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｢あぴお｣は
ラテン語で

「つなぐ｣という意味
―― まちと人 ――
みんなの夢と笑顔を
無限大につなげます

上尾商工会議所月刊情報紙●●●●●●●●● ●●●●●●●●● 2019年（令和元年）6月１日発行 Vol.194
＜13万部発行・配布＞

●発行所：上尾商工会議所
〒362-8703　上尾市二ツ宮750番地
TEL.048-773-3111 FAX.048-775-9090
http://www.ageocci.or.jp E-mail; inf@ageocci.or.jp

● 配布地域：ポスティングにより、上尾市･桶川市･伊奈町
の全戸､および､さいたま市の一部に配布しています。
●ポスティングに関するお問い合わせは、
　㈱埼玉ロジスティックス(TEL.048-726-9240) 
　までご連絡ください。

 Jun.
2019

▲上尾ＬＣ事務局にて。(左から)根城さん、木檜会長、島村さん

■｢蛍の里｣の小川で、ホタルの幼虫を観察するみなさん＜２月22日撮
影＞。順調に成長するホタルの幼虫＜３月16日撮影＞。現在は地中で
サナギとなり、羽化するときを待っています(写真提供：上尾ＬＣ)

◀
４
月
28
日
、毎
月
１
回
、定
期
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る「
蛍
の
里
」保
全
活
動
に

て
。こ
の
日
は
、上
尾
Ｌ
Ｃ
10
名
、市
民
団
体
10
名
の
み
な
さ
ん
が
参
加
し
ま

し
た（
中
央
に
、根
城
さ
ん
、木
檜
会
長
／
写
真
提
供：上
尾
Ｌ
Ｃ
）

■土壌と水質の改善により、幼虫の
餌となるカワニナも自生し、数を増
しています＜左上＞。指先にとまっ
たホタルの成虫＜左下＞。長時間露
光で撮影したホタルの光の軌跡は神
秘的ですね！(写真提供：根城さん)

 「あげお花しょうぶまつり」でにぎわう上尾丸山公園
の北口から、左へ約70メートル。菖蒲田からアヒル池
を望む、その先の斜面の一角に上尾ライオンズクラブ
(ＬＣ)が建設したビオトープ｢蛍の里｣があります。
「創立30周年記念事業(30期会長：三好守さん)として
2003年に開始した環境奉仕活動の１つで、小川や飼育
ハウスを建設整備して、ホタルが自生できる環境づく
りを目指しました」と話すのは、34期会長を経て現在
46期｢街づくり委員会｣担当理事を務める島村功さん。
「当初は５年計画で終了の予定でしたが、クラブメン
バー有志による『ホタルクラブ』が中心となって継続
事業として取り組み、ホタルの採集・育成や環境整備
など、足かけ17年にわたって地道な努力を重ねてきま
した」。ホタルが自生できる環境は､自然が豊かである
証し。それだけに、産卵から羽化までの自生サイクル
を根付かせ、｢蛍の里｣から飛び立つ“上尾生まれのホ
タル”を増やしていくのは至難の技でした。

上尾ＬＣでは2016年３月、ホタル再生に実績のある
根城(ねじょう)浩さんをアドバイザーに迎えて､ ｢蛍の
里｣周辺の環境づくりを強化｡土壌改良や水質改善に尽
力した結果、2017年に自生・飛翔したホタルの数はの
べ400匹を数え､2018年には4000匹へと急増！毎年開催
しているホタル鑑賞会も一気に盛り上がりました。
「『蛍の里』に参画したことは､私にとっても大きな転
機となりました。2017年に上尾ＬＣへ入会し、2018年
７月に会社(ＯＷＰ)を設立。現在はクラブメンバーと
して『人づくり委員会』に所属し、市民団体のみなさ
んと一緒に、『蛍の里』の環境整備に取り組んでいま
す。まだまだ、これからが正念場です」(根城さん )
「昨年のホタル鑑賞会では、菖蒲田周辺はもちろん、
大池の近くでも淡い光が飛び交い、子どもの頃の原風

景と重なって感動しました。『蛍の里』の成果は周辺
の水辺にも波及し、アオコの発生も軽減しています。
この活動を通じて自然や生きものの命の大切さを啓発
し、公園全体の環境保全に貢献できればと願っていま
す」(46期会長：木檜<こぐれ>敏明さん )
根城さんによると、｢蛍の里｣に自生するのはヘイケ
ボタル｡体長８～10ミリで､６月から
８月にかけて羽化します。夏の夜、
草陰に瞬く小さな光に出会ったら、
どうぞ､やさしく見守ってください｡

●上尾ライオンズクラブ
　 事務局／上尾市柏座2-5-3 徳永ビル202　TEL.048-774-8794　
http://www.ageo-lionsclubs.jp

　 ★ビオトープ｢蛍の里｣の活動記録は、上記ＨＰの「42期までの活動
記録～ホタル情報」に詳しく紹介されています。ご参照ください

●オーガニック・ワールド・プレゼンターズ株式会社(ＯＷＰ)
　上尾市浅間台3-22-20　https://www.organic-world.info

上尾生まれの
ホタルが飛んだ!!

●今月の｢顔｣ ～APIO’S PRECIOUS～

上尾ライオンズクラブ

30周年記念事業として活動開始！
上尾丸山公園 ビオトープ｢蛍の里｣

一昨年の飛翔数のべ400匹から
昨年4000匹に急増!今夏も期待大!!

 ▲ヘイケボタルの成虫
(出典:Wikipedia) 
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夏だ！祭りだ！花火だぜ！6月中旬
より入荷

定休日  月曜日　 営業時間  10：00～19：00
http ://www.ageonet.jp
http ://www.risho kimono.co.jp

比べてください
この価格‼

株

ポスティング
スタッフ募集‼

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

 

名様～ 名様

お問合せ （ホテルフロント）

予約制 名様～ 名様

せ （ホテルフロント）

なんと飲物お持ち込み自由！なんと飲物お持ち込み自由！

ご好評の為、継続します。ご好評の為、継続します。

上尾東武ホテル ３階  レストランジョリーテーブル

（ビール・焼酎（甲類）・レモンサワー・ウィスキー
・ハイボール・コーラ・ジンジャエール
・ウーロン茶・オレンジジュース）

オードブル盛合せ
お任せシェフの一品
気まぐれサラダ 
揚げ物盛合せ
塩焼きそば

さらにプラス1,500円で
フリードリンクあり!!

料理写真はイメージになります。
こちらのプランはセルフサービススタイルとなります。
お時間等詳しくはスタッフまでお問合せください。

～各サークルの打ち上げ等で大人気なプランです～
ライトパーティプラン
お一人様  1,500円(税込)

さらにグラス・氷も無料でご用意させていただきます。さらにグラス・氷も無料でご用意させていただきます。 2019.6.1～2019.8.31

Menu
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上尾商工会議所は「商工会議所法」に基づき組織運営され、地域商工業の振
興発展に努めるとともに、商工業者の世論を代表する地域総合経済団体
です。現在、約２４００の事業所にご加入いただいており、企業の体質強
化や地域活性化、人づくりなどをはじめとする、さまざまな活動をしてい
ます。会員の輪を広げましょう!!

