能

家  事  援  助

屋内外の軽作業

サ　ー　ビ　ス

事　　　　  務

植木剪定、大工仕事、ペンキ塗り
ふすま、障子、網戸張り
窓ふき、室内清掃、植木の水やり

清掃、除草、片付け運搬

毛筆筆耕、あて名書き、チラシ配布

一般事務、経理事務、学習教室

ーあなたの豊かな知識と経験を活かしませんかー

・布団干し
・病院の順番とり
・照明器具の掃除・交換
・片付け
・季節物の入替え

・清掃
・草取り
・当番の代理
　　　　その他

・産前、産後の
  家事、育児の
　　　 お手伝い

・家の内外掃除
・洗濯、買い物
・食事の支度
・植木の水やり
・ゴミ出し

！
集
募
員
会

！
募
急
員
会
性
女

　上尾商工会議所広報委員会では、平成15年4月に発行して以来、親しまれてき
た“あぴお”について『シンプルに！スマートに！しかしながらインパクトも！』
をコンセプトに4月号より内容を一新することに致しました。
　用紙サイズ、カラー印刷、発行部数、２市１町への全戸配布は変わりません。
ページ数のみ従来の16ページから８ページ構成にすることと致しました。紙面内
容については、柔軟を旨とし“旬な話題”を読者の皆様に提供していきます。
　引き続き、上尾商工会議所広報紙“あぴお”をご愛読賜りますようお願い申し
上げます。

上尾商工会議所広報紙　　　　  が新しくなります
2015年4月号よりリニューアル致します！

事業所名（所在地） 職種 勤務時間 申込先☎ その他募集人員

en･deav･or(瓦葺）

小川ドレス（谷津）

コンクリート圧送

婦人服（パート）
［ミシンかけ、アイロンかけ］

4～8時間

8時～17時15分
(応相談)

090-2178-5096

771-4478

中型免許を持ってる
方優遇、委細面談
委細面談
経験者

若干名

若干名

■ 求人情報

■求人情報掲載申込先…上尾商工会議所  FAX.775-9090  TEL.773-3111

★ご希望の方は直接事業所にお問い合わせください。

14 3月号

上尾商工会議所
四角形

上尾商工会議所
スタンプ

上尾商工会議所
テキスト ボックス
※このコーナーに掲載中の『あぴおクイズ』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。



ニュースレター
「     　　　　　　　」始めました! TEL:771-1117

mail：info@iedesign.jp
一凜珈琲
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毎月、スタッフの手作りで皆様
へお役立ち情報を掲載して
 いきます !!
 「読んでみたいな」 
 と思っていただけ
 ましたら、お気軽に 
 お問合せ下さい !

 お待ちしてます♪

オレンジLIFE

春日本店

ひなまつり
日本店日本店

ひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつり
春日本店

ひなまつり

桜まつり開催！！桜まつり開催！！
第21回 食糧庁長官賞受賞
第22回 大臣栄誉賞受賞

スプーンで食べる桜餅
「春うらら」
スプーンで食べる桜餅
「春うらら」

上尾春日本店 川　 越　 店 ☎049-222-8777
 上尾市春日2-11-25  P完備 大宮そごう店 ☎048-657-7314　
 ☎ 048-777-4598 春日部西武店 ☎048-763-1111㈹
 　 0120-86-5505 www.saikaan-ooki.com