　下請けから脱却し、地域のみなさ
んの役に立つ“顔の見える仕事”が
したい――会議所担当者と相談を重
ね、2018年２月頃から小規模事業者
持続化補助金に取り組み、同年７月
に取得。これを活用してロゴマーク
や看板等の販促ツールを作成し、制
作物はすべて会員事業所さんにお願
いしました。紹介いただいた税理士
さんのおかげで夫婦で経営方針を考
える時間も増えました。同年８月か
らホームページで職能や考えを発信
開始。個人のお客様からお問合せも
増え、売上構成比が目標に向けて動
き始めています。いま｢猫｣と｢本｣の
ＤＩＹワークショップを地域のみな
さんと進めています。一緒に新たな
ニーズを開拓できたら楽しいですね!

　楽天市場に出店し、ネット通販で
猫用おもちゃを販売していたのです
が、会議所担当者からアドバイスを
受け、2014年４月、持続化補助金で
「ｎｅｃｏｎｏ」をリニューアルオー
プンしました｡引き続き､経営革新計
画承認申請に取り組み、2016年９月
に取得。パッケージ強化、新商品の
開発、販路開拓に取り組みました。
　コンセプトに合わせ、あえて高級
路線で百貨店での陳列販売に挑戦！
現在、卸業者５社を通じて全国の百
貨店で販売していますが、生産が追
いつかない状況です。３カ年計画を
昨年７月に終え、達成率は驚くほど
大幅に伸びました。外からの目線で
指摘されると、新たな発見や気づき
があります｡相談しないと損ですよ｡

● 個人事業(青色)の年末調整、決算、確定
申告などの税務・記帳相談
● 商工会議所推薦｢マル経融資｣が利用でき
るなど、各種融資制度でお客様のニーズ
に合った資金調達を支援
● 法律、税務、労務、発明特許、企業診断
など会員は無料
● 経営革新計画取得支援、持続化補助金相談

● 労働保険事務委託で事務処理の負担を軽
減するとともに、事業主・家族従業員も
労災保険に特別加入できます。
● 商工会議所のスケールメリットを活かし、
割安な掛金で各種保険・共済制度に加入
● 生活習慣病、健康診断など安価な会員価
格での受診
● 永年勤続優良従業員表彰式、婚活事業へ
の参加。会員親睦イベント他

● ビジネス商談会で販路開拓
● 展示会出展支援
● 経営に役立つ各種講演会・セミナーで人
材育成（創業塾、経営革新塾他）
● 支部(10支部）、部会活動、新春賀詞交歓
会、新入会員交流会等「経済人の交流の
場」に割安な料金で参加。情報収集や人
脈も拡大

● 13万部・全戸配布の本紙｢あぴお｣を発行
し、会員を広く市民に紹介。新入会員は
｢無料広告」が１回掲載できます
● 上尾商工会議所ＨＰの「会員事業所紹介」
に無料で掲載
● 商工業振興事業（あげお産業祭等）
● 貿易関係証明発給
● 青年部、女性部活動他

中小企業・個人事業主を中心に
多業種の皆様が入会しています

多角的な面から経営を支援
経営課題を解決します！

福利厚生の充実が図れます！ その他メリットいっぱいの事業を実施！

2000社以上のネットワークで
ビジネスチャンスも拡大！

ハカマダ建具 
共同経営者(営業担当)

■ 有限会社 ハカマダ建具
　上尾市大字上643-4　TEL.048-628-9636
　https://hakamadatategu.jimdofree.com

■ 有限会社 オガワ・ランド・エイジェント
　上尾市谷津1-1-35 1-A　TEL.048-778-9973
　｢ｎｅｃｏｎｏ｣ http://necono.ola.co.jp

袴田 佳代子さん 桑原 美由紀さん

オガワ・ランド・エイジェント ｎｅｃｏｎｏ
　取締役＆デザイナー

▲自宅兼事務所の駐車
場に設置した看板と、
社用車のステッカー

▲コンセプトとブランドイメー
ジに合わせてパッケージデザ
インを統一しました

自
営
だ
か
ら
こ
そ
ワ
ー
ク
バ
ラ

ン
ス
が
大
切
。
よ
く
話
す
お
ふ

た
り
で
す
が
、「
仕
事
の
話
は

仕
事
場
で
」と
決
め
て
い
ま
す

◀
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
用
に
事
務

所
で
撮
影
。
モ
デ
ル
は
桑
原

さ
ん
の
愛
猫（
キ
ン
ち
ゃ
ん
）

▼代表取締役社長の
夫・袴田晃夫さんと
佳代子さん

■会員の皆様からの声……

日頃、面倒な労働
保険の事務手続き
で助かっています

｢あぴお｣の広告で
新規のお客様が
増えました！

経営革新セミナーを受講
し、経営革新計画の承認
取得ができ、企業として
信用度がアップしました

会員交流会に参加
し、取引先が広が
りました。感謝！

開業手続き、資金調
達など、親切にご指
導いただきました

業務災害補償プラン
等、団体割引で保険
料が安くなりました

上尾商工会議所へご入会ください

商工会議所の会員になると､ 何かいいことはあるの？
商工会議所は、商工業者等
みなさまの身近なパートナー

持続化補助金を活用して販促ツールを作成
“顔の見える仕事”で新たなニーズを開拓！

持続化補助金を経て経営革新計画に挑戦
ネット通販から全国の百貨店へ販路拡大！

上尾市内に事務所、店舗、工場等を有する商工業者であれば、規模・業種を問わ
ず、ご入会いただけます。※地区外でも特別会員としてご入会いただけます。

■入会のお申し込みについて………………

●入会金……2,000円
●年会費……個人(個人事業主)：12,000円～／法人・団体：16,800円～

■上尾商工会議所　TEL.０４８-７７３-３１１１(代)
　上尾市二ツ宮750　http://www.ageocci.or.jp
★資料をお送りいたします｡ ご希望の方は上記までご連絡ください
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社員・アルバイト・協力業者募集中です

 

〒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

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アースロジスティックス株式会社
3万円3万円3万円オープニングスタッフの募集です！

土日祝時給アップ

他社とのかけもちもOK!

入社
祝金
訪問介護ステーション
むさし野グループ上尾

☎048-871-5477
上尾市柏座3-10-10
富士見荘103

1,300円～2,000円
時給表

1,500円～2,000円
1,300円～1,500円

身体介護
生活援助

給与

管理候補者も
同時募集中！

時間

給与

★土・日・祝、お盆・年末年始勤務は時給UP！
9:00~18:00の間で 1時間～　週1日～勤務可能

ブランクある方も大歓迎！

休日 待遇
資格

シフト制、その他夏季・年末年始など　   　  社会保険完備、制服貸与 他
要普通免許、 初任者研修以上の資格　※ブランクOK   実務経験あれば尚可

時間 休日
資格

9:00～18:00  　　　週休2日制
初任者研修等　※パートも可（詳細はお問合せください）

月給18万円～25万円（経験・能力による） まずはお電話にてご連絡ください　【受付】平日9:00～17:00 

パ 週2日～週2日～当社規定による当社規定による

上
尾
市

●エネオス

●
アルプリエ

まいこ
カフェ
●

上尾中央  
総合病院
　　　  ●

ジョナサン●

柏座二

★
●●●●●●

●●●

時
給

 
 教教室室すすここややかか

入場無料・お申込み不要です！

 第16回  肝 臓 病 教 室 第16回  肝 臓 病 教 室

【お問い合わせ】上尾中央総合病院　総務二課 ℡：048-773-1112　URL：http://www.ach.or.jp

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

がんと向き合う食事　　　　　　　
講　師 ： 栄養科  寺田 　師
場　所 ： 上尾中央総合病院 B館8階 会議室3+4

2019年6月15日（土）15：00～16：00
～ おいしく、楽しくを基本に ～ 

肝臓に何か腫瘍を指摘されたら
～肝嚢胞や肝血管腫と言われたけど治療は必要？～

場　所 ： 中村記念講堂  B館10階
日　時 ： 2019年6月15日(土)　13:00～14:30(受付12：40)

？テーマテーマビジネスフォーム印刷 
商業印刷全般
事務用品 
OAサプライ

TEL. 048-771-3657
〒362-0011  上尾市平塚 1988

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！

ム印刷 

短納
期

短納
期
高品
質

高品
質
低価
格
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埼玉上尾メディックス
GO! FIGHT!