春の生菓子が勢揃い！
花びら桜餅、桜道明寺、よもぎ草餅、苺大福
どうぞお楽しみください

NEW

春春

ひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつりひなまつり3月
1日・2月・3火

弥生

3月27日金～4月5日日

季節限定商品 新製品さくらまろん・桃果さくらまろん・桃果

期間中！

よもぎ草餅

1個86円
通常130円

季節限定商品がお買い得価格になります。

オト
ク！

らぽーる上尾 検 索

資料請求・ご入居に関するご相談は公益社団法人 全国有料老人ホーム協会　正会員

〒362-0051 埼玉県上尾市地頭方422

介護付老人ホーム

（一般型特定施設　入居者生活介護）

ご入居者募集中ご入居者募集中3/14（土） ・ 15（日）
日帰り見学会

（昼食付）
介護予防体操開催 先着30名まで

3/14（土） ・ 15（日）
日帰り見学会

（昼食付）
介護予防体操開催 先着30名まで
「理学療法士」「看護・介護」「管理栄養士」の
チームケア専門的なサービスを提供します。

看護師365日
24時間常駐

介護2：1
手厚い配置

理学療法士による
個別機能訓練

管理栄養士がいる
直営レストラン

365日巡回バスが
運行しております。

3月号15

おひつじ座
3/21～4/19

しし座
7/23～8/22

いて座
11/22～12/21

おうし座
4/20～5/20

おとめ座
8/23～9/22

やぎ座
12/22～1/19

ふたご座
5/21～6/21

てんびん座
9/23～10/23

みずがめ座
1/20～2/18

かに座
6/22～7/22

さそり座
10/24～11/21

うお座
2/19～3/20

3 月 の ホ ロ ス コ ー プ

応募要領
● 応募方法／はがきに希望するプレゼント名
（1点）と番号、本紙へのご意見・ご感想、住所、
氏名、年齢、連絡先電話番号をご明記の上、下 
記宛にご郵送ください。（プレゼントの発送及び
紙面作成の参考とさせていただきます）
● 申込締切／4月16日（木）到着分までとします。
● 抽選方法／締切後に各プレゼントごとに抽選
します。
● 発表／発送をもって発表に代えさせていただ
きます。
● 宛先／ 〒362-8703 上尾市二ツ宮750
   上尾商工会議所「あぴお読者プレゼント」係
※ 応募の際に、ご記入頂いた個人情報につきましては、プレゼントの抽選
および発送にのみ使用致します。

からだの内側から情熱が湧きあがり、変化を起こ
したくなる月。気持ちが動いた時、すぐにアク
ションを起こして！慎重になり過ぎると良い運気
の流れを逃してしまいます。新規プロジェクト、
独立、起業などに取り組む人や、悩み事の解決の
糸口がみつかる人も。恋愛運、モテ期到来。目立
つくらいの派手な装いや行動もOK！ドラマ
ティックな出会いもありそう。
[今月の鍵]早起き、クレープ、こども

集中力が増す時期。仕事や勉強で溜まっている
TODOを一気に片づけてしまいましょう。また
新たな世界が開ける月なので、専門分野の学び
を深めたり、出張や旅行先で神秘的体験に遭遇
し興味の範囲が広がる人も。家族関係に悩んで
いる人は修復の糸口がみつかります。恋愛運、今
月は第六感が冴えているので、直感や閃きにし
たがって行動しても大丈夫。
[今月の鍵]めがね、バイキング、旅行

今月は不用品を整理しましょう。身辺整理を行う
ことで新たなライフスタイルが見えてきます。大
切な人と過ごす時間も充実する月。家族や恋人と
の間に問題を抱えている人は、思いがけない解決
法がもたらされそう。突拍子もない方法に思えま
すが、チャレンジしてみて。恋愛面、日常の発見
や喜びをパートナーとシェアしましょう。絆が深
まります。
[今月の鍵]展覧会、クレヨン、資格取得

過去の棚卸しの月。知らないうちに心の奥に沈め
ていた想いを解放したり、過去に解決できなかっ
た問題に再度取り組むのに最適な月です。古い日
記や手帳を読み返すとヒントがありそう。心と肌
のケアを念入りに行うとストレス緩和に繋がりま
すよ。恋愛面、偽りの恋と真実の愛の両方に翻弄
されそう。ピンチに救いの手を差し伸べてくれる
人に注目を
[今月の鍵]ミュージカル、ヘッドフォン、マッサージ器

迷いごと、悩みごとに優先順位をつけてすぐに取
り組みましょう。小分けにして片づけていくと、
将来の指針が明確になり、心がとても軽くなり
ますよ。イメチェンも吉。相手の生い立ちや深層
心理など、心の深い部分と繋がる人間関係が始
まりそう。表面的ではない生涯付き合える友と
の出会いにも恵まれます。恋愛面、去る人あれば
来る人あり。
[今月の鍵]バードウォッチング、昼寝、リサイクル

昨年末からの疲れが出てエネルギーが不足しそ
う。無理せず、家族や友人とゆっくり過ごし、休
息をしっかり取りましょう。メンタル下降気味の
人は、日記や手帳、日常の会話の中に不調脱却の
ヒントがありそう。仕事や家庭の環境を変えてみ
るのも一案。恋愛面、かけひきが必要な時期。相
手の本音を冷静に見定めて。秘密の恋には結論が
出そう。
[今月の鍵]はちみつ、コーヒー、展望台