　黒鷲旗大会ベスト
８の雪辱を期し、目
指せ！サマーリーグ
優勝!!新入団のふた
りも張り切っていま
す｡ ご声援ください!

●権田寛奈(ゴン)＃30／まだまだ未熟ですが、少し
ずつ成長して､チームに貢献できる選手になりたい！
●仁井田桃子(モモコ)＃31／もっと筋肉量を上げ、
技術面でも向上を図り、新人らしくがんばります！

「令和」
新元号は、
音の響きも意味も
とても素晴らしいと思います。
しなやかで
力強い人を
イメージしました。

言葉の力 ～ことばのちから～

揮毫・文／書道家 武田双雲

■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／6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。

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

　あっという間の半年
間でした。イタリアで
は選手、スタッフ、地
域の人たちもフレンド
リーで、すぐに溶け込
めました。背が高く、パワーもある選手た
ちとチームメイトとして生活を共にして、
外国人選手に対する怖さが消え、日本人選
手の強さを改めて発見できました。
　帰国後､ すぐにチームへ合流しましたが､
井上も山崎も、以前より何倍もうまくなった。

本当によくがんばってくれたと思います。
　東京オリンピックを１年後に控えた大事
なときに女子日本代表に選出いただき、す
ごくうれしいです｡ 今季はセッターが５人｡
さらに厳しいサバイバルレースの中で生き
残るのは大変ですが、いつ召集されても対
応できるように努め、代表戦、そして大事
なリーグ戦へ挑んでいきたいと思います。
　ある先輩から､ ｢バレーは30歳になってか
らが面白いよ｣と言われたことがあります｡
今年、私も30歳。見える景色や気持ちがど
う変わるか､ 楽しみです｡ イタリアへ行かせ
ていただいた恩返しをコート上でしたい！
皆様の応援に感謝し、埼玉上尾メディック
スのメンバー、スタッフ、ファンの皆様と
一緒に戦えることを楽しみにしています！

帰ってきたエースセッター
冨永こよみ選手(＃２)

★2019Ｖ.サマーリーグ女子[東部大会]
7/5に開幕～若手選手の活躍にご声援を！

上尾ものつくり協同組合 第９代理事長
株式会社 石川製作所 代表取締役

石川 泰正さん

日本代表が始動！チームはサマーリーグ参戦！
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■上尾ものつくり協同組合
　上尾市本町1-1-19　TEL.048-775-3007
　http://www.e-monotsukuri.com
■株式会社 石川製作所
　上尾市愛宕1-8-23　TEL.048-772-1515

★冨永選手と同じく、女子日本代表に選手登録され
ている山岸あかね選手(＃７)と吉野優理選手(＃29)｡
モントルーマスターズに山岸選手が出場して準優勝
に貢献。FIVBバレーボールネーションズリーグ2019
予選ラウンド第１週(ブルガリア大会)にも出場し活
躍中です。第４週(6/11～13)は東京大会｡ご注目を!
●山岸選手／東京2020の前年に代表に選ばれ、と
ても光栄です。しっかり結果を出せるように精一杯が
んばります!●吉野選手／さらにがんばろう!という
強い気持ちで､多くを学び吸収して成長したいです!

　県立大宮高等学校のボート部は昭和25年(1950年)
に創部した歴史あるクラブです。ボート競技はだれ
もが初心者なのでスタートラインは同じ。先輩から
誘われ、｢これは面白そうだ｣と入部を決めました。
　乗艇する実践練習は戸田漕艇場で行ないますが、
校内では懸垂やバーベル上げ、腹筋などの体力づく
りが主体。とにかく厳しく、ついていくのに必死で
した。それが１年も経つと、２、３回しかできなかっ
た懸垂が 20回くらい平気でできるようになったの
です。上下関係や規律も徹底され、それがからだに
染み付いています。写真左のブレード（先端の水を
押す部分）が黄色と黒のオールは３年生最後の乗艇
記念に戸田漕艇場で譲り受けてきたもので、大宮高
校ボート部のカラーは中央が白で上下が青色です。
写真右は運動会でクラブ対抗リレーに出場したとき
のもの。長いオールをバトンにして走ったんですよ。
　振り返ってみると、高校での部活がすべての始ま
りになったような気がします。５月24日の総会で承
認をいただき、第９代理事長に就任しました。人と
人とのつながりを大切に、何事にもロー・アウト(全
力で漕ぎきること)で取り組みたいと思います。

大宮高校ボート部が
すべての始まりだった

■読者プレゼント❶／ 「お食事券1,000円分」を10名様
※注意事項(他のサービス券との併用不可)

魚介類を気軽に楽しめる

上尾で魚を‼ の思いからお店を出させて頂きました。
売りは刺身の盛り合わせ990円より。
サーモン、ボイルタコなんて盛り付けません。
営業日は毎日市場へ。仕入れによって種類、内容は変わ
ってきますが毎日喜んで頂けるよう日々努力‼ 
24席、ご宴会、親睦等に、２時間飲み放題4500円より承
っております。
まずはお問い合わせください。

魚処 たいら

ナラヤマ
レディースクリニック

上尾市役所

R
17

中
山
道

上
尾
駅

魚処 たいら

●住所／埼玉県上尾市本町1-1-5
●TEL／048-783-3375
●定休日／月曜日  ●駐車場／無
●営業時間／ １7：00～24：00　　　　　　　　　　　

最終入店22:00

魚処　たいら

■読者プレゼント❷／サマーシュトーレン（1,620円）を7名様

ア
デ
ラ
ン
テ

ファミリー
マート

西口
大駐車場

トヨタ
レンタリース

中央病院

埼玉りそな
銀行

ジョナサン
上
尾
駅

パン工房
あつみや

●住所／上尾市柏座2-1-2 ●TEL／774-6939 ●定休日／日曜日
●営業時間／8:00～18:45 ※6/1㈯は休み

●「サマーシュトーレン」夏限定販売
南国系ドライフルーツと柑橘系ピールでさわやかに軽く仕上げ
た夏限定商品！
国産小麦・カルピスバター100% 1850円＋税（販売中）
国産小麦・北海道日高バター100% 1500円＋税（6月18日から販売） 

●夏休み 子供パン教室開催
8月5.6.7.12.13.14日 9～12時・13～16時 7/9㈫より受付開始

パン工房  あつみや

                    
あぴお特典・読者限定サービス

切抜持参で500円以上お買い上げの方 5％割引
有効期限：令和元年6月3日㈪～6月29日㈯ シュトーレン使用可能

＊一部対象外あり

11周年 食パン祭り 7/5㈮、6㈯開催
幻の小麦とよばれる「はるゆたか」100%生食パンや2日間
限りの限定商品を販売 (6月17日から予約も承ります)

皆様の
お越しをお待ちしております

国産小麦と自家製酵母

▶
権
田
選
手（
左
）と

仁
井
田
選
手

　　　　　　　　　　　　　　　 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！
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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