行動、交際範囲共に広がる月。心踊る楽しいプラ
ンや魅力的な人物との出会いに恵まれます。こ
れまでと異なる環境に臆せず思いきり楽しん
で！一見、利害関係のない人との出会いも今後
の展開がありそう。広い視野で自分を客観視す
ることも今後の財産になります。恋愛面、抑えき
れない恋心が暴走しそう。冷静さを保って。甘い
囁きにはご用心を
[今月の鍵]水泳、根菜スープ、名刺

忙しさも落ち着き始め、問題が精査されてきま
す。苦手な相手の話にはしっかり耳を傾けましょ
う。思いかげないヒントをもらえたり、相手の長
所が見えてきますよ。交渉事も多い時ですが、気
圧されたり遠慮することなく、堂々と対応を！
迷った時は成功者の伝記や言葉を紐解いて。恋愛
面、身近な所に青い鳥が。料理研究は恋愛運アッ
プに繋がります。
[今月の鍵]卓球、茶話会、歴史小説

様々な情報が舞い込んできます。今月は、受け取
るばかりでなく、どんどん情報を発信してゆき
ましょう。閃きやアイデアが浮かんだら、なるべ
く多くの人とシェアして。小さな種まきが思いが
けない楽しい展開へと発展しますよ。但し、噂話
や陰口にはご用心を。恋愛面、複数の異性からの
アプローチがありそう。フェアな競争でふるいに
かけて。
[今月の鍵]川・湖、クラッシック音楽、付箋紙

これまで準備してきた事のスタート地点が見え始
めます。思いがけない形でチャンスはやって来ま
すが勢いに乗って行動して！協力者にも恵まれま
すよ。趣味や旅行、学び、合コンなど、楽しい企
画には積極的に参加を。この時期なら欲張っても
快適にこなせます。恋愛面好調。デート場所に
迷ったら、普段よりワンランク上の場所でのお茶
や食事を。
[今月の鍵]ソウルミュージック、セミナー、居酒屋

ハードな案件が矢継ぎ早に舞い込みそう。これま
で無理を重ねてきた人は、従来のやり方を見直し
新たなシステムを構築して。モチベーションが高
まる時期なので、苦しい状況でも状況転換が行え
ます。今月の難問はあなたを鍛えてくれますよ。
疲れがたまったら読書で気分転換を。恋愛面、玉
の輿運あり。片思い中の人、地道なアプローチが
実ります。
[今月の鍵]書道、マインドマップ、焼き肉

新たな事に挑戦したくなる月。限られた時間の
中でチャンスはやってきますが、手際よく着手
すれば良い展開がのぞめます。経済運良好。思い
がけない収入があったり、欲しかった物が手に
入ったりするでしょう。引き寄せ力が強い時な
ので願望を口にすると協力者が現れるかも。恋
愛面、春を感じる場所でのデート吉。友人が良縁
を運んでくれそう。
[今月の鍵]フェス・イベント、散歩、寄付
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読者投稿も募集しています
　あぴおでは、読者の皆さんからの投稿も歓迎
しています。本紙4ページの“読者登場・行って
きました”、10ページの“ふるさと自慢”のコー
ナー、などの他、日常生活で役立つ身近な情報や
あなたの地域の街かど情報をお気軽にお寄せく
ださい。採用させていただいた方には記念品を
差し上げます。 

提供 アジアンダイニングニューデリ tel.725-7778

①お食事券（500円相当）を20名様

上尾市地頭方 401-1
定休日：年中無休  営業時間：11:00～ 15:00/17:00～ 23:00

本格インド料理カレー！
ナンとライスはお替り自由で食べ放題で
す！「サモサ」「タンドリーチキン」「生春
巻き」など本格的なインド料理がリーズ
ナブルに味わえます。ディナータイムはス
ープをサービスします。

本誌切抜持参で ランチ…デザート1品！
 ディナー…10％OFF

有効期限：平成27年3月31日

あぴお特典・読者限定サービス

おすすめ

提供

提供

お好み焼き・もんじゃ焼ゆうき

ぱん工房grand（グラン）

tel.776-4144

tel.729-6371

上尾市本町2-12-24菊池ビル1F

さいたま市北区宮原町2-37-5

定 休 日／水曜日
営業時間／ 昼11:00～13:30
 夜 17:00～ 22:00
 土日12:00～ 22:00

定 休 日／ 日・第2月曜日
営業時間／ 9：00～18：30
駐 車 場／ 1台

お好み焼 600円～ もんじゃ焼550円～
鉄板焼 600円～ やきそば600円～
生ビール中ジョッキいつでも 280円！
各種サワー 330円～ ソフトドリンク250円～
（税込み価格）
テーブル3席、座敷4席、30名様まで宴会可