におまかせください！！におまかせください！！

公営斎場でのご葬儀の特徴

  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。「ご安置からご葬儀まで」全て弊社で承ります。

■お問い合わせ・ご相談は、お気軽にご連絡ください。

病院やご自宅で
もしものときに

まずは弊社に
お電話ください。
24時間365日対応

寝台車で
お迎えに上がります。

弊社にてご遺体を預かり
させていただきます。
ご自宅でのご安置も可能です

葬儀日程などのご相談を
させていただきます。

安心・納得のご葬儀を
お約束いたします。

メリット

お棺 骨壷（白） ドライアイス
(10kg)

遺影写真
（カラー写真4切り）

盛菓子 枕飾り

白木位牌
塔婆類

焼香用具一式 司会進行 セレモニースタッフ
（1名）

火葬場案内 役所手続き代行

■左記プランに含まれていないもの 
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

【葬儀施工費用】200,000円
■左記プランに含まれていないもの■左記プランに含まれていないもの■

【葬儀施工費用】200,000円200,000円(税別)

人形供養祭 ご参加の御礼
先日は、貴重な時間を割いて、人形供養祭にご参加をいただきまして誠にありがとうございました。催し物的には小規模で簡易的な形
式でありながらも大勢の方々に起こし戴けたことに心より御礼申し上げます。尚、当日の供養料（150,500円）につきましては、全額 
日本対がん協会「乳がんをなくすほほえみ基金」への寄付と日本赤十字社「東日本大地震災害」への義援金とさせて頂きました。
間もなく季節は、梅雨時になります。ご健康管理にはご自愛ください。　敬具 （株）花みずき葬祭　スタッフ一同

6月号4

第31回 1
ワンディ

日ユニバーサルカフェ
～だれもがその人らしく・ほっとする場所～

第15回 市民公開講座 のばそう健康寿命 ０歳からのファミリーコンサート
日　時： 6月15日㈯ 10時30分～15時30分
会　場： 上尾市市民活動支援センター

（上尾駅東口徒歩３分 プラザ館３F）
内　容：    カフェでおしゃべりしながらほっとひと息（飲

み物100円）＊竹内和泉のパソコン無料なんで
も相談室＊折り紙コーナー＊磯 康子さんによ
る癒しのハンドケア（15分・500円）他

問合せ・申込み： 地域福祉計画をすすめる上尾市民の会
TEL.080-5003-2373（陣ノ内）

日　時： 6月8日㈯ 14時～16時20分＜13時開場＞
会　場：  上尾市コミュニティセンター ホール  

★入場無料＜定員350名＞ ※予約不要
講演者： ｢人生100歳時代をめざして｣

帝京大学理事・名誉教授・
臨床研究センター長 寺本民
生先生／ ｢健康寿命を延ば
すための食事｣上尾中央総
合病院 栄養科 主任 田中 梢先生／ ｢がんを予防
し、健康寿命を延ばそう！｣国立がん研究センター 
社会と健康研究センター長 津金昌一郎先生

総合司会： 上尾中央総合病院 生活習慣病センター長 
橋本佳明先生

■｢体力診断と気軽にできるトレーニング｣
　＜受付開始：12時40分～＞
講演会開演の前に、上尾中央総合病院・理学療法士のみな
さんによる健康セミナーを実施します。ぜひご参加ください！
★１部：13時～13時20分＜２階：２・３集会室／定員60名＞　
★２部：13時30分～13時50分＜２階：視聴覚室／定員40名＞ 
※ １部・２部とも内容は同じです。参加無料・先着順で、定員に達
しましたら入場をお断りすることがありますのでご了承ください
共　催：  上尾市医師会、上尾中央総合病院
後　援：  上尾市、上尾商工会議所、埼玉新聞社
事務局： 上尾中央総合病院 地域連携課 病診連携係

TEL.048-773-7100

会　期： 9月7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
　　　　 ※授乳室・オムツ替えスペースあり、ベビーカー

置き場あり、途中入退場可。
出　演： トリオいろどり…石

神智子（オーボエ）、
飯 田 真 弓（ クラリ
ネット）、垣内紀子
（ファゴット）

賛助出演：  山本貢大（パーカッ
ション）、藤井レミ
ナ（ スタジオレミレ
モン主宰）、スタジオレミレモン生徒

入場料： 一般1,000円、小学生以下
500円、 ３歳以下保護者の
膝上無料（全席指定）

入場券販売： 6月8日㈯ 9時より
入場券販売場所： 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

問合せ： 上尾市コミュニティセンター
TEL.048-775-0866

開催日：7月13日㈯・14日㈰
日時：8月3日㈯ 19時より

※雨天の場合は8月10日㈯

令和元年度上尾夏まつり 第24回あげお花火大会開催 !

■主　催：上尾夏まつり実行委員会
■問合せ：事務局 大室 尚  TEL.080-6509-2158

◎協賛資料・申込書請求、お問合せ先は…
　上尾市観光協会　上尾市谷津2－1－50上尾市プラザ22内

TEL.048-775－5917　FAX.048-775－5024

■場所： 平方地区荒川河川敷（リ
バーサイドフェニック
スゴルフクラブ周辺）

企業や団体、市民の皆様から
の協賛を募集しています

会社設立や会社の周年記念、誕生（出
産）、入学（園）、卒業（園）、合格、成人、
入社、結婚、定年等の記念としてのご協
賛もお待ちしています。協賛者名は、花
火大会宣伝リーフレットに掲載し、新聞
折り込みでお知らせするほか、花火大会
会場で放送にてご紹介します。また、花
火大会会場の協賛者席へご招待します。
■申込み期限：6月21日㈮
■花火の種類と金額（1発あたり）

■申込方法  所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記あてにFAXにてお申し
込みください。また、電話での申し込みも承ります。

■支払方法  申し込み後、指定の口座に振り込むか直接観光協会にご持参ください。

至桶川至さいたま

至川越

■東口交通規制（12:00～21:30）
■西口交通規制（18:30～20:30）

上尾駅
西口

〒

国道17号

●文楽

●警察署●市役所

運動公園●

東口

中山道

愛宕

図書館入口

図書館西上尾陸橋

モンシェリー

種 類 金 額 種 類 金 額
3号玉 5,000円 10号玉（2発） 100,000円
4号玉 10,000円 スターマイン 300,000円
5号玉 15,000円 大スターマイン 600,000円
7号玉 30,000円 特大スターマイン 1,000,000円
10号玉 60,000円

第23回 キラリ“駅deほっと市”

上尾市環境推進大会2019

日　時： 6月15日㈯13時～18時 場　所：上尾駅自由通路
内　容：  上尾市観光協会推奨土産品と福島県本宮市の特

産物を販売します
問合せ： 上尾市観光協会  TEL.048-775-5917

6月の環境月間にちなみ、子どもから大人までが環境のことを考
え行動する機会として、上尾市環境推進大会2019を開催します
日　時：6月22日㈯ 13時～16時
会　場：上尾市文化センター小ホール
内　容：  ①第18回あげお環境賞授賞式および活動報告
　　　　②環境推進協議会会員による活動紹介
問合せ： 上尾市環境政策課　TEL.048-775-6925

▲トリオいろどり

▲藤井レミナ

　毎年多くの参加者と観衆で賑わ
う一大イベントの『上尾夏まつり』
が開催されます。上尾を活気づける
“夏の風物詩”として、例年にも増し
て盛大に開催されます。
○ 13日㈯…町内ごとに神輿の渡御
が行われます。

○ 14日㈰…中山道と上尾駅周辺の
通りが交通規制（車両通行止め）
となり、8町内の神輿が勢揃いす
る｢連合渡御]が行われます。

○ 7月14日㈰は交通規制が実施さ
れます。

■ 上尾駅東口…12:00～21:30（片
付け終了時まで）／中山道（上尾
陸橋交差点～図書館西交差点）、
東口駅前通り、旧市役所通り、
アッピー通り、すずらん通り

■ 上尾駅西口…18:30～
20:30／上尾駅西口広場
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78,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,00078,000円円円円(税別)(税別)(税別)(税別)78,00078,000円円(税別)(税別)
当店オススメ

!
当店オススメ

!

N3WQ6G
・ダブル強化力
N3WQ6G
・ダブル強化力

ガラストップコンロガラストップコンロ

128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000円円円円(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)128,000128,000円円(税別)(税別)

メーカー保証

7年!
メーカー保証

7年!

GT-C2062SAWX
・20号（2～3人用）
・オート壁掛
・リモコン付
 （台所&浴室）

GT-C2062SAWX
・20号（2～3人用）
・オート壁掛
・リモコン付
 （台所&浴室）

給湯＋追い焚き＋エコ給湯＋追い焚き＋エコ

109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000円円円円(税別)(税別)(税別)(税別)109,000109,000円円(税別)(税別)

GT-2060SAWX
・20号（2～3人用）
・オート壁掛
・リモコン付
 （台所&浴室）

GT-2060SAWX
・20号（2～3人用）
・オート壁掛
・リモコン付
 （台所&浴室）

給湯＋追い焚き給湯＋追い焚き

88,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,00088,000円円円円(税別)(税別)(税別)(税別)88,00088,000円円(税別)(税別)

大特価!大特価!

ピュアレストQR+
ビューティトワレ
CH931SPF
・節水
・節電
・フチなし

ピュアレストQR+
ビューティトワレ
CH931SPF
・節水
・節電
・フチなし

組み合わせトイレ組み合わせトイレ

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

見積無料! 工事費・処分費コミコミ! ※全商品税抜価格
他社より高い場合はご相談ください！
レンジフード・キッチン・ユニットバス等住宅設備全般取扱! 修理もおまかせ!

「あぴおを見た」で3,000円引するにゃ!!地域最安値!!
トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器トイレ給湯器専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店トイレ給湯器専門店トイレ給湯器専門店
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HP：http://www.matue.co.jp/index_qhm.php?

HP：http://www.suirakuen.com/

LOOKマツエ09

住所：上尾市谷津2-1-50-9
モンシェリー3号館1階

定休日： 木曜日
営業時間： 10:00～18:00

酒と魚 基 13

住所：上尾市宮本町9-1
定休日： 日曜日
HP：http://motoshi2.jp/
index.html

tel.773-6880

飲食業

tel.776-2809

漁港直送の『新鮮魚』と手作り
の『酒のあて』四季を通じて日
本人であることの良さを感じ
られるお酒やお料理を提供い
たします。

小売業
上尾駅西口徒歩3分にあるメガ
ネ・補聴器の専門店です。
「ここで作って良かった」と言わ
れるお店でありたいと思います。
関連備品も多数取り揃えてい
ます。

～意欲のある事業所を商工会議所がバックアップ！～

占い処　みちしるべ14

住所： 上尾市谷津2-1-50
（セブンイレブン横の階段上がる）

定休日： 不定休
営業時間： 10:00～18:00（完全予約制）
HP：https://sunshine20171007.
amebaownd.com/

tel.543-9501

占い・講座
開運結果に　こだわって10年、相談内容に
適した占術で鑑定致します。

営業時間： ランチ 11:30～14:00
 ディナー 18:00～23:30（Lo23:00）営業時間：17:00～24:00（LO 23:30）

お多福15

住所： 上尾市谷津2-1-50-10
モンシェリー2号館1階

定休日： 年中無休

tel.871-7608

飲食業
全国400産地を駆け回った元牡蠣問
屋がはじめた牡蠣・おばんざい・お
でんの店。６月は生ウニがおすすめ。
旨い高級食材を仕入れの努力でお手
頃価格でご提供。スタッフ一同心よ
りお待ちしております。

エムズ水楽園ファーム㈱10

住所：上尾市平塚2558-4
直売所： 上尾市菅谷49-1

桶川市倉田857-2
tel.779-5500

農業生産法人
アイメック農法により、甘さと
美味しさの極限を追求したフ
ルーツトマトです。

営業時間：ランチ 11:00～14:00（Lo13:30）
ディナー 17:00～0:00（Lo23:30）

恵比寿亭11

住所：上尾市上町1-5-19
定休日： 不定休
HP：http://www.ebisutei.net/

tel.771-0138

今年の3月で正式に4代目に就任致しま
した宮島真亜久です。先代が残してくれ
た人脈、お店、スタッフ全てを大事にし、
来てくださったお客様に笑顔で帰って頂
けるようスタッフ一同おもてなしさせて
頂きますのでよろしくお願いいたします。

リフォーム工房　アイプロ㈱12

住所：上尾市小泉2-1-3　定休日：年中無休
営業時間： 9:00～18:00
HP：https://ipreform.jp/

tel.699-4388

飲食業 リフォーム業
大きな名刺・しもくん通信でおなじみのリフォーム
工房アイプロの下田です。弊社は、屋根・外壁塗装、
キッチン・お風呂・トイレ・洗面台等内装の工事も地
域密着で行っております。釘1本から新築までを合
言葉にしてお客様のご要望にお答え、ご提案には定
評があります。小さなことでもご相談ください。
建設業免許・宅建免許・経営革新計画承認企業
ご連絡お待ちしております。

㈲味衛門07

住所：上尾市原市3206-3
定休日： 土・日曜日
営業時間： 9:00～18:00
HP：http://www.ajiemon.com/

tel.723-1910

製造業
埼玉県の地産地消に取り組んでおり、
手作りの食材を中心にお客様に提供し
ております。

営業時間： 14:00～22:00　

㈱ファレル08

住所：上尾市小敷谷862-5
定休日： 日・月曜日

tel.726-5131

学習塾
合格率100％の塾!!
100%を実現するのにはワケ
がある!!①偏差値と内申を加
味した、当塾独自の合格判定
表②保護者様との綿密な面談
と説明会での情報提供③生徒
とのこまめな面談

ヤマト接骨院04

住所：上尾市原市3331-2-101
定休日： 土曜日午後・日曜日
営業時間： 9:00～13:00、15:00～20:00
HP：https://yamato-ssekotsu.com/

tel.627-2686

接骨院業
日常生活やスポーツのケガ・腰痛でお困りの
方是非！労災交通事故治療にも対応。「平日
午後・土曜日・祝日は予約優先」

営業時間： 11:00～14:00、17:00～20:30

㈲新栄商事　利久庵01

住所：上尾市上1382-6
定休日： 不定休（月・火・水の

夜は予約制）
tel.772-2830

飲食業
埼玉一の極太鴨汁うどん。
厳選された安全な食材で、健
康的な本物の美味しさを追求
しています。

HP：http://www.osake-ishikawaya.com/

㈲石川屋02

住所：上尾市地頭方408-22
定休日： 水曜日
営業時間： 10:00～19:00

tel.725-1626

小売業
日本の酒文化を伝える酒屋です。
•田酒 •豊盃 •花邑 •南部美人 •山法師
•AKABU •出羽桜 •秀鳳 •栄光冨士
•くどき上手 •天明 •初孫 •浦霞
•望 •神亀 •鶴齢 •〆張鶴 •八海山
•越乃景虎 •水尾 •菊姫 •天狗舞
•奥播磨 •酔鯨 •石鎚 •獺祭 •夜明け前