店内で焼き上げたおいしいパンを
お召し上がりください。ご来店お
待ちしております。「天然酵母」、
「国産小麦」、「岩塩」でつくる「塩
ぱん」がイチオシ。また、手作りの
練乳クリームをはさんだミルクフ
ランスもオススメです。

⑤お食事券（2,000円相当）を10名様
※ランチタイムは使用できません

③お食事券（500円）を20名様

仲間や御家族で鉄板を囲んで楽しくお過ごしください。お子様から書道専門家まで
幅広い道具と各展覧会用用紙等、
豊富に取り揃えております。
デザイン性と機能性がアップした書道セットです。
手提げとショルダーの２WAYバッグ！
バックはサイドメッシュを採用しているので
通気性バツグン！

松島堂 上尾東口店提供

②お子様用書道セット（5,000円）を2名様

tel.776-3210

定 休 日／ 年中無休
 （年末年始・お盆、各4日間は定休日です）
営業時間／ 10：00～18：00

デザイン性と機能性がアップした書道セットです。

バックはサイドメッシュを採用しているので

お子様用書道セット（5,000円）を2名様

776-3210

（年末年始・お盆、各4日間は定休日です）

上尾市宮本町11-17

やきとり 天
てん

提供

④ドリンク2,000円券を5名様

tel.771-2985
上尾市緑丘1-3-28

定 休 日／ 月曜日（祝日の場合は営業・翌日休業）
営業時間／ 17:00～24:00

持ち帰り・宅配やきとり＆居酒屋
自慢のやきとりは作り置きを一切せず注
文を受けてから1本1本調理するため、あ
つあつで楽しめます。
2012年に「居酒屋」をオープンし、店内で
も食事が楽しめます。
＜配達エリア等詳細は電話でお問合せください＞

いわき家 釜飯茶屋提供

⑥お食事券（500円）を20名様

tel.783-8000
上尾市中分2-252

定 休 日／ 不定休
営業時間／ 10:00～20:00

16種類以上メニューがある「釜め
し」は、注文を受けてから一つ一つ
丁寧に炊き上げます。
自家製のタレで味付けしたご飯と
香ばしいおこげをお楽しみ下さい。

おこげが旨い本格直火炊き釜飯店
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万円

28004No.

1,750
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩12分
●土地／107.43㎡（32.50坪）
●地目／宅地●用途／第一種住居
●建ぺい率／60%●容積率／160%
●所在／上尾市柏座●現況／更地

売  地

★建築条件有★南道路で陽当たり良好★都市ガス利用可能
★駅近物件ですが静かな立地★富士見小学校区内

柏座の売り地

建物は、当店内にあるモデルルームをご覧ください♪

万円

28005No.

1,780
●交通／JR高崎線桶川駅徒歩18分
●土地／140.33㎡（42.45坪）
●地目／宅地●用途／第一種低層住居
●建ぺい率／50%●容積率／100%
●所在／上尾市泉台●現況／古屋あり

売  地

★建築条件なし★建物はお好きなメーカーさんでどうぞ
★前面は6m公道★都市ガス・本下水★大石北小学校・大石中学校

敷地は42坪超

建物解体後、更地でのお引き渡しです♪

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩8分
●専有／60.48㎡（18.30坪）●バルコニー／4.25㎡（1.29坪）
●間取／3LDK（昭和54年12月築）
●管理費／9,840円●修繕積立金／9,840円
●所在／上尾市柏座1丁目

売りマンション

万円

28012No.

1,298

いつでもご見学可能です

★南向き、最上階につき眺望・陽当り良好
★上尾駅徒歩8分

最上階リフォーム済マンション

3月号16

28007No. 新  築

2,180
●交通／ニューシャトル線内宿駅徒歩7分
●土地／164.20㎡（49.67坪）
●建物／95.22㎡（28.80坪）
●間取／4LDK（平成27年2月完成済）
●建確No／第SJK-KX1411020610号
●所在／北足立郡伊奈町西小針

★16帖のLDK★外壁はセルフクリーニング★駐車2台OK
★地盤10年保障★小針北小学校・小針中学校

期間限定キャンペーン中♪

全棟完成しました （税込）
万円～ 万円

28008No. 売事務所

2,980
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩13分
●土地／239.61㎡（72.48坪）
●建物／145.59㎡（44.04坪）
●構造／鉄骨造地上3階建て（昭和59年1月築）
●所在／上尾市緑丘

★リフォーム済みのため大変キレイです
★投資用物件としても利用可能

国道17号バイパスに面した3階建の事務所です♪

売事務所

28001No. 新  築

2,880

●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩7分
●土地／107.90㎡（32.64坪）
●建物／97.71㎡（29.56坪）
●間取／4LDK（平成26年11月完成済）
●建確No／第14UDI3S建00357号
●所在／上尾市浅間台一丁目14番18付近

★スーパー徒歩2分★ドラッグストア徒歩2分
★コンビニ徒歩2分★地盤10年保証
★玄関カードキー★浴室乾燥機付

便利な立地をご確認くださいませ♪

大幅価格変更実施 （税込）
万円～ 万円

28002No.