HP：https://niwanational.com/

㈱ニワナショナル05

住所：上尾市緑丘1-1-46
定休日：日曜日
営業時間： 9:00～17:00

tel.778-8208

園芸業
お庭のお手入れ専門店です！
気軽に頼める中仙道沿いの会社です！
庭木の剪定1,000円～、薔薇の手入れ
1,000円～、害虫消毒500円～、草刈り
雑草500円～、ガーデニング5,000円～、
砂利敷き2,000円～、人工芝敷き3,500
円～、残土処分1,000円～
無料見積りです！
ニワナショナルで検索ください‼ 

HP：https://hair-bluemoon.com/

BLUE　MOON03

住所：上尾市宮本町10-1
定休日：年中無休
営業時間： 10:00～0:00

tel.783-3170

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 美容業

深夜24時まで営業で仕事帰り
にご利用できます。
「男性も大歓迎！
詳しくは【上尾ブルームーン】で
検索‼ 」

HP：http://suda-shop.com/

須田商店06

住所：上尾市南113
定休日：日曜・祝日
営業時間： 9:00～19:00

tel.775-5210

小売業
米は産地直送・酒は蔵元直送。
品質と味にこだわり自信の逸
品、自慢の逸品だけをお届け
します。日本酒・焼酎はじめ
常時100種類以上のアイテム
を揃えています。是非見てい
ただけたら嬉しいです。

　アクティブ50は創立50周年を機に、上尾商工会議所商業振興委員会が発起人となり、商業系会員事
業所を支援するために立ち上げたグループです。現在15会員で活動を行っています。主な活動内容は、
『販売促進活動』、『研修事業』に取り組んでいます。
　『販売促進活動』については、初めの段階として上尾商工会議所情報紙「あぴお」を使用した広報活動
を行います。活動内容についてもメンバーの話し合いにより内容を決定し実施するので、個々人の持っ
ている意見を気軽に話す場としても活用いただけます。『研修事業』の部分で、前回はビックデータの
活用法（時間帯人口など）の研修を行いました。次回以降もメンバーの皆様に自社に持ち帰ってご活用
いただける研修内容を検討し実施したいと考えています。

アクティブ50
★ メンバーは随時募集しています。ご興味がある方は上尾商工会議所商
業担当（048-773-3111）までお問合せください。

メンバー紹介

あぴお2019_06_194号_05.indd   2 2019/05/24   10:45



0120-33-7475プラザオオノ フリーダイヤル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1-1153つの地域密着型メモリアルホール

おもてなしの心を大切にしたサービスをご提供します 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。http://www.plaza-oono.com/

0120 33フリーダイヤル365日
24時間

 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。http://www.plaza-oono.com/ 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。http://www.plaza-oono.com/ 「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。

●棺
●仏衣
●布団
●納棺具一式
●カラー写真
●式場看板
●案内看板
●忌中看板

●会葬礼状
●会葬帳
●香典帳
●位牌
●塔婆類
●受付用品
●果　物
●供　物
●枕飾り
●清めセット
●火葬場案内
●後飾り etc

●ロウソク
●線　香
●骨つぼセット
●ドライアイス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！

桶川市社会福祉協議会指定店

大 切 な 人 だ か ら

そ の 人 ら し い
お 葬 式

大 切 な 人 だ か ら

そ の 人 ら し い
お 葬 式

地域最大級北本・桶川・上尾

完全個室 全室冷暖房完備 湯灌スペース有り

おすすめの

生前見積

●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参ります
●大型駐車場完備
●駅まで無料送迎車があります
●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）

●会館には宿泊施設完備です
●朝食・天然温泉無料サービス
　（天然温泉は北本店のみ）

●当社での霊安室は無料です
●「県央みずほ斎場」「つつじ苑」
　での式場葬も承ります

ご葬儀に必要な経費です

プラザオオノ
おもてなしの心を大切にしたサービスをご提供します

●棺
●仏衣仏衣
●布団布団
●納棺具一式納棺具一式
●カラー写真カラー写真
●式場看板式場看板
●案内看板案内看板
●忌中看板忌中看板
●ロウソク
●線　香
●骨つぼセット
●ドライアイス事前相談は必ず行いましょ事前相談は必ず行いましょ事前相談は必ず行いましょ事前相談は必ず行いましょうううううううううう！

桶川市社会福祉協議会指定店
完全個室 全室冷暖房完備 湯灌スペース有り

ご葬儀に必要な経費です

納
得
の

納
得
の
安心
価格
安心
価格

必ず見積を取って他社と比べてください

充実のサービス内容

生前見積が一番です

女性らしい美しい姿で
最後の旅立ちを華麗に飾ります。

見積を取って他社
と比べてください。

レディースプラン

28万円

一式

※税別

女性らしく美しい旅立ち

男の旅立ち 29万円

一式

※税別

最期を飾る粋な出で立ち

● 羽織ちりめん
● 旅支度一式
● オリジナル棺
　「ドリーム」
● 骨壷
　「鳳凰 金襴覆」
● 諸道具一式

男の旅立ち
心に残るお別れ

骨壷／鳳凰

オリジナル棺
『ドリーム』
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 5月1日より令和に改元されました。社会保
険や雇用保険の手続き書類の申請は、どの
ように対応すればよいのでしょうか。

水出社労士事務所
社会保険労務士　水出 祐子

TEL.048-773-5807
マル経融資のご案内！＜無担保･無保証人･低利＞

●今月の回答者

　経営改善を図る小規模事業者を支援するため、上尾
商工会議所の推薦により受けられる国の制度資金です。
融資額： 2,000万円以内 利　率：1.21%（R1.5.8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）

問合せ：上尾商工会議所 中小企業相談所 TEL.773-3111

日　時：6月5日㈬ 18時～20時
会　場：上尾市プラザ22会議室
内　容： ①なぜＩＴが必要なのか
 ②ＩＴ・ＩＯＴ・ＡＩ・ＲＰＡとは
  ③導入プロジェクトの上手い進め方　他
講　師： 企業経営監査士　元㈱タムロン
　　　　上尾・アブセック会員 安田 信一 氏
※第２回（6/19㈬）は講義、第３回（7/4㈭）は視察になります
定　員：各回35名（先着順）
受講料： 第１回及び第２回各回 1,000円

第３回 1,500円（昼食代を含む）
申込･問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111

基本的に社会保険・雇用保険ともに旧様式
を使用して届出を行うことができます。
社会保険では、平成と表記された用紙を使

用する場合、可能な限り「令和」に補正して提出して
ほしいとなっていますが、訂正印は不要であり、ま
た、補正されていなくても申請は可能です。新用紙
は5月7日より日本年金機構ホームページからダウン
ロードできます。
　雇用保険についても、「平成○年○月○日」と表記
されているところは、「平成」→「令和」というように
新元号に書き換え、新元号による年を記入します。
離職票の離職年月日などが該当しますが、こちらも
訂正印は不要です。取得届等、平
成が「4」と記載されている箇所は、
そのまま31年と記入しても、機械
が令和と読み取ります。

「おおきくなったね！×おおきくなってね！」
子ども服交歓会

●拡げよう会員の輪　高めよう地域への貢献●商工会議所からのお知らせ

[融資対象]①従業員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 ④原則、同一地域で最近1年
以上事業を営む ⑤商工業者かつ日本政策金融公庫
生活事業の融資対象業種 ⑥1,500万円を超える借入
は別要件あり

※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

法　律 【弁護士：福地 輝久】
●5日㈬ 午後1時30分～4時30分

★  消費税、事業承継、相続、贈与、決算、申告など

税　務 【税理士：大野 宣子】
●14日㈮ 午後1時～4時

金　融 【日本政策金融公庫】※午後1時～3時
●4日㈫・11日㈫・18日㈫・25日㈫

★  販路拡大、現場改善、社員教育、パソコン全般など
経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】●21日㈮ 午後1時～4時

★    労働・社会保険の手続き、就業規則等の見直し、働き
方改革についての相談・指導

労務・年金【社会保険労務士：水出 祐子】
●18日㈫ 午後1時30分～3時30分

リーダー養成実践セミナー

上尾市プレミアム付商品券が
利用できる登録店を募集 ＝登録無料＝
　10月1日㈫から実施する「プレミアム付商品券」を利
用できる店舗を募集します。この商品券は、国の「消費
税率の引上げに伴う対応」の臨時・特別措置で、消費
税率10%への引上げが、低所得者及び子育て世帯の消
費に与える影響を緩和するとともに、地域における消
費を喚起・下支えすることを目的に発行するものです。
■利用登録できる店舗・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」「特定事業者登録済
証」「交付金交付申請書」を窓口（市役所5階プレミア
ム付商品券対策室）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に入金します。換金手
数料は無料です。
■換金期間は…
　 原則として、令和元年10月1日㈫から令和2年4月
10日㈮まで　※土・日・祝日及び年末年始（12/29
㈰～1/3㈮）を除く、午前９時から午後５時
■登録・申込方法は…
　 プレミアム付商品券対策室（市役所5階）にある申込
書（市HPからダウンロード可）に必要事項を記入
し、7月31日㈬までに直接または郵送（31日必着）に
てプレミアム付商品券対策室（〒362-8501上尾市本
町3-1-1）へお申し込みください。
問合せ： 上尾市役所プレミアム付商品券対策室（6/3

㈪より） TEL.775-3548　FAX.775-5024

 企業経営アドバイスニュース
まいこカフェ 代表 安達 舞子 氏
「お客様の声に耳を傾け、
地域に根ざした企業でありつづけたい！」
　まいこカフエ
（代表 安達舞子
氏）は平成26年
に上尾市柏座で
創業して５年に
なるカフェです。
当店は個人経営
で、①有機卵を
使用したオムラ
イス、手ごねハ
ンバーグのロコモコ等特徴ある商品力、②職務知識・経
験を活かした調理や接客力等の強みを有します。創業5
年を機に、現状を打破し、更なる発展をすべく上尾商
工会議所に相談し、「伴走型小規模事業者支援推進事
業：需要動向調査」でお客様の的確なニーズを掴むべく
「顧客アンケート調査」をアブセックの支援で実施、そ
の結果これまで漠然としていた点が明確になり、気が
つかない点を発見出来ました。具体的には、ターゲット
を明確にしたお店の時間帯毎の提供商品や運営方法等
コンセプトを確立し、お客様から見て他店との違いが
分かる店づくり・品揃え・サービスを展開していこうと
いう動機づけができました。
　上尾商工会議所/アブセック担当者の需要動向調査
での作業は、顧客記入のアンケートの分析から始まり、
当店のSWOT分析、当該地区の市場性見極めのための
商圏調査、地区内競合店調査、カフェ・喫茶店業界動向
調査等を実施しました。更に、代表の理念・思いを「事
業計画」に織り込むべく、具体的プラン策定の段階では
種々指導・助言を受けました。　
　最後に代表の安達氏から、『自分自身の意識が変りま
した。需要動向調査によりお客様の声をお聞きし、そ
のうえでご指導を受けた事が、お店の経営にプラスに
なったと実感しています。今後とも皆様から必要とさ
れる店づくりに積極的に取り組んでいきます。」との力
強いお言葉を頂きました。

ご意見･問合せ：アブセック事務局 TEL.773-3111

問合せ：埼玉労働局労働保険徴収課 TEL.048-600-6203
コールセンター TEL.0120-700-244 ［5/31～7/12］

　令和元年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年度更
新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付
は6月3日㈪から7月10日㈬までです。
　申告書・納付書は5月末に発送予定です。同封の記入
例を参考に、期間中お早目の手続をお願いいたします。

労働保険料並びに一般拠出金の
申告･納付について

子どもの成長を「おおきくなった
ね！」と喜んで、次に着る子どもに
「おおきくなってね！」と渡す、子ど
も服交歓会。50㎝から160㎝の子
ども服を、無料でお預かりし、無料でお渡しします。
日　時：６月30日㈰ 13時～15時
会　場：上尾駅コンコース
問合せ：認定NPO法人彩の子ネットワーク

TEL.770-5272

商工会議所の6月無料相談日
= 一般市民の方も相談できます =
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遺言作成相談センター
気前よく遺言書作成・相続手続きすぐします。

行政書士関口光男事務所
関口 080-3384-5590
〒363－0023  桶川市朝日２丁目１２番４号
電話・ＦＡＸ　0 4 8 - 775 - 2 3 7 5

Ｅメール  sekiguchi.mitsuo@hotmail.com 

TEL048-671-9909
(平日14：00～20：00)  家庭塾さくらだ

求人募集と広告の同時掲載が
可能になるので、経費を抑えながら
広範囲に情報を発信できます。

詳細 掲載サイズ 34 × 60ミリ
 掲載価格  10,000円（税別）
 掲載は、上尾商工会議所会員事業所のみ
受付／電話: 048-773-3111　受付時間: 平日(月～金) AM 8:30 ～ PM 5:00

求人募集と広告の同時掲載が

     情報誌あぴお に、                               
求人募集 ＋ 広告の掲載コーナー

ができました。

ご応募お待ちし
てます

有限会社 トータルウォールメイク
〒362-0063 上尾市菅谷3-27-2
048-731-8889

  

有限会社エイチアイディー有限会社エイチアイディー　　　　　　　　

電気設備・空調設備設計施工電気設備・空調設備設計施工

　　　　
事業所：埼玉県上尾市平方領領家 750-1
電　話：048-771-7337  FAX：048-795-5550
M a i l：info@hid -denki. jp （メール受付中！）
社員・アルバイト・協力業者募集中です

商業施設・工場・店舗工事なら設計施工管理はお任せください。商業施設・工場・店舗工事なら設計施工管理はお任せください。

http://www.hid-denki.jp/http://www.hid-denki.jp/

元気と健康を
宅配でお届けします

上尾東販売所
上尾市二ツ宮999

TEL･FAX 048-772-3336
 

 

〒362-0064 上尾市小敷谷 730-5 
電話 048-726-2133 FAX 048-726-2123 
Mail：info@fujitaku.net  HP：fujitaku.info 
営業時間：9：00〜19：00  定休日：毎週水曜日 
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●あなたのげんきのおてつだい・上尾商工会議所●