1,280
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩18分
●土地／101.28㎡（30.64坪）
●地目／宅地●用途／第二種住居
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市弁財●現況／駐車場

売  地

★建築条件なし★建物はお好きなメーカーさんでどうぞ
★スーパーまで約660ｍ★上尾西小学校・上尾西中学校

本誌初登場

住宅用地でも店舗用地でもご検討ください♪

●交通／JR高崎線上尾駅徒歩3分
●専有／67.39㎡（20.39坪）●バルコニー／10.03㎡（3.03坪）
●間取／3LDK（平成9年12月築）
●管理費／11,600円●修繕積立金／12,040円
●所在／上尾市柏座

売りマンション

万円

28006No.

1,830

一部リフォームを行い、とてもキレイなお部屋です♪

★マルヒロまで徒歩4分・コンビニまで徒歩3分
★ペット3匹まで飼育OK★中央小学校・上尾中学校

アゼリアシティ上尾参番館
28009No.

3,180
●交通／ニューシャトル線羽貫駅徒歩5分
●土地／311.75㎡（94.3坪）
●建物／120.50㎡（36.4坪）
●間取／4LDK+2S（平成10年5月築）
●所在／伊奈町寿4丁目

中古戸建

土地94坪駅5分！

メーターモジュール注文住宅、建物しっかりしています

★マルエツ、マツキヨ至近★公園まで10秒
★アイフルホーム旧施工★広々お庭つき

（税込）
万円

28010No. 新  築

3,530
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩16分
●土地／115.54㎡（34.95坪）
●建物／99.15㎡（29.99坪）
●間取／4LDK（平成27年2月末完成予定）
●建確No／第SJK-KX1411032300号
●所在／上尾市川

★カースペース2台♪
★陽当り良好

区画整理済みの静かな環境

☆制震工法住宅☆ （税込）
万円

万円

28015No.

2,180
●交通／JR高崎線桶川駅徒歩26分
●土地／150.01㎡（45.38坪）
●建物／116.14㎡（35.13坪）
●間取／3SLDK（平成16年1月築）
●所在／上尾市中分

中古戸建

オール電化住宅

セキスイハイム施工物件

★太陽光発電システム♪
★吹抜けのあるお家

（税込）
万円

28011No. 新  築

2,680
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩17分
●土地／132.64㎡（40.12坪）
●建物／96.88㎡（29.30坪）
●間取／4LDK（平成27年2月完成済）
●建確No／第14UDI1S建01302号
●所在／上尾市西宮下

★陽当り良好♪
★スーパー至近

現地内覧会開催中！ぜひご来場下さい♪

全6棟堂々完成！ 万円

28013No.

1,980
●交通／JR高崎線桶川駅徒歩13分
●土地／154.38㎡（46.70坪）
●地目／宅地●用途／第一種中高層住居
●建ぺい率／60%●容積率／150%
●所在／桶川市朝日1丁目●現況／更地

売  地

★建築条件有★駅徒歩13分
★スーパー至近

南道路46坪

駐車場2台可能！

万円

28014No.

2,070
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩11分
●土地／100.13㎡（30.29坪）
●建物／91.08㎡（27.55坪）
●間取／4LDK（平成13年3月築）
●所在／上尾市大字上

中古戸建

★駐車場カーポート付

芝川小学区！

閑静な住宅街です♪

★リフォーム済み

万円～

28018No.

1,680
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩18分
●土地／113㎡～（34.18坪～）
●地目／宅地●用途／第一種低層住居
●建ぺい率／50%●容積率／100%
●現況／更地
●所在／上尾市小泉

売  地

★建築条件無★都市ガス・本下水エリア
★区画整理の新規分譲地内★駅徒歩18分

小泉5区画

注文建築のご相談も承ります

万円

28016No.

2,480
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩8分
●土地／100.00㎡（30.25坪）
●建物／89.85㎡（27.18坪）
●間取／3LDK（平成5年4月築）
●所在／上尾市中妻

中古戸建

リノベーション住宅

LDK18帖超！

★屋根裏収納
★北上尾駅徒歩8分

万円

28017No.

2,980
●交通／ニューシャトル線内宿駅徒歩10分
●土地／162.64㎡（49.20坪）
●建物／107.02㎡（32.37坪）
●間取／3LDK（平成24年8月築）
●所在／伊奈町西小針3丁目

中古戸建

オール電化住宅

ウッドデッキ　多数オプション付き！

★全居室7帖以上
★45㎡のルーフバルコニー

万円

28003No. 中古戸建

1,680
●交通／JR高崎線北上尾駅徒歩15分
●土地／110.22㎡（33.34坪）
●建物／87.77㎡（26.55坪）
●間取／4LDK（平成16年5月築）
●所在／上尾市久保

★徒歩圏内に買い物施設が多数★南東道路で陽当り良好
★車並列2台OKのカーポート付

空家につき、いつでもご見学が可能です♪

南東道路の中古戸建

万円

28025No.

3,980
●交通／JR川越線指扇駅徒歩34分
●土地／537.53㎡（162.60坪）
●建物／143.7㎡（43.47坪）
●間取／4LDK+S（昭和55年5月築）
●所在／上尾市上野

中古戸建

本誌初登場

ご見学はお気軽にどうぞ

★ガレージ付住宅★南5m公道・陽当り良好
★鉄骨造り・耐震補強あり

（税込）
万円～

28024No. 新  築

2,480
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩12分
●土地／140.20㎡（42.41坪）
●建物／99.62㎡（30.14坪）
●間取／4SLDK（平成26年12月完成済）
●建確No／第HPA-14-05555-1号
●所在／上尾市西宮下1

★1階シャッター標準装備★小屋裏収納
★都市ガス・本下水★幼稚園至近

期間限定50万円キャッシュバック有り

上尾駅徒歩12分
28023No.

2,150
●交通／JR高崎線桶川駅徒歩27分
●土地／148.50㎡（44.92坪）
●建物／115.86㎡（35.05坪）
●間取／4SLDK（平成10年7月築）
●所在／上尾市南

中古戸建

★軽量鉄骨造★駐車スペース2台可
★バス停まで徒歩3分

積水ハウス施工 万円

現況空家につき、ご見学承ります現況空家につき、ご見学承ります

万円

28021No.

1,580
●交通／JR高崎線桶川駅徒歩11分
●土地／107.47㎡（32.51坪）
●地目／宅地●用途／第一種住居
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／桶川市西●現況／更地

売  地

★建築条件なし★駅徒歩11分
★都市ガス・本下水

西・限定1区画

この敷地をどう使いますか？

万円～

28022No.

1,850
●交通／JR高崎線上尾駅徒歩15分
●土地／119.02㎡～（36.00坪～）
●地目／宅地●用途／第一種住居
●建ぺい率／60%●容積率／200%
●所在／上尾市愛宕●現況／更地

売  地

★建築条件なし★閑静な住宅街
★角地の区画有り

愛宕36坪

大型ショッピングセンター予定地至近

万円

28019No.

1,680
●交通／JR高崎線桶川駅徒歩24分
●土地／120.78㎡（36.54坪）
●建物／96.78㎡（29.28坪）
●間取／3SLDK（平成24年1月築）
●所在／桶川市加納

中古戸建

★築3年★駐車スペース2台可★即入居可
★リフォーム不要、室内きれいです

大幅値下げしました

一見の価値アリです

28020No.

1,580
●交通／JR高崎線上尾駅バス9分停歩3分
●土地／101.36㎡（30.66坪）
●建物／88.18㎡（26.67坪）
●間取／4LDK（平成10年3月築）
●所在／上尾市平塚

中古戸建

★南道路・陽当り良好★東南角地
★都市ガス・本下水

リフォーム済一戸建 万円

コンビニ・ドラッグストア徒歩圏内コンビニ・ドラッグストア徒歩圏内

●お子様がのびのび遊べる
  【プレイランド】が堂々オープン！！

※過去にご成約いただいたお客様、
　ならびに現在不動産をお探しのお客様は無料でご利用いただけます。

●ショールーム併設の接客スペースでゆっくりとおくつろぎいただけます♪
●疲れたらホッと一息、無料のドリンクバーも有り！！

年末年始も休まず営業してます!
365日オープン♪無料P有り

  【プレイランド】が堂々オープン！！

●
●
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