第9期上尾未来大学「聚正義塾」開講
22名の塾生で第1回講座を開催

原市支部　千葉県富津海岸
「潮干狩り」を開催　127名が参加

　当所では次代を担う
人財育成を目的に上尾
未来大学「聚正義塾」を
2002年第1期開講以来
様 な々形式で開催して
きましたが、「第9期」は
後継者が学ぶべき会計
強化塾として、会計力の高め方等を学ぶ
全12回講座のカリキュラムで開講しました。
企業経営者・後継者候補の方など22名が
集まり、第１回講座を5月8日㈬ダイアログ・
イン・ザ・ダーク Tokyo Diversity Lab.（中
央区日本橋馬喰町）にて行いました。暗闇
空間で視覚以外の感覚を使いワークを行う体験型研修「暗
闇ワークショップ」でコミュニケーションの気づきを得ました。
https://www.ageocci.or.jp/syusei-archive/news/

　 原 市 支 部
（渋谷益男支
部長）は、4月21
日㈰、千葉県
富 津 海 岸 で
「潮干狩り」を
実施しました。
富津海岸潮干
狩り場は、東
京湾で一番早
く3月上旬に解
禁になり、海水が綺麗で身のぷっくりしたアサリが採れ
るため人気の場所です。毎年恒例の支部事業として実
施しており、会員事業所の従業員やご家族など総勢127
名が参加しました。神田会頭にもご参加頂き、潮干狩り
終了後は、となりの公園で昼食会を行いました。

　上尾商工会議所と日本政策金融公庫国民生活事業
で、下記の通り一日公庫(融資相談会)を開催致します。
■ 日　時：7月9日㈫ 10:00～16:00
■会　場：上尾商工会議所 大会議室 
相談希望の方は、上尾商工会議所(TEL.773-3111)までご
連絡ください。

　本年10月から消費税引き上げ軽減税率制度がスタートし、小売業や飲食業等にお
いては、システムの改修・開発やレジの入れ替えといった時間やコストがかかる対応
も必要になり、機器導入の参考にしていただくため、会議
所内にモバイルＰＯＳレジの体験コーナーを設置しまし
た。タブレット端末を活用したＰＯＳレジサービスを実際
に操作いただけます。クラウド会計との連携による業務効
率化も体験できますのでぜひご体験ください。

令和元年11月17日㈰に開催予定の第153回日商簿記検定
試験の申込期間について、下記の通り変更させていただ
きます。お間違いないようご注意ください。

申込期間 変更前 変更後
窓口受付 10/7㈪～10/18㈮ 10/7㈪～10/25㈮

インターネット　コンビニ決済 9/2㈪～10/19㈯ 9/2㈪～10/26㈯

インターネット　クレジット決済 9/2㈪～10/21㈪正午 9/2㈪～10/28㈪正午

3月1日　「花いっぱい運動」花の贈呈式
上尾北ロータリークラブ

　上尾北ロータリークラブ
（会長 榎本 学）では、環境保
全の一環として例会場にて
「花いっぱい運動」の花の贈
呈式を3月1日に行いました。
　これは、大石、上平地区の小中学校に花を贈り子ども達に
自然の美しさ、大切さを感じてもらおうと、卒業式、入学式が
行われるこの時期に25年以上毎年行っている継続事業です。
　当日は 11小中学校の校長先生はじめＰＴＡの皆さん
14名が出席。榎本会長は「一鉢の草花を見て優しい気持
ちや思いやりの心が子供達に芽生えてくれたらと思いま
す。卒業式、入学式に花を添えてください」と挨拶し、各
校にビオラやデイジーなど 24鉢 11ケースの 264鉢を贈
呈しました。大石小学校の豊田校長より「これから各学
校、卒業式入学式を控え校内の環境整備も有ります。い
ろいろな意味で今日頂いた花を活用させて頂きたいと
思っています。上尾北ロータリークラブが益々発展し、
継続してお花を頂ける環境が
この大石地区、上平地区に有
ることを願い、毎年素敵なお
花をありがとう御座います」と
お礼の言葉を頂きました。
【ゲスト紹介】
大石小学校、大石南小学校、大石北小学校、上平小学校、上平北
小学校、上芝川小学校、西小学校、平方北小学校、大石中学校、大
石南中学校、上平中学校　各先生及びPTAの皆さん

上尾市の産業振興に関する
”提言書”を上尾市に提出

　上尾市産業振興会議
は、市民・事業者・産業
関連団体・行政が一体と
なって、市内産業の発展
や地域経済の活性化な
ど産業振興の施策推進
のため活動しています。
　5月10日㈮、河藤佳彦会長と黒澤久副会長は、平成30年
度の活動経過や検討内容等を提言書としてまとめ、畠山
稔市長に手渡しました。
　これにより、産業振興の持つ重要性と必要性を鑑み、
“形”になることを期待します。

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

上尾商工会議所の新入会員をご紹介します。

〒362-0013  埼玉県上尾市上尾村587
TEL.048-770-0022　FAX.048-770-0023

一般貨物輸送・貨物利用運送

URL  https://www.kateijuku-sakurada.com　Email   info@kateijuku-sakurada.com
上尾市緑丘 2-3-10　(北上尾駅から徒歩 5 分、 上尾駅から徒歩 10 分）

TEL048-671-9909
(平日14：00～20：00)  家庭塾さくらだ

家庭塾さくらだ Yahoo,Googleで検索

ただい
ま！

入会金
無料！！

体験無
料！！。

幼児～小学生～中学生

　4月24日㈬、４月定例会「上尾ＹＥＧの強みや弱みを
知り、今後のＹＥＧ活動へつなげよう」を開催しました。
風土刷新コンサルタント・日本ほめる達人協会特別認
定講師 長谷川孝幸氏による講演会を行い、自身の「強
み」を知る着眼点を適切なものにするための手法やＳＷ

ＯＴ分析の考え方などを学び、ＹＥＧ活動だけではな
く自社業にも活かせる講演でした。
　また、「2019フレッシュあげお」小熊彩椰さん・河合杏奈
さん・津崎奈南さんが参加し、青年部メンバーに対して３
名が自己紹介と1年間の活動の抱負などを述べました。

上尾商工会議所青年部　－４月定例会を開催－ 

日商簿記検定申込期間変更について 一日公庫（融資相談会）のお知らせ

モバイルPOSレジ「体験コーナー」を設置
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令和
令和元年もおまかせください！

安全と快適な生活を守る
電気設備のコンサルタント

電気工事は任せて安心、
上尾電気工事協同組合加盟の工事店へ

あげお花火大会・あげおイルミネーションは私たちが安全をお届けしています

上尾電気工事協同組合
代表理事　豊田 茂昭

事務局 上尾商工会議所内  TEL.773-3111

三光電気工事㈱（緑丘）
775-8817
㈱三進電気工事（領家）
783-8800
栄電業㈱（藤波）
786-3909
中央電工㈱上尾営業所（上）
787-0773
㈱遠藤電設（小泉）
781-3250
藤電設㈱（小敷谷）
725-6701

㈲アカシ電業（仲町）
773-1967
㈲川島電気（中妻）
773-3076
スカイエンジニアリング㈱（畔吉）
726-4100
㈲鈴木電業社（本町）
772-3257
㈲長谷川電機商会（西宮下）
771-0143
㈲皆木電気商会（平方）
725-1853

㈲吉田電気工事（泉台）
775-5973
㈲吉田電業社（原市）
722-3494
【賛助会員】
新明電材㈱大宮営業所（北区吉野町）
667-6261
【賛助会員】
東和電材㈱大宮営業所（伊奈町栄）
722-5691

会員募集中！ お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

上尾電気工事協同組合

祝新元号
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